




日本の伝統工芸の技と美意識を取り入れた

商品や、世界の流行を牽引するグローバル

ブランド、そして多彩なマテリアルを使用し

たアイテムなど、こだわりの空間を演出す

る 壁 装 材を厳 選 。新しい 発 想 が 生み 出す

クリエイティビティと素材の特性を活かした

商品を多数収録しています。新鮮な発見と

ワンランク上のインテリア空間を創造する、

最新のコレクションをご提案いたします。

■ 品番表記について
　品番のアルファベット表記によって販売掛率が異なります。 

SGA○○○○ → 一般掛率品　

SGB○○○○ → 特殊掛率品

SGC○○○○ → 特殊掛率品 （WILL WOOD®）

■ 防火性能について
　商品ごとに防火性能を表示しています。

不燃石膏ボード（厚さ12mm以上）および不燃材料に施工した
場合、不燃認定となる商品です。

不燃

不燃石膏ボードを除く不燃材料に施工した場合、不燃認定と
なる商品です。

不燃

準不燃材料に施工した場合、準不燃認定となる商品です。準不燃



働きがいも経済成長も 住み続けられるまちづくりを

XSELECT2021-2024の「SHITSURAHI」

シリーズは和紙、織物、箔といった日本古来の

伝統工芸技術を踏襲した壁紙コレクションで

す。私たちはこれらの商品の企画・販売活動を

通じ、地産品の普及や伝統工芸の継承による

産業活性化促進に貢献します。

リサイクル糸やオーガニックコットンを使用し

た織物壁紙や間伐材を用いた天然木突板壁

紙「WILL WOOD®」といった、より環境に配慮

したサステイナブルな商材の企画・販売を通じ、

持続可能な循環型社会の実現に貢献します。

XSELECT2021- 2024の現品貼りの見本

帳では、誌面レイアウトに工夫をして、紙のリ

サイクルをしやすい見本帳構成としました。

また、名古屋本社には、新たに見本帳リサイク

ルセンターを設置。サンゲツは発刊する見本

帳のリサイクル促進を通じて、サステイナブル

なまちづくりにも貢献していきます。

陸の豊かさも守ろう

▲ 見本帳リサイクルセンターで現品サンプルを剥がしている様子

■ 具体的な取り組み

SDGsとは、持続可能な世界の実現に向け
国連が定めた2030年までの国際的な目標です。

サンゲツは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

和紙や織物壁紙など、素材系壁紙
の企画・販売を通じ、地産品への貢
献や日本古来の伝統工芸の継承に
よる産業活性化促進に貢献します。

働きがいも経済成長も

見本帳廃棄時の分別を考慮した誌面
レイアウト作りや、見本帳の代用とな
る写真カタログを新たに作成し改廃時
の見本帳廃棄量の削減を推進します。

住み続けられるまちづくりを

リサイクル材の利用や最新の印刷、
加工技術を用いたサステイナブル
な商品開発に取り組んでいます。

陸の豊かさも守ろう



ご自宅でも外出先でも！WEBコンテンツを豊富に拡充しました

各地の生産工場を取材した記事や、掲載商品

の製造工程をおさめた動画など、本カタログ

では伝えきれないXSELECTの魅力を特設サ

イトならではのコンテンツで紹介しています。

XSELECT特設サイトでは商品の魅力を
より詳しくご紹介！

請求履歴や問い合わせナンバー※を確認できる。

廃番商品や該当のない品番がその場でわかる。 お届け先情報入力が不要。

見本帳も請求できる。

過去に請求した内容や、発送便、問い合わせナンバーも確認できます。
※ 発送便や問い合わせナンバーは、路線便および日本郵便ゆうパケットのものに限ります。 ※ 請求期間が終了した見本帳はデジタルカタログにてご確認いただき、カットサンプルをご請求ください。

