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4 月発売



GX-3914LT アースグリーン
推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3916LT フレッシュブルー
推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3913LT スノーグレー
推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3904LT ウッドブラウン
推奨コーキング色 :ダークアイボリー

FX-791LT クールホワイト
推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3911LT ブラウンベージュ
推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3905LT ブルーブラウン
推奨コーキング色 :ライトグレー

GX-3906LT ペールピンク
推奨コーキング色 :ホワイト

※FX-791LTは3×6、3×8サイズのみの対応となります。

8mm 角タイル柄

［�トレリス�］

アクセント使いに
小さいサイズもご用意

抗菌仕様で
クリーンな空間に

環境にやさしい
フェノールフリー設計

イメージ写真

キッチンパネルに適した3×6・3×8サイズはもちろ
ん、洗面でのアクセント使いやトイレの腰壁にも使
いやすい3×2・3×4サイズもご用意しました。
お使いのスペースに合わせて、パネルサイズをお選
びいただけます。

抗菌性能と安全性を保証するSIAAマークを取
得しています。住宅内装だけでなく、公共施設、
医療・介護施設、育児施設、学校などの多くの方
が利用する場所にもおすすめです。
※4月1日受注分からの対応となりますのでご
了承ください。

フェノールは水生生物への有害性が高い物質
であり、環境への排出により水生生物に悪影響
を及ぼすおそれがあります。パニートRモザイ
コは廃棄時の埋め立て処理等により環境へ排
出されるフェノールをゼロにするため、原材料
にフェノールを一切使用していません。

裏面のQRコードをチェック！！
施工動画、施工例写真、柄の全体写真、インスタグラムなどの
便利なオンラインサービスの情報を裏面に掲載しています。
QRコードよりアクセスしてください。

SIAAマークはISO22196法
により評価された結果に基
づき、抗菌製品技術協議会ガ
イドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示され
ています。

モザイコの製品特性および施工上のご注意

・�製法上、柄とエンボスが完全に一致しないことがあります。

・�製法上、目地柄とカットラインが並行にならないことがあります。

・�施工後の仕上がりによりご満足いただける様、製品をカットする際は、長さ方向、幅方向ともに柄に沿って
カットしてください。詳細については施工説明書をご確認ください。

・�推奨コーキング色とは、モザイコパネル同士の隙間を埋めるためのコーキング剤の色調を指します。

国土交通大臣認定
NM-2808

GX-3308VA ヴァンサンクグレー　　　推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3310VA ヴァンサンクベージュ　　　推奨コーキング色 :ホワイト

GX-3309VA ヴァンサンクブルー　　　推奨コーキング色 :ホワイト

柄とエンボスの凹凸を
同調させることにより、
本物のモザイクタイル
の様な立体感を表現し
ました。

柄同調不燃メラミン化粧板

メラミン不燃板なので
モザイコタイル柄の目
地汚れの心配なし！
キズ・熱・水にも強く、
キッチンや洗面など水
まわりの壁面におすす
めです。

目地汚れの心配なし

大板パネルを接着剤と
両面テープのみで簡単に
施工できます。
古くなったタイルの上
から直貼りもOK！

施工が簡単

25 ｍｍ角タイル柄

［�ヴァンサンク�］

4 月発売

新シリーズ登場！
ヴァンサンク４月発売

イメージ写真



FX-3621G　シャインホワイト
推奨コーキング色 :ホワイト

FX-896G　ミルキーホワイト�
推奨コーキング色 :ホワイト

FX-3583G　セラミックピンク�
推奨コーキング色 :ダークアイボリー

FX-3585G　セラミックグリーン�
推奨コーキング色 :ダークアイボリー

FX-3432G　ポテチーノ�
推奨コーキング色 :ダークアイボリー

FX-3241G　コクーンホワイト�
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-791G　クールホワイト�
推奨コーキング色 :ホワイト

FX-3450G　エスパルスグレー
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-711G　パールグレー�
推奨コーキング色 :ライトグレー

FX-1211G　ビアンコモーブ�
推奨コーキング色 :ホワイト� �3×9

FX-3261G　ヴェネチアンホワイト�
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-3495G　ビアンコクリスタホワイト
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-3420G　マーキュリー
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

