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STYLEKIT
CARPET TILE

カーペットタイル スタイルキット住 宅 用
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暮らしは、きっと、

“らしく”生まれ変わる。

もっと自分らしく、もっと手軽に、もっとリーズナブルに。

家族みんなの暮らしのために、

カーペットタイル「STYLE K IT」が誕生しました。

あなたのセンスやライフスタイルに合わせて

これからの暮らしを自由に描いてください。

STYLE KIT
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【ペット対応】
傷、ニオイなどのペットの悩みを解決

【心地よい質感】
思わず寝転びたくなる、やわらかな肌触り
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カラーバリエーション
「STYLE KIT」のバリエーション豊富なカラーを紹介
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STYLEKIT LOOP
スタイル キット ループ

STYLEKIT CUT
スタイル キット カット

ループの形状 カットの形状

40cm 角1,600円/2枚 ※1ケース10枚入：2枚単位での販売となります。標準価格（税別） 40cm 角2,080円/2枚 ※1ケース10枚入：2枚単位での販売となります。標準価格（税別）

敷きやすくて、お手入れ簡単。防音性や保温効果が高く、色んな空間に活用できます。 ループの機能に、より柔らかい肌触りと消臭機能をプラス。ペットや小さいお子様のいる家庭におすすめです。

▲KIT-10あかいろ▲KIT-5みかんいろ　　▲KIT-1きいろ ▲KIT-59チェリー▲KIT-55オレンジ▲KIT-51レモン
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▲KIT-11あおいろ▲KIT-6そらいろ ▲KIT-56ソーダ▲KIT-52メロン▲KIT-2きみどりいろ

▲KIT-12きつね▲KIT-7あるぱか▲KIT-3ひつじ ▲KIT-60シナモン▲KIT-57ビスケット▲KIT-53バニラ

▲KIT-13もぐら▲KIT-8りす▲KIT-4らくだ ▲KIT-58セサミ▲KIT-54ソルト

▲KIT-9ごりら ▲KIT-14くま
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カーペットひとつで、

暮らしは、もっと楽しく、

もっと快適に。

あなたも、自分の手で手軽に色を足し、

自分らしい暮らしをカタチにしませんか？

使用品番 ： KIT-1（きいろ）,KIT-2（きみどりいろ）,KIT-3（ひつじ）
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Natural Color ナチュラルカラー モダンブルー

エコフレンドリーな3色を使用した遊び心あふれるスタイル。

ヴィンテージ家具や木の素材との相性がよく、インテリアの幅を広げてくれます。

S T Y L E

カーペットタイルの貼り図は P22「STYLE INDEX」を参照

鮮やかなブルーにベージュのグラデーションを合わせることで、

モダンな雰囲気とかわいらしさが大人っぽく同居します。キッズルームにもおすすめです。

カーペットタイルの貼り図は P23「STYLE INDEX」を参照

Modern BlueS T Y L E

使用品番 ： KIT-1（きいろ）,KIT-2（きみどりいろ）,KIT-3（ひつじ） 使用品番 ： KIT-3（ひつじ）,KIT-4（らくだ）,KIT-6（そらいろ）,KIT-7（あるぱか）,KIT-8（りす）,KIT-12（きつね）
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S T Y L E S T Y L EChic Beige