品番入力時に廃番商品や品番間違いなどがご確認いただけます。

各種見本帳をご請求いただけます。

送付先の住所入力が不要になるほか、新規お届け先情報も登録することができます。

サンプルは早くて便利なWEBオンライン請求！

日本で受け継がれる職人の技術や精神、そして和洋に囚われず時代に合わせて進化する感性をテーマとした「SHITSURAHI」。匠

の手仕事と空間作りの研鑽によって、奥行きある美しい佇まいを表現した世界に誇るコレクションです。そんな「SHITSURAHI」を

支えているのが、日本建築の歴史とともに歩んできた素材の数々。和紙、箔、織、紙布、土、木、それらすべてに大切に伝えられてきた

伝統と職人の想い、そして今なお発展している物語があるのです。

室礼～SHITSURAHI～
日本古来の技術と素材で現在の暮らしを豊かにする

サンゲツは江戸時代に山月堂として、自然の素材を用いる襖職

人からスタートいたしました。そして戦後、壁紙を扱い始めてか

らも、織物、和紙、紙布など古来より日本人を見守ってきた素材

を研究し、仕入先である協力メーカー共に開発を進めてきまし

た。つまりサンゲツが日本の伝統美を代表するこれら商材を開

発、販売してきたのは創業から続く精神であり、サンゲツの長い

歴史の中で自然と受け継がれてきたものなのです。さらにSHIT-

SURAHIは、日本の伝統工芸に独自の感性で価値を付加して、

西洋・東洋に捕らわれる事なく空間デザインの可能性を広げて

きたコレクションです。インテリア業界が和紙や箔、織といった日

本古来の素材・技術・意匠に目を向ける事により、これら伝統技

術が将来に渡り継承されていく事を願います。

のTOPへ

室礼

“ 日本の伝統美への着目は創業から続くサンゲツの心 ”

sange株式会社サンゲツ 
インテリア事業本部 壁装事業部 商品開発課
行田健二

SHITSURAHIというコレクションを生み出した拝見には、日本

の伝統技術や物作りへのこだわりをユーザーに届けること、また

和紙や織物など素材系壁紙の企画・販売を通じて、古来より続く

伝統工芸の継承による産業活性化促進、さらに地産品の活性に

貢献することがありました。日本だけでなく世界的にも「自然素

材」「人の手が加わる温もり」「古きよきもののリメイク」などに価

値を感じる層が増えています。大量生産で安価な商品が主流と

なる一方で、確実にこれらの意識を持つ人は今後も増え続ける

でしょう。そしてコロナの影響で、家での時間を快適に過ごした

いというニーズも高まっています。SHITSURAHIの壁紙に宿る

温かさ、天然素材ならではの通気性や消臭効果、そんな快適さ

も未来の物作りに欠かせない要素だと感じています。

“ SHITSURAHIの精神は未来の物作りに欠かせない ”

株式会社サンゲツ 
インテリア事業本部 壁装事業部 商品開発課
吉田かおり

室礼とは 箔 織 紙布 土 木 施工例和紙

3月撮影予定

3月撮影予定

SGB2031

ジョイント

90cm
60cm

SGB2032

ジョイント

90cm

60cm

▲ SGB2031 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2032 NEW

枚売特殊掛率品

乾燥の工程で水分が蒸発すると、落水による美しい紋様がより鮮明

になります。自然の力と人の手によって作り出される立体的なデザイ

ンが印象的で、空間にやわらかさとぬくもりを与えます。

和紙を漉いている最中に水滴を落とし、紋様を作っていく落水と

いう技術。地下水によって描かれる紋様から自然の情緒を感じら

れるのが魅力。この和紙作りはすべての工程が手作業で行われ

るため、一枚ごとに異なる表情が見られます。

自然の美しさを感じる
繊細で立体的なデザイン

※手加工和紙は１枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細はP.216〜223の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

不燃

16,000 円 /枚　SS29,630 円 /㎡　　
【1枚のサイズ】t 60cm y 90cm
（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙
made in 福井 / 越前和紙

※準不燃・難燃の認定は取得して
　おりません。
※下地が透けやすい商品のため、
　カラーシーラーをご使用ください。

カスタムオーダー

不燃

16,000 円 /枚　SS29,630 円 /㎡　　
【1枚のサイズ】t 60cm y 90cm
（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙
made in 福井 / 越前和紙

