
NT-700P
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NT-70801・70802・70803（流し貼り）

NT-7080P D-eco シフォンプレーン

CHIFFON
PLAIN

柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもり

を表現したデザインです。配色は複雑に色が混ざり合い、

北欧を感じさせます。

double eco



NT-700 A4冊子 W400（200）×H285mm（17-シフォンプレーン）6/4
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NT-70801・70802・70803（流し貼り）

防炎試験番号

E 2210110

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×9.8ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

6.8mm

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
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4.8～2.5m
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-70801 NT-70802 NT-70803

C
H

IFFO
N

 PLA
IN

NT-7080P D-eco シフォンプレーン

CHIFFON
PLAIN

標準価格（税別） 

シフォンプレーン

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可） 見本帳 ▶ BOX 12

NEW NEW NEW

50cm
50

cm

リサイクルPVC+

ガラス不織布

ベンリダイン
GTS・NTR

※詳しくはP.139をご覧ください。

N
T-700H

 PLA
N
K

柔らかい布から漏れる光のような繊細さ、柔らかさ、ぬくもり

を表現したデザインです。配色は複雑に色が混ざり合い、

北欧を感じさせます。

※大柄を50cm角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。 %

再生材比率

48
%

CO2削減率

62
%

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

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。　
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。　
※製法上柄はつながりません。

流し貼り 市松貼り

double eco
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NT-70801 NT-70802

NT-70803
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¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

C
H

IFFO
N

 PLA
IN

N
T-700H

 PLA
N
K



99

NT-70901・70902（流し貼り）

CRAFT
PLAIN
NT-7090P クラフトプレーン

落ち着いた美しさを持つ岩肌のような質感。

艶やかな光沢感と、陰影ある凹凸感が、空間を上品に彩ります。

ブラックとブラウンはグロスとマット、2つの表情を展開。



防炎試験番号

E 2210096

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×13.1ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

6.5mm

施 工パイル組成

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

100

4.0～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

C
RA

FT PLA
IN

標準価格（税別） 

クラフトプレーン

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可）

NT-70901（グロス） NT-70902（マット） NT-70903（グロス）

NT-70905 NT-70906

NT-70904（マット）NEW NEWNEWNEW

NEWNEW

50cm
50

cm

原着ナイロン
（6.6ナイロン）100％

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 12

※大柄を50cm角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

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。　
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。　
※製法上柄はつながりません。

流し貼り 市松貼り
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NT-70901（グロス） NT-70902（マット）

NT-70903（グロス） NT-70904（マット）
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NT-70905 NT-70906

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

C
RA

FT PLA
IN

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-71001・71003（流し貼り）

SHAPE
PLAIN
NT-7100P D-eco シェイププレーン

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。シェイププランク（P.21）の

4配色と配色を合わせている為、組み合わせてもお使いいた

だけます。

double eco



NT-700 A4冊子 W400（200）×H285mm（19-シェイププレーン）6/4
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NT-71001・71003（流し貼り）

防炎試験番号

E 2210111

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×11.6ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

7.5mm

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
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5.5～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

SH
A

PE PLA
IN

NT-71001 NT-71002 NT-71003

NT-71004 NT-71005

NEWNEWNEW

NEWNEW

50cm
50

cm

NT-71006 NEW

標準価格（税別） 

シェイププレーン

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可） 見本帳 ▶ BOX 13

リサイクル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。

SHAPE
PLAIN
NT-7100P D-eco シェイププレーン

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。シェイププランク（P.21）の

4配色と配色を合わせている為、組み合わせてもお使いいた

だけます。

※大柄を50cm角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。 %

再生材比率

47
%

CO2削減率

62
%

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

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。　
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。　
※製法上柄はつながりません。

流し貼り 市松貼り

double eco
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NT-71001 NT-71002

NT-71003 NT-71004
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NT-71005 NT-71006

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

SH
A

PE PLA
IN

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-901P（流し貼り）

GRID FILTER
NT-900P グリッドフィルター

ランダムな縦横柄に線の密度をコントロール。そこへ緩や

かな色でグラデーションをかけました。１枚ごとに異なる

デザインが空間にリズムを生み出します。



防炎試験番号

E 2180104

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×10.3ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

7.3mm

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
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4.8～2.8mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

G
RID

 FILTER

NT-901P NT-902P NT-90005

NT-90006 NT-90007

NEW

NEWNEW NT-90008 NEW

NT-903P

NT-904P

50cm
50

cm

標準価格（税別） 

グリッドフィルター

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可） 見本帳 ▶ BOX 13

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。

※グラデーションがあるデザインの商品です。
※大柄を50cm角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

※流し貼り、市松貼りどちらでもご使用いただけます。　
※流し貼りで施工する場合、目地や色差が目立つ場合があります。　
※製法上柄はつながりません。

流し貼り 市松貼り
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NT-901P NT-902P

NT-90005 NT-903P
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NT-90006 NT-90007

NT-90008 NT-904P

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

G
RID

 FILTER

N
T-700H

 PLA
N
K
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