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「匠」とは

・・・美しいものを作り出す技・・・

そしてその技の習得に至る時間の中で

・・・考えをめぐらして見つけた方法や工夫・・・

ここにそれら1つ1つを巧みに操って完成させた景があります。

まさにエクシィズの真骨頂

作品集ともいうべき「匠の景」を

自信を持ってご紹介します。
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Takumi-scape
Vol.1クラフト＆アート関連商品カタログ
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Takumi-scape
S H O - K E I

Takumi-scape
既製品では飽き足らない こだわりのお客様のために、
あらゆるテクニックと 蓄積されたノウハウを駆使して、
ご希望に沿ったオーダーメイド商品を作り上げます。

ハニーズファクトリー
横浜ワールドポーターズ店
〈デザインパターン〉
ステラモザイク各種

有楽町マルイ（２F）
インザピンクbyアールユージーンズ
〈デザインパターン〉
20角ガラスモザイク

ロッジ栗の木
設計：（株）佐野契建築設計事務所

〈ガラスモザイクアート〉
15角アイスジェイド

F 邸
設計：（株）佐野契建築設計事務所
施工：（株）大林組
〈ガラスモザイクアート〉
15角アイスジェイド

F 邸
設計：（株）佐野契建築設計事務所
施工：（株）大林組
〈ガラスモザイクアート〉
15角アイスジェイド

K邸
〈サークルアート〉

オルソーニ＆15角アイスジェイド

江ノ島アイランドスパ
設計：クニモトアーキテクトデザイングループ（株）
施工：（株）熊谷組
〈プール槽内〉　12mm角ガラスモザイクアート

スパラクーア
TOKYO DOME CITY - LaQua
設計・施工：（株）竹中工務店
施主：（株）東京ドーム
〈コールドサウナ〉
20角ガラスモザイク＆
コットベネット特注タンブルドガラス乱形

東京ドームシティ
ジオポリス
設計・施工：（株）竹中工務店
〈デザインパターン〉
19×48楕円ステラモザイク
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Takumi-scape
S H O - K E I

Takumi-scape

ラスパ大阪
設計：アール・アイ・エー
施主：大阪市
〈プールサイド床〉
コットベネット各種　サークルパターン
〈2F通路〉
大理石モザイクアート
（イタリア提携工房による製作・施工）

箱根小涌園ユネッサン
設計：（株）乃村工藝社
施工：清水建設（株）
施主：藤田観光（株）
〈プール・オブジェ〉
クラッシュタイル＆22.5角ギヤマンモザイク

K邸
マーブルモザイク（ハンドカット）

たまプラーザ
BRASSERIE EMBRASSER
（ブラッセリー アンブラッセ）
設計：（株）エイムクリエイツ
〈デザインパターン〉
15角マーブルモザイク

エクシィズ
イタリアンガーデン
〈デザインパターン〉
コットベネット各種＆
サークルパターン
飲泉

多治見市根本交流センター
〈陶壁〉
22.5角ギヤマンモザイク＆15角モノモザイク
（ハンドカットアート）
ジャパネスクタイル各種

〈プール槽内〉
22.5角ギヤマンモザイク　ドットアート
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お客様のプランや、弊社プレゼンテーションによるオリジナルデザインを基に、
イタリアのマエストロが携わる提携工房もしくは自社アトリエにて制作を行い、
あらゆるご要望にお応えしています。

美しいものへのこだわりが
その小さな一粒 一片を

人々の記憶に残る空間のメモリアルへと昇華させる。

サンドブラスト

テラコッタ＆ルーバー

VENEZIANTICA
ベネチアンテラゾー

S.ANSELMO
レンガ

ガラス
モザイクアート

ウォータージェット

IL FERRONE
テラコッタ

タイル
モザイクアート

絵タイル

陶風呂 ＆ 洗面器

PROGETTO ARTE POLI
ステンドグラス

タンブルドマーブル
モザイクアート

特注タイル（レリーフ）

特注タイル（復刻）

ORSONI
モザイク用ガラス

FRIUL MOSAIC
大理石モザイクアート

COTTOVENETO
特殊加工大理石

HOME & DOME
ハンドメイド輸入タイル　

マーブル
モザイクアート

陶壁

Japan - 日本 -

Overseas - 海外 -



マーブルモザイクアート
CRAFT & ART

10角・15角のマーブルモザイクを使用し、
プレゼンテーションから制作までの全行程を
自社工房にて行います。
予算や納期など条件に合わせたプランニングや
現場の仕様に応じた調整など
フレキシブルな対応が可能です。
また、ご希望により海外の提携工房での
オーダーメイドも承ります。
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自社企画室制作によるプレゼン画

コンピューターシミュレーションによる
プレゼン画。現物の石を貼って提出します。

提携イタリア工房にて制作しました。

φ1400mm
15角マーブルモザイクで制作

参考価格：￥500,000

手並べアート

φ800mm
参考価格：￥240,000



ガラスモザイクアート
CRAFT & ART

形状・サイズ共に多種多様なガラスモザイクを使用し
アートを制作いたします。
ご予算やデザインの条件に合わせ
材料・制作方法・制作行程等、細部に渡り吟味し
最適なプランをご用意いたします。
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自社企画室制作によるプレゼン画