コントラストがはっきりしたモノトーンのシックなインテリアにそっと寄り添う、

やさしい色合いのスタイルです。空間に心地よさをプラスします。

カーペットタイルの貼り図は P23「STYLE INDEX」を参照

どこにでもあるような素材を使った、シンプルですっきりとしたデザインが今っぽい。

そんなインテリアに合うブラックオンリーのスタイルです。

カーペットタイルの貼り図は P23「STYLE INDEX」を参照

Simple Black シンプルブラックシックベージュ

使用品番 ： KIT-53（バニラ）,KIT-60（シナモン） 使用品番 ： KIT-9（ごりら）,FRM-2（見切り材）,FRM-12（コーナージョイント）



10 11使用品番 ： KIT-53（バニラ）

もっと手軽に、

簡単に、心地よく。

STYLE  K ITが、ひとつひとつの暮らしを

自分らしくデザインできるには理由があります。

STYLE  K ITの5つのポイントをご紹介します。



□誰でも簡単貼付け 工具なども必要なく、敷くだけでOK。
持ち運びがラクで、収納時も場所をとりません。

□ずれない吸着力

□組み合わせ自由 はがしやすく、繰り返し使用できるので、
何度でも自由にコーディネートし直せます。

裏面が吸着加工されているので、床に密着してずれにくいです。
つまずきの原因となる端部の反りも防ぎます。

12 13使用品番 ： KIT-3（ひつじ）,KIT-4（らくだ）,KIT-10（あかいろ）,KIT-13（もぐら）

STYLE KIT 5つのポイント

【 吸着 】
置くだけなのに、ずれにくく、しっかり密着

01
POINT

滑り止めテープなどは不要。
貼ったりはがしたり繰り返し使用できます。

子どもでも持ち運びしやすく、
貼りつけしやすい、扱いやすさ。

明るい色をアクセントとして使用すると、
空間に新しい表情が生まれます。

Q&A

スタイルキットは裏面に独自
開発の吸着加工をしている
ので、箱から出してそのまま
お好きなレイアウトで貼るこ
とができます。

カーペットタイルを
敷くのに接着剤が
必要ですか？

独自開発の裏面吸着加工な
ので、何度でも繰り返し貼っ
たり、はがしたりできます。
不要な時は場所を取らずに
収納できます。
※ホコリなどの汚れがつくと吸着力
　が低下する恐れがあります。

一度貼ってしまうと、
模様替えなどで動かすことが
できないですか？

平らで滑らかな場所であれば
どこでも可能です（表A参照）。
畳などの凹凸がある床面です
と、スタイルキットが波打ってし
まいますのでお避けください。

どんな場所にも
貼付けられますか？

Q Q Q

A A A 一般フローリング
クッションフロア
ビニルタイル・シート
石・セラミックタイル
モルタル・コンクリート
コンパネ
畳・カーペット

○
○
○
○
×
×
×

下地の種類 貼付可否

表A



□お家で部分洗い可能 汚れた部分だけはがして水洗いできるので、いつでも清潔に保てます。
クリーニングは不要です。

□強力な掃除機でもずれにくい 吸引力が強い掃除機でも、めくれたりずれたりすることはありません。
段差が少ないので自動掃除機でもOKです。

□汚れがつきにくい
汚れを防ぐ加工がされているので、水や食べ物をこぼしても
染みにくく、サッと拭くだけで大丈夫です。

※洗濯機や乾燥機の使用は不可です。

※防汚加工はスタイルキット カットのみです。

14 15使用品番 ： KIT-56（ソーダ）

STYLE KIT 5つのポイント

【 お手入れ簡単 】
汚れにくく、落としやすい。部分的にはがして水洗い可能

02
POINT

※当社調べによる ※当社調べによる

Q&A
はい。家庭用の中性洗剤を水で薄めて使用して下さい。
※濃度が高い状態で使用しますと、変褪色や吸着
　効果が低下する恐れがあります。
※油分汚れは、汚れの性質上完全に除去できるも
　のではありません。

