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NT-771P（流し貼り）

NT-770P アルモニーII
ARMONY II ランダムなストライプが空間にメリハリとアクセントを与え

ます。新たにミドルグレー、ライトベージュ、ブラウンを加え

ました。



防炎試験番号

E 2150153

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×10.6ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

6.5mm

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

112

4.0～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-774P NT-77005 NT-773P

NT-77006 NT-772P

NEW

NEW NT-77007 NEW NT-771P

A
RM

O
N

Y II

50cm
50

cm

標準価格（税別） 

アルモニーII

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可）

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 14

※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



113

NT-774P NT-77005

NT-773P NT-77006
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NT-772P NT-77007

NT-771P

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

A
RM

O
N

Y II

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-891P・89005（流し貼り）

NT-890P ヘリンツイード

HERRING
TWEED

パイルの粒感を大きくすることで際立つ凹凸による陰影。

ヘリンボーン柄が立体的に立ち上がり高級感が漂います。

新色にブルーとグリーンを加えました。



防炎試験番号

E 2180103

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×9.6ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

6.5mm

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
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4.0～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-891P NT-892P NT-893P

NT-89004 NT-89005NEW NEW

H
ERRIN

G
 TW

EED

50cm
50

cm

標準価格（税別） 

ヘリンツイード

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可）

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 14

※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」「保管上のご注意」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-891P NT-892P

NT-893P NT-89004
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NT-89005

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

H
ERRIN

G
 TW

EED

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-783P・786P（流し貼り）

一見無地柄に見える細かなピッチのストライプが特徴のデザイン。

ミックス感のある糸を使用し、柄に奥行きを与えます。GENTLE II
NT-780P ジェントルII



防炎試験番号

E 2150128

梱 包

1ケース

  20枚入り（5㎡）

パイル密度

1/10G×11.5ST

サイズ

50cm×50cm

パイル長全 厚

6.3mm

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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3.7～2.7mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

NT-783P NT-78008 NT-786P

NT-781P NT-782P

NEW

NT-787P NEWNT-78009

NT-785P

標準価格（税別） 

ジェントルII

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可） 見本帳 ▶ BOX 14

50cm
50

cm

G
EN

TLE II

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。

※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-783P NT-78008

NT-786P NT-785P
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NT-781P

NT-78009

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

G
EN

TLE II

NT-782P

NT-787P

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-71105・71113・71114（流し貼り）

NT-7110P D-eco ミックスプレーン
MIX PLAIN 無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある

粒感を表現した柄。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き

立てます。
double eco



NT-700 A4冊子 W400（200）×H285mm（24-ミックスプレーン）6/4
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NT-71105・71113・71114（流し貼り）

防炎試験番号

E 2210093

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

6.5mm

施 工パイル組成

リサイクル原着ナイロン74%

原着ナイロン26％

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

124

4.5～2.5mm
ループ

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

M
IX PLA

IN

NT-7110P D-eco ミックスプレーン
MIX PLAIN

標準価格（税別） 

ミックスプレーン

7,400円/㎡　1,850円/枚（枚売可） 見本帳 ▶ BOX 15-16

NT-71101 NT-71102 NT-71104NT-71103

NT-71105 NT-71106 NT-71107

NT-71108 NT-71109 NT-71111NT-71110

NT-71112 NT-71113 NT-71115 NT-71116NT-71114

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEW

NEW NEWNEWNEWNEW

50cm
50

cm

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。

無地のようで無地ではない。どんな空間にも馴染む深みある

粒感を表現した柄。温かみのある凹凸が繊細に空間を引き

立てます。

%

再生材比率

45
%

CO2削減率

53
%

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

※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。

※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。

double eco
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NT-71101 NT-71102

NT-71103 NT-71104
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NT-71105 NT-71106

NT-71107 NT-71108

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

M
IX PLA

IN

N
T-700H

 PLA
N
K
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NT-71109 NT-71110

NT-71111 NT-71112
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NT-71113 NT-71114

NT-71115 NT-71116

¥7,600/㎡
¥7,400/㎡

N
T-700P

N
T-700

N
T-700H

O
TH
ER

M
IX PLA

IN

N
T-700H

 PLA
N
K
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