15角アイスジェイドを
ハンドカットし制作

20mm角ガラスモザイク、イリジウムモザイク、
アイスジェイドを使用したハンドカットアート

チャーミング・スクウェア豊洲

吹抜エレベーターホール 壁面

20mm角ガラスモザイク　ドットアート

15mm角アイスジェイド　ハンドカットアート 15mm角アイスジェイド　ハンドカットアート

ハンドカットアート

イタリア・ORSONI（オルソーニ） 
モザイク用ガラスと
大理石マーブルモザイクを組み合わせた
ハンドカットアート

オルソーニ・ズマルト
モザイクによる
ハンドカットアート



タイルモザイクアート
CRAFT & ART
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●プレゼンテーション

●現物タイルでのカラー設定

●最終プラン

●割付図

●プレゼンテーション

●原画

コンラッド 東京

●原画

画像やイラストを基に
パソコンによるドットアートのシミュレーションが可能です。

●1シートのイメージ
　（12枚×12枚）

●22.5角ギヤマンモザイクタイルによる
　シュミレーションです。

1800

1800

形状・サイズ共に様々なタイルを使用し
アートを制作いたします。
社内の企画デザイン室が作成する
図面に即したプレゼンテーションは
お施主様にもわかりやすく承認が得やすいと
大変好評をいただいております。

こまどり幼稚園
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700×800mm角
参考価格：￥200,000／セット

500×600mm角
参考価格：￥180,000／セット

タンブルドマーブル
モザイクアート

CRAFT & ART

経年変化した大理石の風合いを
特殊加工によって実現した
工芸大理石コットベネットの全形状をはじめ
社内工房にてオリジナル製作した特注形状など
材料1つ1つから手造りした
こだわりのアート制作が可能です。

複雑な形状も、
リングソーで切り出すことができます。

300mm角

300mm角

参考価格：￥168,000／セット 参考価格：￥148,000／セット 参考価格：￥128,000／セット



サンドブラスト
CRAFT & ART

タイルや大理石、御影石等にゴム製のマスクをして、
特殊な砂を高圧で表面にぶつけて彫り込みます。
マスクの製作からブラスト加工まですべて自社工房で
対応致します。
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ウォータージェットアート
CRAFT & ART

石板にカラフルな大理石の文字や模様をはめ込んで、
アート性の高い作品を作り上げる 「象眼」 加工です。
曲線を生かした繊細なデザインも
完全オーダーメイドで精巧に再現いたします。

価格は全て一体物（部品を組合せ一体化した後、再度磨き上げをした物）を基準に設定しております。　磨き加工は本磨きと水磨き仕上げがお選びいただけます。

コーナー 　¥ 7,500 ／ユニット
ボーダー　¥13,000 ／ユニット

600mm角
￥120,000

∅800mm
￥200,000

水磨き

80×300
mm角／本

磨き

コットベネット
ローザアンティコ（ロゴ部分）

飛鳥プレート　145×500角／せっ器質施釉タイル（サンドブラスト部分）

大理石90×320mm
タソスホワイト

コットベネット300角
トラベルチーノ ノーチェ

飛鳥プレート　145×500角／せっ器質施釉タイル

詫び寂び陶板
約500×400角
せっ器質無釉タイル



絵タイル
CRAFT & ART
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●絵タイル・高温1度焼成
生素地に直接描いて、1250℃の高温で焼成するた
めに生まれる、ベースの土と釉薬の完全な一体感。
これにより屋内・屋外を問わず、凍害地・塩害地といっ
た過酷な条件の下でも、安心してご使用頂けます。

シルクスクリーンを使って
撥水剤で輪郭を印刷し、
輪郭内を筆で彩色します。

シルクスクリーン製作から印刷、
施釉、彩色まで、すべて自社工房
で対応致します。

500角

100角 117枚組

300角 28枚組

100角 12枚組
参考価格 ￥75,000

280×360mm角
参考価格 ￥120,000

コンクリート平板に打ち込む

貼りあわせる材料に厚みを揃えたコンクリート平板に 
加工する事で、効率の良い施工が可能になります。

アクセントタイル
お店のロゴやオリジナルのデザインタイルを
上絵付技法にて特注制作します。

●絵タイル・低温２度焼成
　 （上絵付技法）
一度焼き上がったタイルに絵を描
いて800℃で再び焼き上げます。
焼き上がったタイルに描く為タイ
ルを選びません。どんなタイルに
もオリジナルデザインを施す事が
出来ます。

GRライン（200角）
￥2,200／枚

GRコーナー（200角）
￥2,200／枚

FLライン（200角）
￥1,800／枚

FLコーナー（200角）
￥1,800／枚

FLOWER VASE（200角 4枚組）
￥20,000／組

T邸／200角特注製作

400角

400角 300角 300角
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使用されていたタイルを基に、型の製作から筆を用いた施釉など、永年の経験で培った技術を施し、当時のままのタイルの復刻を目指します。

特注タイル（復刻）
先達が残した優れた作品を
そのままの姿で後世に伝えたい。
「復刻タイル」の使命は
タイルに携わるものとして
ものとしてこのうえない名誉であり
それゆえに妥協が許されない
真剣勝負となりました。

CRAFT & ART
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特注レリーフタイルのプレゼンテーション図

