
NT-700H
PLANK
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木目の持つ自然な表情を柔らかな色目のグラデーションと

繊細な凹凸で表現。プランクならではの縦流れを活かした

デザインがダイナミックに空間を演出します。

NT-7020H ウッディプランク

WOODY
PLANK

NT-70202・70204・70206



防炎試験番号

E 2210094
リサイクルパウダー入り

PVC+ガラス不織布

梱 包

1ケース

12枚入り（3㎡）

パイル密度

1/10G×12.7ST

サイズ

25cm×100cm

パイル長全 厚

7.5mm

施 工パイル組成

原着ナイロン
（6.6ナイロン）100%

1KV以下
（JIS L 4406 23℃25％RH

 合成ゴム底） 

バッキング 接着剤 制電性

MADE IN JAPAN

18

W
O

O
D

Y PLA
N

K

5.0～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

N
T-700H

 PLA
N
K

O
TH
ER

標準価格（税別） 

ウッディプランク

7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

100cm
25

cm

NT-70201 NEW NT-70202

NT-70203 NEW NT-70204

NT-70205 NEW

NEW

NEW

NEWNT-70206

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。

ベンリダイン
GTS・NTR

※詳しくはP.139をご覧ください。

見本帳 ▶ BOX 2

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。)
※P.142の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

学校用カーペット
文教施設協会
推奨品

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ
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NT-70201 NT-70202

NT-70203 NT-70204
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W
O

O
D

Y PLA
N

K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-70205 NT-70206

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-70301・70302

NT-7030H シェイププランク

SHAPE
PLANK

方向性が無い曲線的なニュアンス柄と直線的なブロック柄

との間に生み出されたモルタルテイスト。矩形のサイズを

活かし点・線・面とさまざまなテクスチャーを重ねたデザイン。
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SH
A

PE PLA
N

K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

標準価格（税別） 

シェイププランク

7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

100cm
25

cm

NT-70301 NEW NT-70302 NEW

NT-70303 NEW NT-70304 NEW

防炎試験番号

E 2210117

梱 包

1ケース

12枚入り（3㎡）

パイル密度

1/10G×11.9ST

サイズ

25cm×100cm

パイル長全 厚

8.0mm

施 工パイル組成

リサイクル
原着ナイロン100%

1KV以下
（JIS L 4406 23℃25％RH

 合成ゴム底） 

バッキング 接着剤 制電性

MADE IN JAPAN

5.5～2.5mm
ループ

リサイクルパウダー入り

PVC+ガラス不織布

N
T-700H

 PLA
N
K

ベンリダイン
GTS・NTR

※詳しくはP.139をご覧ください。

見本帳 ▶ BOX 3

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。)
※P.142の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

学校用カーペット
文教施設協会
推奨品

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。
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NT-70301 NT-70302

NT-70303 NT-70304
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SH
A

PE PLA
N

K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-7040H オブリークライトプランク

OBLIQUE
LIGHT PLANK

NT-70401

かすれたタッチで大胆に描いた斜めラインが特徴の商品。

ブラウンをベースにしてブルーとグリーンの差し色をアクセント

にいれています。２つの配色を組み合わせても楽しめます。
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O
BLIQ

U
E LIG

H
T PLA

N
K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

標準価格（税別） 

オブリークライトプランク

7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

100cm
25

cm

NT-70401 NEW NT-70402 NEW

防炎試験番号

E 2210095
リサイクルパウダー入り

PVC+ガラス不織布

梱 包

1ケース

12枚入り（3㎡）

パイル密度

1/10G×10.0ST

サイズ

25cm×100cm

パイル長全 厚

7.0mm

施 工パイル組成

原着ナイロン
（6.6ナイロン）100%

1KV以下
（JIS L 4406 23℃25％RH

 合成ゴム底） 

バッキング 接着剤 制電性

MADE IN JAPAN

4.5～2.0mm
ループ

N
T-700H

 PLA
N
K

ベンリダイン
GTS・NTR

※詳しくはP.139をご覧ください。

見本帳 ▶ BOX 3

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。)
※P.142の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

学校用カーペット
文教施設協会
推奨品

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。
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NT-70401 NT-70402
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O
BLIQ

U
E LIG

H
T PLA

N
K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-8001・8103

NT-8000H シャンブレー・プランク/ NT-8100H シャンブレー・アクセントプランク

CHAMBRAY
PLANK

タイルの左右に明度差をつけ、プランクならではのシャープ

な表情が特徴のデザインです。シャンブレーアクセントプランク

やシャンブレースクエアと組み合わせることで、バリエーション

豊かなパターンで空間を彩ります。



防炎試験番号

リサイクルPVC+

ガラス不織布

梱 包

1ケース

  16枚入り（4㎡）

パイル密度

1/12G×11.2ST

サイズ

25cm×100cm

パイル長全 厚

7.0mm

施 工パイル組成

原着ナイロン
（6ナイロン）100％

1KV以下
（JIS L 4406 23℃25％RH

 合成ゴム底） 

バッキング 接着剤 制電性

MADE IN CHINA

30

C
H

A
M

BRA
Y PLA

N
K / C

H
A

M
BRA

Y A
C

C
EN

T PLA
N

K

4.5～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

標準価格（税別） 

シャンブレー・プランク / シャンブレー・アクセントプランク

7,600円/㎡　1,900円/枚（枚売可）

100cm
25

cm

NT-8001 （NT-841Hと類似色） NT-8004（NT-846Hと類似色）

NT-8005（NT-84011と類似色） NEW NT-8006（NT-842Hと類似色） NEW

NT-8104（ベース部分：NT-841Hと類似色）

NT-8105（ベース部分：NT-841Hと類似色） NEW

NEW

シャンブレー・プランク

シャンブレー・アクセントプランク
100cm

25
cm

NT-8103（ベース部分：NT-841Hと類似色） NEW

シャンブレー・プランク
E 1180093
シャンブレー・
アクセントプランク
E 1180094

N
T-700H

 PLA
N
K

ベンリダイン
GTS・NTR

※詳しくはP.139をご覧ください。

見本帳 ▶ BOX 4

※大柄を25cm×100cmに裁断していますので、タイル毎に柄が異なります。（特定の柄は指定できません。)
※P.142の「選択・施工上のご注意」を必ずご参照ください。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がありますので、必ず現品をご確認ください。

学校用カーペット
文教施設協会
推奨品

エコマーク認定商品
株式会社サンゲツ

※貼り方により仕上がりの印象が大きく変わることがあります。
※製法上柄はつながりません。



シャンブレー・プランク

NT-8001 NT-8004

NT-8005 NT-8006

31



シャンブレー・アクセントプランク

32

C
H

A
M

BRA
Y PLA

N
K / C

H
A

M
BRA

Y A
C

C
EN

T PLA
N

K

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-8104

NT-8105

NT-8103

N
T-700H

 PLA
N
K
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