国土交通大臣認定NM-2808（3.0mm）NM-4464（2.4mm）

FX-3620G　シャインベージュ
推奨コーキング色 :ライトグレー

FX-3421G　マーキュリーホワイト
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-3491G　ビアンコクリスタパープル
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-3493G　ビアンコクリスタピンク
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

FX-3830TS　スムースチェリー
推奨コーキング色 :ライトブロンズ�

FX-3850TS　ナチュラルウォールナット
推奨コーキング色 :ダークブラウン�

FX-3630G　メテオライト
推奨コーキング色 :ライトグレー

FX-3640G　シルキーライムストーン
推奨コーキング色 :ライトグレー

FX-3650G　ビアンコカラーラ�
推奨コーキング色 :ホワイト�

※ �の表示がある品番は柄に方向性があります。
　�製品をご確認の上ご使用ください。その他の品番は柄
に方向性はありません。

厚さ サイズ 常備
在庫

2.4mm 3×6・3×8 対象8品番 有

3.0mm

3×6・3×8 全23品番 有

3×9
3×9 �の

表示がある品番
有

その他の品番 無

FX-899G　スノーホワイト
推奨コーキング色 :ホワイト� 3×9

価格改定対応品番拡充

※2.4mmタイプの8品番は3.0mmにも対応しております。

2.4mmタイプは、従来の3.0mmタイプよりも
安価・軽量で持ち運びや施工がしやすく、

材料費や人件費などのコストが抑えられます。

価格�約5%�カット 重量�約22%�カット ※2.4mmタイプは3×9サイズには対応しておりません。
※価格表は裏面をご確認ください。

品番 納まり図 設計価格 1本 設計価格 20本 長さ

仕舞い用 JJS□
樹脂ジョイナー

パニートⓇ �ホワイト・ �ベージュ・ �ブラウン 2 �ホワイト・2 �ベージュ・2 �ブラウン

2,730mm

1,500 円 13,000 円（1本あたり 650 円）

平目地用 JJH □

樹脂ジョイナー パニートⓇ �ホワイト・ �ベージュ・ �ブラウン 2 �ホワイト・2 �ベージュ・2 �ブラウン

1,500 円 13,000 円（1本あたり 650 円）

出隅用 JJD□

樹脂ジョイナー
パ
ニ
ー
ト
Ⓡ

�ホワイト・ �ベージュ・ �ブラウン 2 �ホワイト・2 �ベージュ・2 �ブラウン

2,000 円 19,000 円（1本あたり 950 円）

品番 納まり図 設計価格 1本 設計価格 20本 長さ

仕舞い用 JAS□
アルミジョイナー

パニートⓇ �シルバー �ホワイト 2 �シルバー 2 �ホワイト

2,730mm

1,600 円 3,200 円 20,000 円（1本あたり 1,000 円） 40,000 円（1本あたり 2,000 円）

平目地用 JAH□

アルミジョイナー パニートⓇ �シルバー �ホワイト 2 �シルバー 2 �ホワイト

1,600 円 3,200 円 20,000 円（1本あたり 1,000 円） 40,000 円（1本あたり 2,000 円）

出隅用 JAD□

アルミジョイナー

パ
ニ
ー
ト
Ⓡ

�シルバー �ホワイト 2 �シルバー 2 �ホワイト

2,000 円 4,000 円 25,000 円（1本あたり 1,250 円） 50,000 円（1本あたり 2,500 円）

入隅用 JAI□
パニートⓇ �シルバー �ホワイト 2 �シルバー 2 �ホワイト

1,600 円 3,200 円 20,000 円（1本あたり 1,000 円） 40,000 円（1本あたり 2,000 円）

注１）接着剤セットのパネル枚数は、3×８サイズを基準としております。　注２）３×９サイズをご使用の場合、下地に不陸がある場合、タイルの上からドライON工法の場合は、接着剤セットを多めにご使用ください。

装飾部材

施工部材

�ベージュ

�ブラウン

�ホワイト

アルミ製ジョイナー

※��品番の□に該当するカラー記号を入れてご発注ください。
※��ジョイナー20本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。例）JAS�2 （アルミ製仕舞い用シルバー）
※��形状につきましては、最寄りの営業所に確認してください。