粘土による原型制作

タイルを貼り並べた際に、盛り上がった
レリーフ柄が連続するよう、オリジナル
の図案制作をし、原型製作、石膏型制
作、成形、施釉、焼成まで行います。

特注タイル（レリーフ）
CRAFT & ART

石膏に泥土を流し込む方法で形づくる
鋳込み成形のタイル。
この方法により
オリジナル形状の特注タイルを
製作することができます。

青淵文庫 保存修復工事
設計・施工：清水建設（株）
施主：竜門社
制作：加藤俊夫

①石膏型を用いて陶板を成形
する。

②針穴のあいた紙型かステン
シルに木炭粉末の入った袋を叩
いて絵柄を陶板に転写する。

③仕上げカンナを用いて四面
を面取りし、ヘラで押さえ、柄を
線彫りする。

④乾燥後、柏の部分の青磁釉
を施釉する。
（釉薬を厚く塗るため）

⑤素焼。
（焼成温度／700～800℃）

⑥筆を用いて施釉する。
（青磁釉は重ね塗り）

⑦本焼き焼成。
（焼成温度／1,240℃）

⑧金液を塗布し、最終焼成。
（焼成温度／750℃）

装飾タイル制作手順

この他にも様々な特徴をもったタイルも制作できますので、お問い合わせください。



陶壁
CRAFT & ART
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立体的なフォルムの美しさ。
凹凸感が与える重厚で力強い印象。
粘土の造形美と
焼きもの特有の釉薬の調和により
見る人に感動を与える陶壁を制作致します。

十六銀行多治見支店

専修大学付属高等学校専修大学付属高等学校

イタリア製ルーバー海外施工例

多治見市根本交流センター／独立壁

国立武蔵野学院

岐阜県土岐市総合病院　やすらぎイタリア製ルーバー海外施工例

多治見市根本交流センター／独立壁

国立武蔵野学院

岐阜県土岐市総合病院　やすらぎ

土岐市浄化センター

テラコッタ
CRAFT & ART

完全オーダーにより、大型鋳込成型による
オーナメントの製作を承ります。
また大型テラコッタルーバーを国内外より
お届け致します。

オーナメント

東濃信用金庫犬山支店

様々なタイルを組合わせたタイプだけでなく、オリジナ
ルで作陶した陶板によるアートまで製作できます。
異形状の組合せで、動きや立体感を表現した陶壁は、
単調になりがちな壁面を華やかに演出できます。

大型テラコッタの製作もできます。

最大サイズ W800～L400mm
一体成形にて生産

パーツの組合せにより、圧倒的な存在感を
持つ装飾が表現できます。



陶風呂＆洗面器
CRAFT & ART

粘土のやわらかな表情、焼物の温かさを生かし
１つ１つ手造りされた浴槽や鉢。
素材本来の美しさがにじみ出るような
圧倒的存在感をお楽しみください。
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CW-20
360×280×H100mm

¥65,000

HI-210
∅470×H170mm
¥41,850

HI-108
∅400×H140mm
¥34,500

HI-548
∅380×H110mm
¥42,900

HI-563
420×310×H150mm
¥61,800

釉薬・カラー

洗面器・手水鉢

形状・サイズ
HI-01・HI-02 HI-03 HI-05

HI-06 HI-07 HI-08

HI-09 HI-10

HI-11 HI-12 HI-13

!

　ご注文の流れ

〔1〕形状をお選びください。
　  オーダーによる形状・サイズなど、
　  様々なご要望にもお応え出来ます。
〔2〕設置される場所の有効寸法をご確認のうえ、
　  浴槽サイズをご指定ください。
　  形状により製造可能サイズがございますので
　  ご確認ください。
〔3〕排水位置・設置方法・循環設備等の詳細を
　  お伝えください。
　  穴アケ加工・底部のすべり止め加工・架台等の
　  ご提案をさせていただきます。
〔4〕釉薬をお選びください。
　  特注色も可能です。

　  約60日での納品となります。

HI-10／マンガンラスター
∅1700×H600mm

HI-05／深青（特注色）
W1800×D1000×H580mm

HI-05／窯肌Ａ
W1600×D950×H600mm

HI-810／焦げ窯変
（オーダーサイズ∅900～1250 ）

HI-809／白肌（特注色）
（オーダーサイズ∅900～1250）

特注形状／炎色二彩ビードロ
W1300×D800×H500mm

!
●水、湯等に浸した場合、変色したり貫入（釉薬に細かいヒビが入ること）等が
　入る場合がありますが、釉薬の特徴ですので品質には関係ありません。
●釉薬によっては汚れが付着し、取れにくい種類もあります。
　定期的なお手入れをお勧めします。
●使い始めは釉薬の種類により多少お湯がにじみ出る事もありますが、
　品質には問題ありません。
●浴槽には強いショックを与えないでください。
●全てご注文をいただいてから生産しますすので、納期は約60日となります。

窯肌A 窯肌Ｂ 焦げ窯変 炎色二彩

炎色二彩ビードロ 白マット 青銅 鉄

織部 ブルービードロ 二重ナマコ 緑生子

黒ビードロ 黄瀬戸 ルリ グリーン

炎色三彩 マンガンラスター ヒワ

漆 手洗鉢
根来（ねごろ）
273023
220×280×H125mm
¥30,000

手洗器
オールドイングランド
231080
∅300×H125mm
¥21,000

宙吹きガラス手洗鉢
オパールヘキサ
333210
250×270×H100mm
¥43,000

宙吹きガラス手洗鉢
グレイン
333030
∅270×H100mm
¥39,000

宙吹きガラス手洗鉢
スモーク
333120
∅270×H95mm
¥43,000

329051
約∅300×H125mm

¥36,000

手作り手洗鉢
重陽（ちょうよう）

釉薬はその都度、窯変により違った表情となりますので、まった
く同じ物は焼き上がりません。
このカラー見本とは、多少相違が生じますのでご了承ください。 水栓金具は商品に含まれません。