※準不燃・難燃の認定は取得して
　おりません。

カスタムオーダー

商品ストーリーは
webサイトへ

SGB2032 （化粧断ち ・ 重ね貼り） 

不燃

特殊掛率品

和紙職人の手仕事

20

和
紙

手
漉
き

手
加
工

（ XSELECT SHITSURAHI  特設サイト）

特設サイトはこちらから
ご覧ください

WEBオンライン請求の便利なポイント

実際のカタログと同じ内容をパソコンやタブレット、

スマートフォンでご覧いただけます。

テレワークや外出先でも便利な
デジタルカタログ！

◦　施工例写真や各種商品情報を手軽に検索いただけます。

◦　商品画像や施工例写真をダウンロードすることができます。

◦　画面上からスムーズにサンプルをご請求いただけます。

◦　デジタルカタログのPDFデータをお使いのパソコンやタ
ブレット端末にダウンロードして保存しておけば、オフライ
ンの状態でも自由にカタログを閲覧できます。

デジタルカタログはこちら
からご覧ください

デジタルカタログの便利な機能

POINT

1

POINT

3

POINT

2



SGB2001~SGA2555

15

17

45

59

89

99

111

［ SHITSURAHI ］

和紙
●手漉き・手加工和紙　

●カスタムオーダー

●機械漉き和紙

箔
●手加工箔　

●機械刷り箔

織
●サラットクリーン織物壁紙（撥水）　

●不燃認定織物壁紙

●美術館・博物館仕様 織物壁紙

紙布
●紙布壁紙　

土
●珪藻土・じゅらく

木
●WILL WOOD®天然木突板壁紙

3

5

9

13

K-1

［ カゲトヒカリ ］

しゃらしゃら

もわもわ

つぶつぶ

CARPET TILE LINEUP

1954年生。1990年、隈研吾建築都市設計事務所

設立。慶應義塾大学教授、東京大学教授を経て、現

在、東京大学特別教授・名誉教授。国内外で多数の

プロジェクトが進行中。国立競技場の設計にも携わっ

た。主な著書に『点・線・面』（岩波書店）、『ひとの住

処』（新潮新書）、『負ける建築』（岩波書店）、『自然な

建築』、『小さな建築』（岩波新書）、他多数。

カゲトヒカリは、国際的に権威のある
デザイン賞「iF デザインアワード 2022」
を受賞しました。

Designed by 

KENGO KUMA

Photo (c) J.C. Carbonne
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117

121

125

129

135

139

143

147

157

163

165

165

167

177

［ Brand Selection ］

MISSONI HOME

AUTOMOBILI LAMBORGHINI

ARMANI / CASA

JV

ARTE

P&W

ÉLITIS

Eijf�nger

prestigious tex tiles

ZOFFANY

Sanderson

EDA

Color Selection

179

181

201

203

204

［ Design Selection ］

パターン

ファー

グリッター

メタリック

207

207

211

212

212

G -1

213

215

［ 特定用途向け壁装材 ］

HIGH GRAFICA デジタルプリント

ファブリックウォール

アクセントパネル

パネルアート

GARZAS 大版セラミック　スラブ

モールド

スマートジョイナー

216

223

225

231

249

選択・施工上の注意

壁紙のメンテナンス

シックハウス・防火種別について

価格表・対照表

WALLCOVERING & CURTAIN

コーディネート集
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どこまでも深みが続くように
幾重にもかさなった線が風になびくと鳴る「しゃらしゃら」という音。

「線」に生じる「カゲ」が織り成す奥行き感を表現しました。

SGB2001～2003の壁紙は、和紙を漉く過程で楮繊維をそのまま利用し、線の重なりを形にしました。

職人が糸を交差に置き、上に繊細な生地を被せながら固定していく手間暇をかけた

SGB2004～2005の壁紙は、手加工ならではの粗密や歪みの不安定さを「味」や「温かみ」として

表現した織物壁紙です。また、SGB2006～2009の壁紙はアルミ紙に和紙を貼り合わせ

和紙素材を強調しながらも斜めに流れる線を印刷し、奥行きを出しています。

SHARA  SHARA

しゃらしゃら
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SGB2001

SGB2002

SGB2003

▲ SGB2001 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2002 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2003 NEW

枚売特殊掛率品

18,000円/枚　SS50,000円/㎡　【1枚のサイズ】t 60cm y 60cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 福井 / 越前和紙
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。
※下地が透けやすい商品のため、カラーシーラーをご使用ください。

カスタムオーダー

18,000円/枚　SS50,000円/㎡　【1枚のサイズ】t 60cm y 60cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 福井 / 越前和紙
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。

カスタムオーダー

18,000円/枚　SS50,000円/㎡　【1枚のサイズ】t 60cm y 60cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 福井 / 越前和紙
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※楮繊維のパターンは同一ですので、市松貼り施工をおすすめします。

カスタムオーダー

※手加工和紙は１枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216〜223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

ジョイント

ジョイント

ジョイント

WALLCOVERINGS

（実物大）

60cm

60cm

60cm

60cm
60cm

60cm

カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33〜34 をご覧ください。カスタムオーダー

SGB2003 （くいさき残し ・ 重ね貼り）　床 KAG-202-T
「クマヒダ KUMAHIDA」アームチェア（板座） / デザイン：隈 研吾 / 飛驒産業

P.5　SGB2002 （くいさき残し ・ 重ね貼り）　床 KAG-201-T

しゃらしゃら

不燃

特殊掛率品

し
ゃ
ら
し
ゃ
ら
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SGB2004

SGB2005

▲ SGB2004 NEW

本売特殊掛率品

▲ SGB2005 NEW

本売特殊掛率品

▲ SGB2006 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2007 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2008 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2009 NEW 特殊掛率品