頑固な汚れを落とす時には
洗剤を使用できますか？

Q

A

スタイルキットは40cmタイルの裏面に吸着加工
がされていますので、汚れた部分だけをはがして
水洗いが可能です。
※洗濯機や乾燥機の使用は不可です。

汚れた時に特別なクリーニングは必要？Q

A

粘着テープでもびくともしません。

大きなカーペットと違って、お家で汚れた部分だけ
手洗いできて便利です。

汚れがついても、手洗いできるので、
飲んだり食べたりしていても安心。

吸引力の強い掃除機でも吸い付く事なくお掃除できます。 ほとんど段差ができないので、自動掃除機も使用できます。

※防汚加工はスタイルキット カットのみです。



□生活音を吸収 遮音効果が高く、階下に伝わる生活音を抑えます。

繊維特有のダストポケット効果により、
ハウスダストの舞い上がりを抑えます。

□転んでも衝撃を緩和

※遮音等級L-40は、「人の走り回り、飛び跳ねる音などが聞こえるが、意識することはあまりない」レベルです。

ダニやホコリの
舞い上がりを抑制

はい。スタイルキットは遮音性能を保持していま

す。（表B参照）階下への生活音を軽減します。

遊び盛りの子どもが走り回る音などを
軽減できますか？

Q

A

床面に密着するので、ずれたり、反った部分につま

ずいたりすることもありません。また、クッション性

があるので、もし転んでも衝撃を吸収します。

走ったり、飛び跳ねたりすると、
カーペットがずれて危険ではないですか？

Q

A

□

STYLE KIT 5つのポイント

【 防音 】
飛び回っても下の階に音が響かない

03
POINT

Q&A

参照：「建築物の遮音性能基準と設計指針」日本建築学会編表 B : L値と住宅における生活実感との対応例

スタイルキット
※無遮音フローリングの上に貼付た
　場合の参考値

遮音カーペット まず聞こえない

ほとんど聞こえない

小さく聞こえる

聞こえる

発生音が気になる

上階の気配を感じる

上階でかすかに物音がする

スプーンを落とすとかすかに聞こえる

椅子を引きずる音は聞こえる

スリッパ歩行音が聞こえる

L-35

L-40

L-45

L-50

L-55
一般カーペットタイル

床材の種類
遮音等級 （軽量床衝撃音 L L）

床衝撃音 椅子の移動音、
物の落下音など 生活実感

※重量床衝撃音については、建物の躯体の剛性など構造そのものによって左右されますので、記載しておりません。
※数値は実測値であり保証値ではありません。

フローリングに比べ、繊維の柔らかさとクッション性があるので、
もし転んでも衝撃をやわらげます。子どもやご年配の方も安心です。

使用品番 ： KIT-3（ひつじ）,KIT-5（みかんいろ）,KIT-7（あるぱか）,KIT-13（もぐら）16 17



□ペットをケガから守る ツルツルしたフローリングが苦手なペットも、

□床の傷つきを防止 フローリングにひっかき傷がつくこともなく、
安心してペットを遊ばせられます。

□ペットのニオイを軽減 ペット臭を軽減する消臭機能付きです。

滑り止め効果があるので、転倒防止にもつながります。 フローリングが傷つかないので、賃貸住宅にもオススメです。

STYLE KIT 5つのポイント

【 ペット対応 】
傷、ニオイなどのペットの悩みを解決

04
POINT

犬や猫の爪がスタイルキットの繊維

にしっかり食いつくので、踏ん張りが

きいて滑らずにすごせます。

フローリングが苦手な
ペットの滑り止め対策に
なりますか？

裏面のフェルトと繊維の間に消臭剤を塗布し

ているので、半永久的に消臭効果が続きます。

消臭効果は繰り返し洗っても
持続しますか？

Q Q

A A

※臭いを軽減する加工であり、実際の消臭効果には個人差があります。

Q&A

爪がしっかり食いつくスタイルキットなら歩きやすくて負担を軽減できます。

18 19使用品番 ： KIT-53（バニラ）,KIT-55（オレンジ）,KIT-56（ソーダ）

※スタイルキット カットのみの機能です。



□ボリュームがあってふかふか ふかふかしたやわらかい肌触りで、
ゴロゴロしたくなる気持ち良さです。

□床暖房対応 床暖房の熱によって裏面の吸着力が
低下する心配もありません。

□保温効果 フローリングに比べて保温性が高く、
足元を冷えから守ります。素足でも気持ちよい温かさです。

ゴロンと寝転びたくなる心地よさ。

カーペットと学習環境に関する意識調査

カーペットを敷くことは、
良質な学習の形成に影響がありますか？

よい影響がある！

STYLE KIT 5つのポイント

【 心地よい質感 】
思わず寝転びたくなる、やわらかな肌触り

POINT

素足になりたくなる踏み心地と温かさ。

67%

日本カーペット工業組合では、全国学習塾経営者や図書館関係者を

対象に、「カーペットと学習環境」に関する意識調査を実施し、190

名からご回答をいただきました。（調査期間2011年～2013年）

「カーペットを敷くことは、良質な学習の形成に影響があると思いま

すか？」との質問には、回答者のおよそ7割が「よい影響があると答

えました」。カーペットの多様な特性※「安全性」「快適性」「静音性」な

どが高く評価されています。

※安全性：転んでもけがをしにくい　快適性：ホコリが舞い上がりにくい　静音性：音が響かない など

05

20 21使用品番 ： KIT-52（メロン）,KIT-60（シナモン）
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STYLE INDEX