CW-33
570×270×H260mm
¥80,000
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イタリアンブリック
CRAFT & ART

フィレンツェテラコッタ
CRAFT & ART

ベネチア地方で古くから伝わる打込みレンガの味わいを
工場生産で再現した素焼レンガです。
250×120×55mm、240×115×70mmの
2サイズにフラット面・しわ面の
2種類を取り揃えています。

26

イタリア

スライスブリック

フィレンツェは、インプルネータ地方で造られる
イタリアの伝統的なテラコッタです。
焼成温度は900℃・吸水率15％の一般のテラコッタタイルとは異なり
1000℃の高温焼成のため、吸水率５％と凍害に強く
寒冷地の使用にも耐え得るのが最大の特長です。

イタリア

KYOTO Brick
鉄筋を通す為に
あらかじめ2穴あけた
ブリックです。

各種役物形状にも
特注対応します。

30色以上の豊富な色と2種類のサイズ面状を
お選び頂けます。

両外側だけをスライスして使用します。
サイズは、250×55×20mmと
240×70×20mmの
2種類です。

STRADA
側溝用

250×330×70mm

LAMOLE BORDO GREZZO
縁石用

100×330×160mm



CRAFT & ART
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マジェスティック
ジェムストーン
水晶・めのうなどのヒーリングストーンの原石を
樹脂で固めスライスするという
大胆な発想により作られた特注パネルです。
1440×2740mmのスラブ材から
切り出し可能なサイズに対応します。

アメジスト原石

ホワイト クォーツ※ ローズ クォーツ※ アメジスト※

デザート ペトリファイド ウッド ナチュラル アゲート※★ タイガー アイ ゴールドレッド アゲート※★ アフリカン ペトリファイド ウッド

ブルー アゲート※★ カーネリアン※

受輸入スラブ 2740×1440×t20mm
2740×1440×t30mmサイズ ： 参考価格 ：￥450,000／㎡￥500,000／㎡（★印のみ）　t20mm・t30mmは同価格になります。

この他、400角・600角等のタイルサイズにも受注輸入にて対応します。
※透過性がある石については、バックライトを使用し撮影しています。使用しない場合は印象が異なりますのでご注意ください。

ホワイト クォーツ

ナチュラル アゲート

ベネチアンテラゾー
CRAFT & ART

大理石の粉末を練り込んだセメント系ベースに
大理石モザイクでデザインしたアートを埋め込み
600角サイズに成型した人造大理石です。

Villa Malcontenta
angolo　600角
￥66,000／枚
（￥68,000／枚）

Villa Malcontenta
linea　600角
￥38,000／枚
（￥40,000／枚）

Villa Dolfin 
angolo　600角
￥85,000／枚
（￥87,000／枚）

Villa Pisani 
angolo　600角
￥72,000／枚
（￥73,000／枚）

Caffè Florian
600角4枚組
￥340,000／組
（￥360,000／組）

現場施工後、タイルのジョイント部に
ベースに使用した同じ材料を
見切材として塗り込んだ後、
専用研磨機で磨き上げます。
この一連の作業により
継ぎ目のほとんど目立たない
一体感のあるフロアーデザインが可能となります。

※下記ベースカラー7点は200角相当のイメージです。

Rio
￥30,000／㎡
（￥34,000／㎡）

Torcello
￥30,000／㎡
（￥34,000／㎡）

Lido
￥32,000／㎡
（￥36,000／㎡）

Bucintoro
￥32,000／㎡
（￥36,000／㎡）

Tintoretto
￥32,000／㎡
（￥36,000／㎡）

Alberoni
￥34,000／㎡
（￥38,000／㎡）

Serenissima
￥60,000／㎡
（￥64,000／㎡）

価格説明
上段：半磨き品
　　　（施工後の現場磨き必要）
下段：本磨き完成品

600角 600角 600角 600角 600角 600角

600角

カーネリアン

ナチュラル アゲート

ブルー アゲート

イタリアイスラエル
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ステンドグラス
CRAFT & ART

伝統的なデザインから現代的なデザイン迄
巾広い要求にお応えします。

オロネロ
CRAFT & ART

イタリア HOME DOME社の
ハンドメイドタイルです。

AURUM PLATINUM CUPRUM PURPUREUS IRIDIUM ANTRACITE

30

イタリア イタリア

磁器質タイルの上に特殊なガラス釉を施しました。
24kのゴールド・プラチナのラインのアクセントも取り揃えました。
●300角（9.5厚）
●600×300角（9.5厚）