44,000 円 /本　SS16,300 円 /㎡　　
巾 90cm×3m巻
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※手加工品のため、生地のヨレなどが生じる場合が
　あります。　またジョイントは合いませんので、
　あらかじめご了承ください。

44,000 円 /本　SS16,300 円 /㎡　　
巾 90cm×3m巻
防火種別 1-1　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※手加工品のため、生地のヨレなどが生じる場合が
　あります。　またジョイントは合いませんので、
　あらかじめご了承ください。

2,800 円 /m　D3,050 円 /㎡　巾 92cm t 53.5cm y 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※詳細は P.216〜223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

WALLCOVERINGS

ジョイント

300cm

巾なり 90cm

ジョイント

巾なり 90cm

300cm

（実物大）

P.7　SGB2005　床 KAG-203-T

SGB2006

しゃらしゃら

不燃

特殊掛率品

し
ゃ
ら
し
ゃ
ら
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揺らぎの連続が移ろいゆく
「ヒカリ」の中に現れる「もわもわ」とした有機的な「カゲ」の形。

ゆっくりと流れる時間の移ろいと空気感を感覚的に表現しました。

SGB2010～2011の壁紙は、織物の撚れや不安定な素材の特徴を、あえて意匠に利用しました。

ベースにアルミ紙を置き、繊維の撚れをより強調し、奥行きのある光沢感をつくり出すことで

角度によって異なるムラが現れるのが大きな特徴です。

SGB2012～2017の壁紙は、紙糸（横糸）による自然なバラツキや不安定さが粗密となり

引いて見ると大きなムラとなるように面が揺れ動く様を表現しています。

MOWA  MOWA

もわもわ

9



SGB2010

SGB2011

▲ SGB2010 NEW

本売特殊掛率品

▲ SGB2011 NEW

本売特殊掛率品

34,000 円 /本　SS12,320 円 /㎡
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-2　繊維系壁紙　made in 京都

※手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密や
　テクスチャーに違いがあります。 またジョイント
　は合いませんので、あらかじめご了承ください。

※手加工品のため、1本毎にプリーツの粗密や
　テクスチャーに違いがあります。 またジョイント
　は合いませんので、あらかじめご了承ください。

不燃 準不燃

34,000 円 /本　SS12,320 円 /㎡
巾 92cm×3m巻
防火種別 1-2　繊維系壁紙　made in 京都
不燃 準不燃

※詳細は P.216〜223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

WALLCOVERINGS

ジョイント

ジョイント

巾なり 92cm

巾なり 92cm

300cm
300cm

（実物大）

P.9　SGB2010 ・ 2011 ・ 2012　床 KAG-402-T

SGB2010　床 KAG-405-T
GC チェア / デザイン：隈 研吾 / TIME & STYLE　https://www.timeandstyle.com

もわもわ

特殊掛率品

も
わ
も
わ
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▲ SGB2012 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2013 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2014 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2015 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2016 NEW

特殊掛率品

▲ SGB2017 NEW

特殊掛率品

2,800 円 /m　D3,050 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　繊維系壁紙　made in 京都

不燃

※天然素材のため色や風合いは均一ではありません。またジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。
※詳細は P.216〜223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

SGB2012 SGB2016

SGB2013 SGB2017

SGB2014

SGB2015

WALLCOVERINGS

30cm 30cm

30cm 30cm

30cm

30cm

（実物大）

SGB2013

P.11　SGB2015　床 KAG-403-T

もわもわ

不燃

特殊掛率品

も
わ
も
わ
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屹立する粒たちの表現力
「カゲ」の中の「点」や「粒」。その不均一さや凹凸感のバランスを追求することで、

「カゲ」が本来生み出している力強さや温かみを表現しました。

SGB2018～2020の壁紙は、より和空間にあう商品を目指し

職人による不規則な凹凸と塗りムラを活かした手塗りを行い、陶器のように仕上げました。

また、SGB2021～2024の壁紙は、和紙繊維と同比重の粒子を混入することで

立体感のある和紙素材の表情をつくり出しています。

TUBU  TUBU

つぶつぶ
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不燃

特殊掛率品

SGB2018

SGB2019

▲ SGB2018 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2019 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2020 NEW

枚売特殊掛率品

▲ SGB2021 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2022 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2023 NEW 特殊掛率品