■スタイル インデックス

カタログ掲載の敷き方を参考に、自分らしいスタイルを見つけてください。

※下記赤枠内の面積でご提案しています。

200cm

2
0

0
cm

■ループ
KIT-1･･･････5枚

KIT-2 ･･･････7枚

KIT-4 ･･･････7枚

KIT-7 ･･･････6枚

（きいろ）

（きみどりいろ）

（らくだ）

（あるぱか）

■ループ
KIT-3･･･････････5枚

KIT-4 ･･･････････5枚

KIT-7 ･･･････････5枚

KIT-12 ･････････5枚

KIT-13 ･････････5枚

KIT-14 ･････････5枚

（ひつじ）

（らくだ）

（あるぱか） 

（きつね）

（もぐら）

（くま） 

■ループ
KIT-1･･･････ 5枚

KIT-2 ･･････ 15枚

KIT-3 ･･････ 10枚

（きいろ）

（きみどりいろ）

（ひつじ）

■ループ
KIT-3･････7枚

KIT-4 ･････8枚

KIT-10 ･･･3枚

KIT-13 ･･･4枚

（ひつじ）

（らくだ）

（あかいろ）

（もぐら） 

（ソーダ）

■カット
KIT-56 ･･･ 20枚

■ループ
KIT-3･･･････5枚

KIT-4 ･･･････6枚

KIT-6 ･･･････8枚

KIT-7 ･･･････5枚

KIT-8 ･･･････6枚

KIT-12 ･････6枚

（ひつじ）

（らくだ）

（そらいろ）

（あるぱか）

（りす）

（きつね）

■カット
KIT-53 ････ 6枚

KIT-60 ･･･ 14枚
（バニラ）

（シナモン）

■ループ
KIT-9･････ 30枚

FRM-2････ 10本

FRM-12 ･･･ 4個

（ごりら）

（見切り材）

（コーナージョイント）

■ループ
KIT-3･･･････4枚

KIT-5 ･･･････4枚

KIT-7 ･･･････6枚

KIT-13 ･････6枚

（ひつじ）

（みかんいろ）

（あるぱか）

（もぐら）

■カット
KIT-53 ･･･ 10枚

KIT-55 ･････5枚

KIT-56 ･････5枚

（バニラ）

（オレンジ）

（ソーダ）

■カット
KIT-52 ･････9枚

KIT-60 ･･･ 16枚
（メロン）

（シナモン）

200cm

1
6

0
cm

COVER
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HOW TO STYLE KIT

■「STYLE KIT」の敷き方

並べて貼るだけ！工具などを準備する必要もなく、誰でも簡単に敷くことができます。

ステップごとに、きれいに敷くためのヒントをご紹介します。

01 02 03 04 05 06

■お手入れ方法

普段のお手入れは簡単。基本は、掃除機や自動掃除機で