GLOSSY

NERO

プレーン

ゴールドライン

プラチナ
ライン

BIANCO

プレーン

ゴールドライン

プラチナ
ライン

BLU

プレーン

ゴールドライン

プラチナ
ライン

ROSSO

プレーン

ゴールドライン

プラチナ
ライン

磁器質タイルの上に
24kの金を上絵付技法にて焼き付けました。

●300角（9.5厚）
●600×300角（9.5厚）

24kt
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ラックスエレメント
CRAFT & ART

●EPS製パネルがそのままタイル下地に。

ドイツ

32

BEFOR

AFTER

ELEMENTELEMENT TECTEC TOPTOP

LAVADOLAVADO TUBTUB RELAXRELAX

MODULMODUL DECODECO CONCEPTCONCEPT

●各種パネル●各種パネル

●洗面台●洗面台

●ベンチ
●サウナ
●ベンチ
●サウナ

●シャワーベース●シャワーベース

●丸柱●丸柱 ●ガゼボ
●特注ユニット
●ガゼボ
●特注ユニット

●シャワーブース
●椅子
●バスタブ

●シャワーブース
●椅子
●バスタブ

●排管カバー●排管カバー ●エプロン
　システム
●エプロン
　システム

パネルの両面がモルタルとグラスファイバーメッシュで
コーティングされた硬質発泡スチロール（EPS）製の下地材です。
600×2500mmの10種類の厚みのパネルに加え
シャワーベース・ブース・バスタブなどの各種パーツを使用して
オリジナルの水廻り空間の演出が可能です。

グラスファイバーメッシュ
ファブリック

モルタル材モルタル材
硬質
発泡スチロール材
（EPS）

TOP

タイル施工前

タイル施工後

ELEMENT TUB TEC

LAVADO

4mm～100mm迄の10種類の厚みのパネル
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特注門扉（W2,250×H2,200 ㎜）
参考価格 ¥1,400,000 ／セット

プレゼンボード
ロートアイアンはご要望に合わせて制作するため
デザインの提案から自社で行います。
完成品をイメージしやすいプレゼンボードです。

特注門扉（W1,500×H1,300 ㎜）　参考価格 ¥650,000 ／セット

特注グリル（W1,050×H1,500 ㎜）
参考価格 ¥170,000 ／セット

特注門扉（W4,150×H1,750 ㎜）
参考価格 ¥1,600,000 ／セット

完成品

ロートアイアン 鍛鉄
CRAFT & ART

鉄を１本１本たたいて形づくるロートアイアン。
イタリア、マエストロの熟練の技が漆黒の塊に命を吹き込みます。
本物の鉄にしかない、あたたかみのある表情を
お確かめください。
イタリア・日本両工房の連携により、
各種パーツの制作・組み立てを効率的に行います。

AC-14(W3600×H3500mm)
参考価格 ￥2,800,000/ セット

● ランプ

LP-3B（H320㎜・150×150㎜）
¥60,000

LP-1（H250㎜・∅150㎜）
¥80,000

鍛鉄と吹きガラスのコンビネーションです。

ドアハンドルC
¥42,000 ／個 ドアハンドルB

¥25,000 ／２個セット

ドアハンドルA
¥25,000 ／２個セット

● ドアハンドル

● 線香皿

¥14,000

PA-41
脚（H740㎜）
¥160,000

ガラス天板
（∅800㎜・12㎜厚）
¥60,000

コットベネット
サークルパターン
天板（∅800㎜）
¥130,000

● テーブル

鍛鉄製フェンスや門扉などにコー
ディネートできるおしゃれな小物類
をご紹介します。
テーブル・ランプなど、どれ１つと
ってもハンドメイドの風合い豊かな
重厚感のある造りです。小物類の
中にもしっかりと生きづく本物の
鉄の存在感をお楽しみください。

特注門扉（W815×H1,750 ㎜）
参考価格 ¥570,000 ／セット

イタリア



STONE
地球誕生の歴史をそれは見てきたかもしれない。
目に見えない大きな力によってかくも様々な色、模様、肌合い、が生まれるとは。
母なる地球に感謝を込めつつ石に魅せられる。

FLOOR  TILE
足になじむ感触、踏みしめる安定感。
一定のスパンの繰返しが、空間に拡がりを生み
快いリズムを刻む。

INTERIOR  TILE
手で触れて確かめる彫刻タイルの凹凸。
やさしく曲線を描くコーナー役物の納まり。
内装の言葉にふさわしいタイルの進化形がそこにある。

EXTERIOR  TILE
蒼空の下、風と親しみ草木と和む
外を装うタイルは建物の顔・・・
外の景を創るタイルであってほしい。

JAPANESQUE  TILE
背筋がピンとする心地良い緊張感。
ゆえに、主をより艶やかに引き立てる名脇役ともなる。
世界に発信する和モダンのタイル。

MOSAIC  TILE
●CERAMIC ●GLASS ●MARBLE

素材に託す大切なメッセージを
目地の流れにのせて限りなく雄弁に。
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シーブリーズ
SEA BREEZE

●22角 ¥7,800／㎡

●玉石 ¥8,800／㎡

●50角 ¥6,800／㎡

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●72角 ¥7,800／㎡

300

300

○カラー：20色

22角

玉石
50角

300

300

●22角 ¥7,800／㎡
●玉石 ¥8,800／㎡

●46.5角 ¥6,800／㎡

300

300

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

フォーラム
FORUM
○カラー：5色

22角

玉石

46.5角

300

300

プラネットモザイク
PLANET MOSAIC

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

284

280

○カラー：27色
●18.5×45楕円 ¥9,000／㎡～
●19丸 ¥8,300／㎡～

294

292

フラメンティ
FRAMMENTI

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

●5角 ¥46,500／㎡～

○カラー：単色10色・ミックス7色
　　

300

300

チップモザイク
CHIP MOSAIC

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●25×13～20不定形 ¥12,300／㎡～

○カラー：34色

293

308

25×13～20 不定形 

スキーム
SCHEME

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●14.5×48角 ¥7,200／㎡～
●19丸 ¥6,600／㎡～

