
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

健康建材 エコカラット

PRPSC0-111130-078

見切り材あり：¥48,000  見切り材なし：¥30,000

SIMPLE［シンプル］

ECO-DP-03M0/SIM-111
クシーノ(CSN2)
おすすめ見切り材色：M1
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-03M0/SIM-112
パールマスク(PMK1)
おすすめ見切り材色：M2
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-03M0/SIM-103
スノージェ(SNJ1)
おすすめ見切り材色：M2
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-03M0/SIM-104
ペトラスクエア(PTS1)
おすすめ見切り材色：M1
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-03M0/SIM-105
ヴィーレ(WE1)
おすすめ見切り材色：M2
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-03M0/SIM-106
カッセ(Ｍ1)
おすすめ見切り材色：M1
［W1212ｘH2121］

ECO-DP-01M0/SIM-105
ヴィーレ(WE1)
おすすめ見切り材色：M2
［W606ｘH1515］

ECO-DP-01M0/SIM-103
スノージェ(SNJ1)
おすすめ見切り材色：M2
［W606ｘH1515］

ECO-DP-01M0/SIM-107
カッセ(M2)
おすすめ見切り材色：M1
［W606ｘH1515］

ECO-DP-01M0/SIM-104
ペトラスクエア(PTS1)
おすすめ見切り材色：M1
［W606ｘH1515］

SIMPLE［シンプル］

BORDER［ボーダー］

ECO-DP-01M0/BOR-005
ヴィーレ(WE2)
リブストーン(RBS1)
おすすめ見切り材色：M1
［W909ｘH909］

ECO-DP-01M0/LIN-004
カッセ(M2)
シルクリーネ(SLA2)
おすすめ見切り材色：M1
［W909ｘH909］

LINE［ライン］

見切り材あり：¥28,000  見切り材なし：¥12,000
見切り材あり：¥28,000
見切り材なし：¥12,000

見切り材あり：¥28,000
見切り材なし：¥12,000

※9シート分（正方形)の

パターンで張ることも

可能です

※9シート分（正方形)の

パターンで張ることも

可能です

国内初！
(財)日本建築センター
よりホルムアルデヒド
低減建材認定を取得！

エコカラットは、生活臭の
原因物質を吸着し、悪臭
を軽減します。

国内初！
(社)日本建材･住宅
設備産業協会の
調湿建材に登録!

調湿力

結露や高湿度によるカビ・ダニの発生を抑制※。
シックハウス症候群の原因物質ＶＯＣを吸着します。
ペットなど家の気になるニオイを軽減して来客時も安心！

ＶＯＣ
吸着力

ペット臭 生ゴミの腐敗臭

トイレ臭 タバコ臭

ニオイ
吸着力

※9シート分（正方形)の

パターンで張ることも

可能です

※9シート分（正方形)の

パターンで張ることも

可能です

スタンダードプラン３㎡ 〔 シンプル 〕 スタンダードプラン１㎡ 〔 シンプル 〕 〔 ライン 〕 〔ボーダー 〕

電気を使わず健康的で
安心な空気にします！
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䈮䉋䉎்䈱ᷓ䈘䉕シ
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ⓨ᳇䉅ᳪ䈘䈭䈇ᐥᥦ
ᚱ䈲䇮ੱ䈫䈮䉇䈘
䈚䈇䇮ᔟㆡ䈪ℂᗐ⊛䈭
ᥦᚱᣇᑼ䈪䈜䇯䉣䉮䊊
䊷䊄䋱䋲䈲ᐥᥦᚱ䈱
䈕䈫䈚䈩䈗↪䈇
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䉁䈫䉁䉍䈱䈅䉎
⟤䈚䈇ᒛ䉍䈏䉍䈮
ຠ䈗䈫䈱⦡䊛䊤䉇⦡䈱䊋䊤䉿䉨䉕ᛥ䈋䈩䈇䉎
䈱䈪⟤䈚䈒䈏䉍䉁䈜䇯

ዊ䈘䈭䉨䉵䈮ᒝ䈇
㪜㪙ಣℂ㩷㩷㩷㩷䈮䉋䉍㕙䉕⎬ൻ䇯㒰ᯏ䈭䈬䈮䉋䉎
ᒁ䈦ហ䈐䉨䉵䉇䈜䉍䉨䉵䈏䈧䈐䈮䈒䈒䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯

ᄌ⦡䇮ㅌ⦡䈚䈮䈒䈇
⋥ᣣశ䈮䉋䉎㕙䈱ᣣ䈔䉇䇮ᵞ䈱䈚䉂䈖䉂
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