▲ SGB2024 NEW 特殊掛率品

9,200 円 /枚　SS15,300 円 /㎡　【1枚のサイズ】t 64cm y 94cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 埼玉
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は１枚毎に色や風合いが異なります。 ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

カスタムオーダー

9,200 円 /枚　SS15,300 円 /㎡　【1枚のサイズ】t 64cm y 94cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 埼玉
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は１枚毎に色や風合いが異なります。 ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

カスタムオーダー

9,200 円 /枚　SS15,300 円 /㎡　【1枚のサイズ】t 64cm y 94cm（端部：くいさき残し）
防火種別 6-1　紙系壁紙　made in 埼玉
不燃

※準不燃・難燃の認定は取得しておりません。
※手加工和紙は１枚毎に色や風合いが異なります。ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

カスタムオーダー

※詳細は P.216〜223 の「選択・施工上の注意」をご覧ください。

2,200 円 /m　C2,400 円 /㎡　巾 92cm
防火種別 1-6　紙系壁紙　made in 徳島 / 阿波和紙
不燃

※漉き込まれた表面の粒が剥がれ落ちる場合があります。
※天然素材のため、ジョイントは合いませんので、あらかじめご了承ください。

ジョイント

ジョイント

ジョイント

94cm

94cm

94cm

64cm
64cm

64cm

SGB2020

WALLCOVERINGS

（実物大）

カラーやサイズのカスタマイズが可能です。詳細は P.33〜34 をご覧ください。カスタムオーダー

P.13　SGB2018（くいさき残し ・ 重ね貼り）　床 KAG-603-T

SGB2022

つ
ぶ
つ
ぶ
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カゲトヒカリ

しゃらしゃら

もわもわ

つぶつぶ

CARPET TILE LINEUP

KAG-201-T 〜 KAG-207-T

KAG-401-T 〜 KAG-407-T

KAG-601-T 〜 KAG-607-T

標準価格（税別）18,000円/㎡　【4,500円/枚（枚売可）】

標準価格（税別）18,000円/㎡　【4,500円/枚（枚売可）】

標準価格（税別）18,000円/㎡　【4,500円/枚（枚売可）】

組成　パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）62.4％
　　　スペースダイ37.6%　バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　パイル長：8.0〜3.0mmカット＆ループ（全厚9.3mm）
　　　パイル密度：1/10G×10.5ST　サイズ：50cm×50cm

性能　防炎試験番号：E 2200422　制電性：1KV以下
　　　（JIS L 4406 23℃25％RH 合成ゴム底）

梱包　1ケース：16枚入り（4㎡）

機能　

接着剤　ベンリダインGTS・NTR

施工

組成　パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）68.7％
　　　スペースダイ31.3%　バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　パイル長：8.0〜3.0mmカット&ループ（全厚9.3mm）
　　　パイル密度：1/10G×10.5ST　サイズ：25cm×100cm

性能　防炎試験番号：E 2200420　制電性：1KV以下
　　　（JIS L 4406 23℃25％RH 合成ゴム底）

梱包　1ケース：12枚入り（3㎡）

機能　

接着剤　ベンリダインGTS・NTR

施工

組成　パイル：原着ナイロン（6.6ナイロン）74.1％
　　　スペースダイ25.9%　バッキング：PVC+ガラス不織布

規格　パイル長：8.0〜3.0mmカット＆ループ（全厚9.3mm）
　　　パイル密度：1/10G×10.5ST　サイズ：50cm×50cm

性能　防炎試験番号：E 2200421　制電性：1KV以下
　　　（JIS L 4406 23℃25％RH 合成ゴム底）

梱包　1ケース：16枚入り（4㎡）

機能　

接着剤　ベンリダインGTS・NTR

施工

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※製法上柄はつながりません。
※貼り方により印象が大きく変わることがあります。
※カット部分はパイルの方向や傾斜により色差が生じます。

※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。

※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。

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

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

MADE IN JAPAN

50cm

25cm

50cm

50cm
50cm

100cm

▲ KAG-401-T

▲ KAG-601-T

▲ KAG-604-T ▲ KAG-605-T ▲ KAG-606-T ▲ KAG-607-T

▲ KAG-602-T ▲ KAG-603-T

▲ KAG-201-T

▲ KAG-204-T ▲ KAG-205-T ▲ KAG-206-T ▲ KAG-207-T

▲ KAG-202-T ▲ KAG-203-T

▲ KAG-402-T ▲ KAG-403-T ▲ KAG-404-T ▲ KAG-405-T ▲ KAG-406-T ▲ KAG-407-T
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CARPET TILE

KAG-201-T

KAG-402-T

KAG-602-T
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