●22×47角 ¥7,000／㎡～

294

292

14.5×48角 

19丸 

22×47角 

○カラー：8色

300

300

モノモザイク
MONO MOSAIC

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

300

300

デザイン：アトリエ タマモ
エスフォルタ横浜

●モノバー 15×47.5角 ¥9,300／㎡
●モノモザイク 15角 ¥9,300／㎡～

○カラー：46色（モノバー15色）

15×47.5角

15角

300

300

ギヤマンモザイク
DIAMANT MOSAIC

■Ⅰ類（磁器質）＋ガラス質

○カラー：53色

CARNA Fitness & Spa

●22.5角  ¥8,800／㎡～

300

300

裏足付きで剥離しにくい

ガラスとタイルの２層構造

角が丸いから安全
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ギャラクシア
GALAXIA

■Ⅰ類（磁器質）／施釉・無釉

●39丸アクセント ￥30／枚～

75

30

45

20

95

40

●29丸アクセント ￥30／枚～

●95丸 ￥23,500／㎡
●75丸 ￥22,500／㎡
●45丸 ￥31,200／㎡

○カラー：3色（アクセント5色）

39丸アクセント29丸アクセント

95丸

75丸

45丸

39 29

宙
SORA

■Ⅰ類（せっ器質）／施釉

335

232

●65丸  ￥17,700／㎡～

○カラー：10色

●乱形 ￥25,900／㎡

300

300

フォグリア
FOGLIA
○カラー：2色

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

300

300

●22×97角 ￥8,200／㎡～
●47×97角 ￥6,000／㎡～

47×97角

22×97角

トワイライト
TWILIGHT

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

○カラー：7色

300

300

283

300

●23×92角 ￥9,000／㎡～

なごみ
NAGOMI

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

○カラー：4色

横浜ダイヤビルディング

フラット面

通常面（かまぼこ形状）

スロープ
SLOPE

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●47×97角 ￥13,200／㎡～

200

400

B B B BA A A A

A A A AB B B B

10.5

14

8

B

A
マットブラック

ブライトブラック

マットラスターブラック

特注色
マットホワイト

○カラー：4色

ブライトラスター
ブラック

ウインドミル
WIND MILL

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●45角 ￥9,230／㎡

282

282

○カラー：4色

クラッキー
CRACKY

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●21角 ￥9,400／㎡
●46.5角 ￥7,200／㎡

●玉石 ￥8,900／㎡～

○カラー：8色 （玉石は9色）

300

300

46.5角 

21角 
玉石 

286

286
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マーブルモザイク
セミオーダーパターン
MARBLE MOSAIC  SEMI ORDER PATTERN
○基本パターン：7種 ￥17,000 ／㎡～
○カラー：21色