ホコリやゴミを取り除くだけです。

床をきれいにする

掃除機やフロア用掃除用具で床のホコリや
ゴミを取り除きましょう。

スタイルキットを箱から取り出しましょう。 裏面の矢印の方向を揃えましょう。

スタイルキットを用意する 方向を揃える 敷き詰める

繰り返し貼ってはがせるので、
自由にレイアウトをデザインしてください。

レイアウトが決まったら、スタイルキットを
上から押さえて、床にしっかり密着させましょう。

繊維の切れ端などが気になれば掃除機を
かけて、できあがり！

押し付けて密着する 完成！

からみついて取れにくい髪
の毛や糸くずは粘着テープ
を使えば、きれいに取り除
けます。

毛並みと逆方向にかける
ことで、根元の空気の通り
をよくし、ゴミをしっかり吸
い取ります。人がよく歩い
たり、座ったりするエリアは
念入りに。

固く絞った布で水拭きして
ください。汚れがひどい場合
は中性洗剤を活用し、洗剤
が残らないようきれいに拭
き取ってください。最後に乾
拭きします。

床にしっかり吸着している
ので、自動掃除機をかけて
もずれたり、めくれたりしま
せん。見守る必要もなく、
ボタンを押すだけで大丈夫！

掃除機でのお手入れ 自動掃除機でのお手入れ

粘着テープでのお手入れ 拭き掃除でのお手入れ

週2回程度

気になった時 月1回

週2回程度

・水性のシミには

・油性のシミには 油性汚れとは…マニキュア、口紅、ペンキ、油性マジック、クレヨン、チョコレート、バター、マヨネーズなど

水で薄めた中性洗剤を歯ブラシにつけてシミの上から
たたき、さらに洗剤を直接付けて指で泡立てます。汚れを
広げないよう、周りから中央に向かって行いましょう。

ティッシュや紙ナプキンで
たたいて水分を吸い取りましょう。

濡れたタオルで洗剤をきれいに拭き取り、泡が取れ
たらティッシュなどで水分を吸い取ってください。最後に
固く絞った布で拭いた後、しっかり乾かしましょう。

中性洗剤をつけてたたくように拭き
取ります。

マニキュアや油性マジックの場合は、除光液を含ませた布で
たたき、その後、塗料用薄め液で繰り返したたきましょう。口紅や
クレヨンなどはアルコールでこすり取るか、たたき取ります。

※過剰な量の除光液を使用すると変色する恐れがあります。

※洗濯機や乾燥機は使用出来ません。
※業務用洗剤や漂白剤を使用すると変褪色する恐れがあります。

※洗濯機や乾燥機は使用出来ません。
※業務用洗剤や漂白剤を使用すると
　変褪色する恐れがあります。

濡れたタオルで洗剤をきれいに拭き取り、固く
絞った布で拭いた後、しっかり乾かしましょう。

※油性の汚れは、汚れの性質上完全に除去できるものではありません。

水性汚れとは…コーヒー、ジュース、紅茶、牛乳、醤油、ソース、ケチャップ、ジャムなど
※汚れの状態により、完全に除去できないおそれがあります。
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■マークの説明

