
カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

業務用

アイカ工業株式会社
ISO 9001   認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

アイカ工業

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
　また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。　●製品は内装専用です。
●日光がよく当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化（変色・退色）する
　可能性があります。 
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

https://www.aica.co.jp/

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ･サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

受付時間：9時～17時0120-525-100  TEL 052-409-8313
●アイカカタログセンター

TEL 052-409-1471

G594A 22.04.2S.TA
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フィオレストーンの
詳細については
専用カタログを
ご確認ください。

框の施工方法については
施工説明書をご確認ください。

フィオレストーン
フィオレストーン
カタログ
（カタログNo.K660）

フィオレストーン框

納まり図例
木造軸組工法

二重床工法

※�全て特注対応となります。発注時に各パーツのH・Lサイズをご指示ください。
※�寸法公差としてLサイズは±2mm、Wサイズは±1mm、Hサイズは±1mmとなりますが、価格は指示いただいた寸法が適用されます。あらかじめご了承ください。
※�材料の厚み公差は±1mmとなります。上框の取り付け高さを調整する際、また、付框同士や付框とコーナー部材との仕上がりの面が合うように調整する際には、スペーサー（現場手配）が必要です。�
詳しくは施工説明書をご確認ください。
※�上框と付框との突き付け部について、上框のC3部分と、付框のC1.5部分が隣り合うため、C面形状は一致しません。
※�上框のW寸法はW=90ｍｍ、150ｍｍの2仕様のみとなります。
※�施工上の留意点は施工説明書をご確認の上、正しく施工してください。

納期：加工品納期（1〜10本） 受注後3週間〜
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エントランスを印象的に引き締めるフィオレストーン框。
デザイン性と性能を併せ持つ上框をご提案いたします。

標準形状・施工キット

カラーバリエーション 標準全8柄※1COLOR VARIATION

梱包内容： 専用接着剤SE-8 2本 
専用仮留めテープZK-31 1巻 
上框＋付框の総長18尺（5400mm）分

専用接着剤�SE-8

※1��フィオレストーン框、付框、コーナー部材の標準対応柄は8柄です。その他の柄については特注対応となります。詳細は最寄りの当社へお問い合わせください。�
フィオレストーンは部材毎に色調・粒の密度・斑模様が異なるため、それぞれの外観は全く同じになりません。特にアーモンドファッジやオリーブロッシュのような複数色から成る柄や、流れ模様
のある柄（特注対応柄）はその傾向が顕著となります。上框と巾木が接する納まりや、巾木とコーナー部材の目地連結納まり、また同一空間に複数部材を施工する場合などは特にバラつきが目
立ちます。これらは製品の特性上、避けられない現象となりますのでご理解ください。�
色柄についての留意点は右記、二次元コードよりご確認ください。

※2��天然水晶＊を主原料としているため、赤色、橙色、黒色など色のついた粒が含まれます。特に白い柄や明るいグレー柄はその粒が表面に現れた際に目立ちます。またその粒が内部に埋もれている場合、
色がにじんで見えます。これらは製品の特性上、避けられない現象となりますのでご理解ください。�
＊水晶成分とは二酸化珪素からできている水晶・石英・ガラスなどを示します。

※3��キラキラとした意匠を表現するため、ジュエルブラック、ジュエルシルバー、サンドグラス、ブランソルベについては、ミラーチップ（リサイクル鏡の粉砕物）を原材料に使用しております。そのミラー
チップには赤色、青色、緑色、黄色等、色のついた部分があり、その部分が表面に現れることがあります。そして、そのミラーチップ部分に爪が引っかかる程度の若干の凹みが生じることがあります。
また、製品の場所により、キラキラとした意匠の見え方（密度、サイズ）は異なります。これらは製品の特性上、避けられない現象となりますのでご理解ください。

※�両端の左右見え掛かり部は�
切りっ放し、磨きなし
※�W寸法はW=90mm、
150mmの2仕様のみ

※�L1とL2の寸法は同じ�
(L1=L2)

※�両端の左右見え掛かり部は�
C1.5面取り仕上げ、木口面磨きあり

※�記載している物性数値は社内試験の結果による数値です。数値は測定値であり保証値ではありません。
※�記載している御影石の試料にはテキサスピンクを、大理石の試料にはビアンコカララを使用しております。

ニッチカウンターやアクセントボーダーとのコーディネイトも思いのままに。
詳しくは最寄りの当社へお問い合わせください。

キズや汚れに強く、耐水性にも優れています。スーツケースやベビーカーなどを
動かすハードユースなウォークインクローク周りにもおすすめの素材です。

独特の奥行感と手触り、光沢を持つインテリアストーンです。

多くの孔を有する天然石と比較して低い吸収率。
水分、汚れが染み込みにくく、清潔で衛生的。

Image Photo

色柄についての留意点
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CLEAN

天然水晶が主成分

低い吸水率

JW01 ジュエルブラック※3

GL01 サンドグラス※2※3

JW02 ジュエルシルバー※2※3

GL03 ブランソルベ※2※3

GR03 ビジューホワイト※2

WD02 アーモンドファッジ

GR02 ノーザンアイス※2

GN05 オリーブロッシュ

フィオレストーン框

サイズ別設計価格

サイズ別設計価格 サイズ別設計価格

吸水率（％）※社内試験（水中浸漬：1週間）

フィオレストーンの表面硬度は
御影石より硬い「モース硬度7」。
傷や摩耗に強く、経年変化による
艶変化も起こりにくい素材です。

HARD & STRONG 圧倒的な硬度
硬度
モース硬度 10 ダイヤモンド
モース硬度 7 フィオレストーン（ツヤ仕上げ）
モース硬度 6 御影石
モース硬度 3 大理石

フィオレストーン 御影石 大理石 人工大理石
＜0.02 0.15 0.09 0.08

上框（W=90mm）
L （mm）

～1200 1201～1500 1501～2000

H （mm）
30～50 ¥27,700 ¥33,500 ¥47,600

51～150 ¥36,000 ¥42,800 ¥61,900

上框（W=150mm）
L （mm）

～1200 1201～1500 1501～2000

H （mm） 30～70 ¥35,300 ¥41,800 ¥60,900

付框
L （mm）

～1200 1201～1500 1501～2000

H （mm）
30～50 ¥13,700 ¥16,100 ¥22,600

51～70 ¥15,100 ¥17,800 ¥25,000

71～150 ¥20,600 ¥24,700 ¥35,600

コーナー部材
L1=L2 （mm）

100 101～150

H （mm）
30～50 ¥4,800 ¥6,200

51～70 ¥5,500 ¥6,900

71～150 ¥8,900 ¥10,700

品番 設計価格

ZK-81 ¥6,000

①上框

③コーナー部材 ④施工キット

②付框

※�上框と付框との突き付け部について、上框のC3部分と、付框のC1.5部分が隣り合うため、�
C面形状は一致しません。

製品特性上の注意点