○カラー：17色

マーブルモザイク
MARBLE MOSAIC

■大理石モザイク

307

307

●15角 ￥19,800／㎡～

15角
10角

たまプラーザ
BRASSERIE  EMBRASSER
(ブラッセリー アンブラッセ )
設計：（株）エイムクリエイツ

ロザリオボーダー
ROSARIO BORDER

■ガラスタイル

●L ボーダー 方形乱尺 ￥20,000／㎡

L ボーダーS ボーダー

307

314

●S ボーダー 7×48角 ￥22,000／㎡

L ボーダー
方形乱尺

S ボーダー
7×48角

○カラー：10色

303

306

ファンライトガラス
FANLIGHT GLASS

■ガラスタイル

●11.5×25角 ￥31,000／㎡

●50×200角 モールディング
●20×200角 ベビーバー

●25角 ●35×146角
●11.5角●25×52角

○カラー：8色

11.5×25角

25角

35×146角

11.5角

25×52角

約314

324

※横 11＆12枚シートの場合

328

328

オルソーニ
ズマルチ・ベネチアーニ

ORSONI   SMALTI VENEZIANI

■モザイク用ガラス

●約18×10×t8㎜ ￥4,600／kg～　

500g当りの貼り上げ面積

●割肌面を横にした場合
目地無し・・・・・・
目地約１㎜ ・・・

約0.021㎡
約0.029㎡

●割肌面を上にした場合
目地無し・・・・・・
目地約１㎜ ・・・

約0.029㎡
約0.036㎡

18

10

8

8

18
10

○カラー：162色

※500g単位で販売

ステラモザイク
STELLA MOSAIC

■ガラスタイル

●19丸 ￥28,000／㎡～
●19×48楕円 ￥28,000／㎡～

302

296

東京ドームシティ
ジオポリス

○カラー：10色

19丸

19×48楕円

294

292

アイスジェイド
ICE JADE

■ガラスタイル

295

295

●15角 ￥19.550／㎡～

○カラー：38色

ガラスドロップ
GLASS DROP

■ガラスタイル

●20角 ￥17,800／㎡

307

307

横浜ダイヤビルディング

○カラー：7色

■ガラスタイル

ガラスモザイク
GLASS MOSAIC

●20角 ￥7,800／㎡～

322

322

○カラー：108色

STANDARD

24K  YELLOW

WHITE  GOLD

PEARL

MARBLE
有楽町マルイ　2F
インザピンクby　アールユージーンズ

42 43
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安土ボーダー
AZUCHI BORDER

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉・無釉

●25×200角 ￥10,400／㎡～

210

280

○カラー：施釉・無釉 各 8色

○カラー：施釉・無釉 各 8色

安土 100・乱形
AZUCHI 100・CRUSH

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉・無釉

●95角 ￥10,800／㎡～

300

300

●乱形 ￥17,800／㎡

300

300

○カラー：シェード・プレーン各4色

クラシカル
CLASSICAL

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

●乱形（プレーンタイプのみ） ￥18,800／㎡
●190角 ￥16,500／㎡～
●290角 ￥18,000／㎡～

○カラー：8色

雅趣
GASHU

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

60

30

13

235

●55角 ￥17,600／㎡
●115角 ￥14,600／㎡

●モールディング ￥2,200／本

●ボーダー ￥400／本

30

20

235

○カラー：7色

飛鳥陶板
ASUKA TOBAN

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●290角 ￥19,800／㎡

○カラー：8色

○カラー：8色

●145×500角 ￥27,000／㎡

飛鳥プレート
ASUKA PLATE

ASUKA BORDER

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●25×145角 ￥14,800／㎡

飛鳥ボーダー

○カラー：5色（アクセント6色）

陶波
TOHA

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●60×15角 アクセント ￥95／枚
●30×120角 凹 ￥17,800／㎡
●60×120角 凹 ￥17,800／㎡
●30×120角 凸 ￥17,800／㎡
●60×120角 凸 ￥17,800／㎡
●60×120角 平 ￥12,800／㎡

●モールディング ￥2,200／本
20

45

14
240

太鼓
TAIKO

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●147角 凸 ￥19,800／㎡
●147角 平 ￥18,800／㎡
●72×147角 凸 ￥17,800／㎡
●72×147角 平 ￥16,800／㎡
●34.5×147角 凸 ￥17,800／㎡
●34.5×147角 平 ￥16,800／㎡

○カラー：4色

44 45
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○カラー：5色

オリジン
■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●60×240角 ￥9,800／㎡～

ORIGIN

○カラー：無釉2色／施釉5色

陶キューブ
■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●90×90×40角 ￥150／個  ／ ￥330／個
●90×90×40角 有孔（無釉のみ） ￥120／個
●40×40×40角 ￥120／個  ／ ￥160／個

TOUCUBE

○カラー：5色

CLAY庵
ボーダー・ 笠木

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●40×240角 ボーダー ￥9,800／㎡
●147×290 笠木 ￥1,800／枚