床暖OK

日本防炎協会の防炎性能試験に合格したものです。サンゲ
ツカーペットタイルはすべて防炎認定品です。

パイルやラテックス等に帯電防止加工をした、又は繊維自体
に制電性能を有した素材を使ったカーペットタイルです。

ソイルガード（Soil Guard）は、撥水・ 撥油処理がしてありま
すので、汚れをうけつけにくくなっています。

ペット臭等気になる臭いを消臭、
軽減します。

ダニの増殖を抑制する加工をした
商品です。

床暖房のフローリングの上にも
貼り付け可能な商品です。

防ダニ

消 臭

【選択・施工上のご注意】
●下地から絶えず湿気の上昇がありえる場所では使用を避けてくださ
い。施工後にはがれや臭気が発生するおそれがあります。
●写真見本と製品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。
●防汚マークは製品の防汚性を示す目安です。美観保持には日常のお
手入れを心がけてください。
●防ダニ加工は抑制効果であり、完全に除去する加工ではありません。
●消臭加工は臭いを軽減する加工であり、効果には個人差があります。
●床暖房の昇温には時間がかかります。
●梱包ケースに記載されている品名・色番・ロット・数量を確認の上、施工
を開始してください。同一床面上は同ロットで仕上げてください。
●下地は湿気のない平坦かつ堅牢なものとし、適切な施工環境を維持し
てください。施工環境が整わなかった場合、目地隙や突き上げ、膨れ、
臭気などをまねく場合があります。
●住宅用途以外では使用しないでください。歩行量の多い所で使用する
と、商品の品質に問題が生じる恐れがあります。
●ワックスが塗布されている下地でご使用の際、はがした時にスタイル
キット及び見切材の吸着材が床面に残る場合があります。残った場合
は濡れた布等で拭き取ってください。（ワックスによっては取れにくい
場合もあります。）
●コンクリート系の下地では使用しないでください。
●目地にパイルを挟まないようにご注意ください。目地隙や段差の原因
となります。
●下地の汚れを完全に除去して施工してください。接着不良のおそれが
あります。
●市松貼り、流し貼りの選択は、商品ごとの推奨施工方法をご参照くだ
さい。
●推奨施工方法以外で施工すると、目地の出方が不自然に目立つ場合
があります。施工前に必ずご確認ください。

【保管上のご注意】
●カーペットタイルは梱包を解かずに、平坦な場所に、ずらさずに保管し
てください。積み過ぎや雨水などによる水濡れを避けてください。変
形・変色・変質・汚染・パイルの損傷の原因となります。

【使用上のご注意】
●カーペットタイルのはがれ、反り、膨れなどが生じた場合は即座に補
修してください。放置しておくと全体に影響が及び、美観を損なうほ
か、つまずいて転ぶ可能性があります。
●カットパイルは、使用中にパイルの方向が部分的に異なり、雲状の
色むらのように見えることがあります。この現象はカットパイルの性
質であり、品質の欠陥ではありません。
●ゴム製品や家具などの保護用ゴム材・塗料・防腐剤・殺虫剤などによ
って、カーペットタイルが汚染され変褪色をまねく恐れがあります。
●家具のあしなどの突起物による局部荷重はへこみ跡やフェルト部分
の損傷の原因となります。

【メンテナンスについて】
●防汚性の高い商品ですが、定期的に掃除機をかけてください。
●汚れに応じて水または中性洗剤を薄めたもので洗い流し、よく乾か
してからもとの位置に戻してください。
●塩素系の洗剤や化学薬品でパイルが変褪色するおそれがあります。
●汚れがどうしても落ちない部分は新しいタイルと交換してください。

■ご注意

見切り材

長さ：1m　4本入/1ケース（ケース売）　

標準価格（税別）

▲FRM-1 ▲FRM-2 裏面滑り止めテープ付き

1,000円/本

断面図
単位：mm

16

6.
5

5

コーナージョイント

標準価格（税別）

▲FRM-11 ▲FRM-12 裏面滑り止めテープ付き

600円／個 56
.4

56.4

37

断面図
単位：mm

使い方

①スタイルキットの周囲に
　合わせて見切材を配置
　してください。

②見切材は手軽に
　カッターナイフでカット可能です。

③見切材には裏面に粘着テープが
ついております。床面のホコリな
どを除去して固定してください。
コーナーは必要に応じてコー
ナージョイントをご使用ください。

見切り材

テープを
はがす

■見切り材・コーナージョイント

■間取りと枚数の目安
ラグサイズ（cm）

160×200

Ｓサイズ
リビングのソファーフロントや子供部屋に

Mサイズ
リビングのセンターやダイニングに

Lサイズ
大きめのリビングに

20枚
160×240

24枚
200×240

30枚

※上の図は江戸間（88×176cm）のサイズで、カーペットタイルの寸法を算出しています。

敷き込み（cm）

176×176

2畳

16枚
176×261

3畳

24枚
261×261

4.5畳

36枚
261×352

6畳

48枚
352×352

8畳

64枚
352×440

10畳

80枚

■スペック

組成
●パイル：原着ポリプロピレン100％
●バッキング：フェルトバック
　＋裏面吸着加工

規格
●パイル長：4.5～3.5mmループ（全厚8mm）
●パイル密着：1/10G×11.6ST
●サイズ：40cm×40cm
●防災試験番号：E2160103
●制電性：1kv以下