※��品番の□に該当するカラー記号を入れてご発注ください。
※��樹脂製のベージュ� B �はFX-3830TS、ブラウン�C �はFX-3850TSの木目2柄の専用ジョイナーとなりますのでご注意ください。
※��ジョイナー 20本のご発注の際には、品番の後「2」を入れ、カラー記号を入れてください。例）JJS�2�W（樹脂製仕舞い用ホワイト）
※��形状につきましては、最寄りの営業所に確認してください。

樹脂製ジョイナー

�シルバー

�ホワイト

品番  TMA(パネル３枚分) 9,000円／箱　  TMB(パネル２枚分) 6,000円／箱　  TMC-□(             ) 10,500円／箱　  TMD-□(             ) 7,500円／箱　 

標
準
セ
ッ
ト
内
容

〈テープ３巻・接着剤３本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
ウレタン樹脂系接着剤�333ml／本
（JIS�A5538　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ２巻・接着剤２本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
ウレタン樹脂系接着剤�333ml／本
（JIS�A5538　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ３巻・接着剤３本・マスキング１巻・コーキング剤１本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
ウレタン樹脂系接着剤�333ml／本
（JIS�A5538　F☆☆☆☆表示品）

コーキング剤　330ml／本
ホワイト　　ダークアイボリー
ライトグレー　　ダークブラウン
ライトブロンズ

〈テープ２巻・接着剤２本・マスキング１巻・コーキング剤１本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
ウレタン樹脂系接着剤�333ml／本
（JIS�A5538　F☆☆☆☆表示品）

コーキング剤　330ml／本
ホワイト　　ダークアイボリー
ライトグレー　　ダークブラウン
ライトブロンズ

品番 �TMYA(パネル３枚分)� 10,500円／箱　 �TMYB(パネル２枚分)� 7,000円／箱　 �TMYC-□(�������������)� 12,000円／箱　 �TMYD-□(�������������)� 8,500円／箱　�

標
準
セ
ッ
ト
内
容

〈テープ３巻・接着剤３本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤�333ml／本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ２巻・接着剤２本〉
アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤�333ml／本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

〈テープ３巻・接着剤３本・マスキング１巻・コーキング剤１本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤�333ml／本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

コーキング剤　330ml／本
ホワイト　　ダークアイボリー
ライトグレー　　ダークブラウン
ライトブロンズ

〈テープ２巻・接着剤２本・マスキング１巻・コーキング剤１本〉

アクリル系粘着剤両面テープ
厚さ1mm×幅20mm×長さ10ｍ／巻
（建築基準法の規制対象外）
1液型エポキシ樹脂系接着剤�333ml／本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）

コーキング剤　330ml／本
ホワイト　　ダークアイボリー
ライトグレー　　ダークブラウン
ライトブロンズ

品番 �BB10(ボンド)� 10本入11,000円／箱　 �BY10(バスルーム用ボンド)� 10本入15,000円／箱　 �BT10(両面テープ)� 10巻入�11,000円／箱　
�BT48(両面テープ)� 48巻入�43,200円／箱　

�BC10□(コーキング剤)�10本入12,500円／箱　�

標
準
セ
ッ
ト
内
容

〈キッチン・サニタリー・トイレ用
接着剤10本入／ケース〉
ウレタン樹脂系接着剤�333ml／本
（JIS�A5538　F☆☆☆☆表示品）
標準施工量3×8サイズ　1／本

〈バスルーム用接着剤
10本入／ケース〉
エポキシ樹脂系接着剤�333ml／本
（JAIA-001454　F☆☆☆☆表示品）
標準施工量3×8サイズ　1／本

〈キッチン・バスルーム共通
コーキング剤10本入／ケース〉
標準可能塗布量　12～15ｍ／本

※□内に該当する色番をご指定ください。
ホワイト　　ダークアイボリー
ライトグレー　　ダークブラウン
ライトブロンズ

〈キッチン・バスルーム共通
テープ10巻入・48巻入／ケース〉
標準施工量3×8サイズ　1／巻

キッチン・サニタリー・トイレ用接着剤セット　※TMC・Dはコーキング剤の色をホワイト���、ダークアイボリー���、ライトグレー���、ダークブラウン���、ライトブロンズ����からお選びください。