梱包
●1ケース：10枚入り（1.6㎡、8kg） 
　2枚単位での販売

機能

施工

市松貼り
※市松貼りをおすすめします。
※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。

スタイルキット ループ
組成
●パイル：BCFナイロン100％
●バッキング：フェルトバック
　＋裏面吸着加工

規格
●パイル長：5mmカット（全厚8.2mm）
●パイル密着：1/10G×11ST
●サイズ：40cm×40cm
●防災試験番号：E2160104
●制電性：1kv以下

梱包
●1ケース：10枚入り（1.6㎡、8.1kg） 
　2枚単位での販売

機能

施工

市松貼り
※市松貼りをおすすめします。
※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。

スタイルキット カット

（JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底） （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底）

床暖OK防ダニ 床暖OK防ダニ消 臭

176

1
7

6

261

2
6

1

2
6

1

352

352

3
5

2

3
5

2

440

261

1
7

6

標準価格（税別）
（800円/枚） （1,040円/枚）
5,000円/㎡ 標準価格（税別）6,500円/㎡



■ショールーム・支社のご案内

発行日／2016年5月　 発行所／株式会社サンゲツ エコ活動にご協力を
お願いいたします。
エコ活動の一環として、
ご利用後のカタログの
再使用をお願いいたします。

● 見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
● 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2016年5月）のものです。 経済変動、品質の改善に

より、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社
営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

● 当見本帳に記載されている各種試験データは実測値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
● 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを

許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
● 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い
不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄
物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。

見本帳について

サンゲツ品川ショールーム サンゲツ名古屋ショールーム サンゲツ大阪ショールーム

本社／中部支社
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.052-564-3111 
FAX.052-564-3191

北海道支社
〒003-0011 札幌市白石区中央一条2-1-37
TEL.011-832-3111 
FAX.011-832-3333

東北支社
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3765 
FAX.022-287-2995

北関東支社
〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 
マルキュー大宮ビル 8F
TEL.048-601-5500 
FAX.048-711-2681

株式会社サンゲツは、
本社及び全事業所に
おいてISO9001
並びにISO14001を
取得しております。

0570で始まる電話番号は、市内通話
料金にてご利用いただけます。

東京支社
〒140-8611 東京都品川区東品川3-20-17
TEL.03-3474-1181 
FAX.03-3450-5038

関西支社
〒660-0857 兵庫県尼崎市西向島町111-4
TEL.06-6414-3311 
FAX.06-6414-3312

中国四国支社
〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-3300 
FAX.086-292-3322

九州支社
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.092-441-5181 
FAX.092-441-5191

〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 
FAX.03-5463-6744

〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135
FAX.052-564-3229

〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25 
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 
FAX.06-6347-9811

〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 
FAX.092-441-9503

〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 
FAX.022-253-6806

〒701-0301 岡山県都窪郡早島町矢尾836
TEL.086-292-5708 
FAX.086-292-3322

〒730-0842 広島市中区舟入中町2-28
TEL.082-233-3815 
FAX.082-233-3501

〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名215
レキオススクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-3788 
FAX.098-890-3789

サンゲツ品川ショールーム サンゲツ名古屋ショールーム サンゲツ大阪ショールーム サンゲツ福岡ショールーム

サンゲツ仙台ショールーム サンゲツ岡山ショールーム サンゲツ広島ショールーム サンゲツ沖縄ショールーム

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101

2016年6月 OPEN

2016年秋 OPEN