バスルーム専用接着剤セット　※バスルームに施工する場合は、必ずバスルーム専用の施工セットをご使用ください。　　※ TMYC・YD はコーキング剤の色をお選びください。

各種接着剤のケース販売　※ BC10 はコーキング剤の色をお選びください。

装飾部材・施工部材のご案内

カラーサンプル（仕舞い用）

カラーサンプル（仕舞い用）

2.4mm タイプは安価・軽量！



製品 モザイコ パニート®2.4mmタイプ パニート®3.0mmタイプ
品番 GX- □□□□ LT/VA FX- □□□□G FX- □□□□ LT FX- □□□□G/TS

厚み 3.0mm(2.85mm± 0.15mm) 2.4mm(2.35mm± 0.15mm) 3.0mm(2.85mm± 0.15mm)

製品サイズ・重量

３×２ 910mm± 2mm× 600mm± 2mm（2.9kg） ー ー

３×４ 910mm± 2mm× 1210mm± 2mm（5.9kg） ー ー

３×６ 910mm± 2mm× 1820mm± 2mm（8.8kg） 910mm± 2mm× 1820mm± 2mm（6.9kg） 910mm± 2mm× 1820mm± 2mm（8.8kg）

３×８ 910mm± 2mm× 2420mm± 2mm（11.7kg） 910mm± 2mm× 2420mm± 2mm（9.2kg） 910mm± 2mm× 2420mm± 2mm（11.7kg）

３×９ ー ー ー 910mm± 2mm× 2720mm± 2mm（13.2kg）

設計価格

３×２ 5,800 円 / 枚 ー ー ー

３×４ 10,800 円 / 枚 ー ー ー

３×６ 16,500 円 / 枚 11,800 円／枚 13,700 円 / 枚 12,400 円 / 枚

３×８ 20,650 円 / 枚 15,700 円／枚 18,200 円 / 枚 16,500 円 / 枚

３×９ ー ー ー 18,600 円 / 枚

標準梱包仕様 段ボール梱包 段ボール梱包 段ボール梱包

梱包入数 1枚または 2枚 1枚または 2枚
3 × 6、3 × 8とも 1枚または 2枚

ー 3 × 9は 1枚

※�ご注文の際には、製品の品番（GX-□□□□LT・VA/FX-□□□□G・TS・LT）と、厚み（3.0ｍｍ、2.4ｍｍ）、サイズ（３×２、３×４、３×６、３×８、３×９）と枚数を指定してご発注ください。
　（品種GXは３×２、３×４、３×６、３×８サイズのみ。品種FXは３×６、３×８、３×９サイズのみ。）
※�艶記号について　LT︓ラティスエンボス　VA︓ヴァンサンクエンボス　G艶︓鏡面　TS︓梨地エンボス
※標準輸送方法は混載路線便とさせていただきます。
※�標準出荷ロットは、パニート®、モザイコは1柄1サイズ20枚以内、ジョイナーは１品番50本以内、接着剤セットは1品番50箱以内とさせていただきます。
※�標準輸送方法以外での配送や標準出荷ロット以上のご注文の際は、カスタマーセンターまでお問合せください。

項目 規格値
反り ± 10mm以下

比重 1.90 ± 0.10

吸水率 5.0%以下

鉛筆硬度 7H以上

外観
汚れ・割れ ないこと

キズ 爪に引っ掛かるキズがないこと

パニート®モザイコを安全にご利用いただくために
1.��製品を取り扱う上での怪我や事故を防止するために、施工説明書の記載事項を必ずお守りください。

2.��運搬、及び作業時には滑り止め用の手袋を着用し、製品の加工時においては保護マスクと保護メガネを着用してください。

3.��使用する接着剤によっては有機溶剤を含む製品もありますので、使用するには十分換気をよくして作業を行ってください。

4.��下地の施工は建物の構造と関連していますので、不適切な工法や材料で施工を行うと施工不良の原因となり事故を引き
起こしますので、施工時には現場監督と相談のうえで施工を行ってください。

5.��引き渡し前には工事管理者が必ず点検を行い、不具合な箇所を見つけたら直ちに補修を行い、再度点検を行ってください。

6.��設計上、加工上の注意点は施工説明書をご確認ください。
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