BORDER・KSAGI
CLAYAN

○カラー：2面状 各 4色

●40×240角 スクラッチ面 ￥11,000／㎡

ももやま
■Ⅲ類（陶器質）／無釉

MOMOYAMA

●40×240角 粗面 ￥9,800／㎡

粗面

スクラッチ面

■Ⅲ類（陶器質）／無釉

ちぎりボーダー

●30×240角 ￥15,500／㎡～

CHIGIRI BORDER

●15×240角 ￥16,800／㎡～

○カラー：5色

古
INISHIE

●97角  プレーン￥7,600／㎡

●六角形  プレーン￥19,800／㎡

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

148

170

97

97

花　柄￥490／枚
江戸柄￥460／枚

花　柄￥990／枚
江戸柄￥890／枚

ブリエ
BRILLER

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

平 面

凸 面

●30×240角 平面 ￥18,400／㎡

●115×240角 平面 ￥19,600／㎡
●60×240角 平面 ￥13,900／㎡

●30×30角 凸面 ￥90／枚
●30×120角 凸面 ￥100／枚
●30×240角 凸面 ￥150／枚

●60×120角 凸面 ￥220／枚
●60×240角 凸面 ￥320／枚

●60×40角 凸面 ￥140／枚

○カラー：1色

○カラー：プレーン5色
花柄8色
江戸柄8色

○カラー：8色

安土 壁
AZUCHI KABE

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

●95角 ￥10,600／㎡～

10㎜目地の場合

●25×200角 ￥11,300／㎡～

315

315

210

280
(8枚)
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○カラー：14シェイプ  36色

●90角  2タイプ

●60×227角 10タイプ
●40×227角  2タイプ

●60×227角 フラットタイプ
　￥4,800／㎡～

シルバ
SILVA

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

Q-タイプ

H-タイプ

S-タイプ

フラット
タイプ

W-タイプ

M-タイプ U-タイプ

W-タイプ A-タイプ

X-タイプ

HU-タイプ

○カラー：6色

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

格子
KOSHI

●94角  ￥5,800／㎡

300

300

○カラー：8色

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

ブリーズブロック
BREEZE BLOCK

90
90

90

●90×90角 
粗　面  ￥41,300／㎡
ブラスト面  ￥44,000／㎡

●ダルガラス 
 ￥8,000／枚

粗 面

ブラスト面

○カラー：2色

クレセント
CRESCENT

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

●40×227角 スクラッチMIX ￥14,900／㎡
●60×227角 フラット ￥6,700／㎡
●60×227角 スクラッチMIX ￥11,700／㎡

●90×500角 スクラッチMIX ￥32,400／㎡

●90×227角 スクラッチMIX ￥14,200／㎡
●60×360角 スクラッチMIX ￥20,000／㎡

フラット

スクラッチ

○カラー：9色

ウエハー
WAFER

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●40×195角 ￥12,000／㎡

○カラー：5色

パティーナ
PATINA

■Ⅱ類（せっ器質）／施釉

●60×227角 ￥9,500／㎡

○カラー：5色

土彩
TSUCHIAKARI

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

●60×227角 ￥11,300／㎡

校倉
AZEKURA

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

●60×227角 ブラッシュ面 ￥11,900／㎡
●60×227角 スクラッチ面 ￥10,000／㎡
●25×227角 筋面 ￥10,900／㎡

スクラッチ面

ブラッシュ面

筋面

○カラー：5色
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○カラー：4色

スキーム ラージフォーマット
■Ⅰ類（磁器質）／施釉

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

SCHEME LARGE FORMAT

●97×197角 ￥7,800／㎡ ※
●97×97角 ￥7,000／㎡ ※
●47×97角 ￥7,000／㎡
●22×97角 ￥7,000／㎡
●72×147角 ￥7,800／㎡ ※
※バラ梱包

○カラー：3色
●75×152角（4面テーパー） ￥12,980／㎡
●75×152角（フラット面） ￥11,680／㎡
●152×152角（フラット面） ￥11,680／㎡
●75×75角（4面テーパー） ￥12,980／㎡
●75×75角（フラット面） ￥11,680／㎡

※フラット面は白のみ

■Ⅲ類（陶器質）／施釉

ファクター
FACTOR

○カラー：1色

土藝城黄土タイル
TSUCHIGEIJYO OUDO TILE

■Ⅲ類（陶器質）／無釉

●300角 ￥18,000／㎡
●220×280角 ￥18,000／㎡
●140×280角 ￥18,000／㎡

●100×300角 木目調 ￥21,000／㎡

（100×300角は木目調）

○カラー：5色

利久
RIKYU

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●75角 ￥7,800／㎡

316

316

○カラー：200角 1色

シシリー
SICILY

■Ⅲ類（陶器質）／施釉

●200角 ￥6,500／㎡

●16×200 ペンシルライナー ￥360／枚～
●32×200 ロープボーダー ￥500／枚

ロープボーダー 10色
ペンシルライナー 14色

○カラー：1色（マット・ブライト）

オクタゴン・ペンタゴン
OCTAGON・PENTAGON

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

●100角 ￥9,200／㎡

●25角 ￥180／11個シート～
●100角 アクセント ￥950／枚

●100角 オクタゴン ・ ペンタゴン ￥9,200／㎡

311

311

※25角は23色

●100×25角 アクセント ￥650／枚

○カラー：3色
MARMOL

■Ⅲ類（陶器質）／施釉

マーモル

300×600角 ￥5,100／㎡

300角 ￥5,500／㎡

300×900角 ￥7,200／㎡

100×600角 ￥6,000／㎡
150×600角 ￥6,000／㎡

●グロッシー

●マット

○カラー：2色
ICE AGE

■Ⅲ類（陶器質）／施釉

アイスエイジ

●300×600角 ￥4,800／㎡

●100×600角 ￥5,700／㎡

●300角 ￥5,100／㎡
●150×600角 ￥5,700／㎡

●300×900角 ￥6,900／㎡

スノーホワイト
（グロッシー）

アイシーホワイト
（マット）
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○カラー：1色
SPANISH TERRACOTTA

■Ⅲ類（陶器質）／無釉

スパニッシュ テラコッタ

●300角  ￥7,800／㎡
●200角  ￥7,800／㎡

○カラー：1色・製法3種
FIRENZE TERRACOTTA

■Ⅱ類（せっ器質）／無釉

フィレンツェ テラコッタ

●300角 カステル ノーボ（セミハンドメイド）
　￥12,800／㎡
●300角 コット ノービル（マシンメイド）
　￥9,800／㎡
●300角 階段／コット ノービル
　￥7,000／枚

●300角 ファット アマーノ（ハンドメイド）
　￥21,800／㎡

カステル ノーボ
（セミハンドメイド）

コット ノービル
（マシンメイド）

ファット アマーノ
（ハンドメイド）

○カラー：7色 ( 筋面は3色）
ALBERO

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

アルベロ

●125×500角 ￥7,700／㎡～

○カラー：6色
RIMINI

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

リミニ

●階段タイル ￥2,400／枚
●600角 ￥11,800／㎡

●300角 ￥8,800／㎡
●300×600角 ￥9,800／㎡

○カラー：8色
CANARINO

■Ⅰ類（磁器質）／施釉

カナリーノ

●150角 ￥6,000／㎡～
●300角 ￥6,000／㎡～

○カラー：4色
DESTINO

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

デスティーノ

●600×1200角 ￥18,000／㎡

●600角 ￥13,000／㎡
●300×600角 ￥13,000／㎡

○カラー：6色
TERRAZZA

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

テラッツァ

●300角 ￥9,000／㎡
●300×450角 ￥9,000／㎡

○カラー：6色

■Ⅰ類（磁器質）／無釉

ニューグローブ
NEW GLOBE

●450角 ￥16,280／㎡～

●300×600角 ￥16,280／㎡～
●600角 ￥16,500／㎡～

●450×900角 ￥18,480／㎡～

●60角 裏ネット貼り ￥49,000／㎡～
●ボーダーミックス 裏ネット貼り ￥52,000／㎡

P／磨き面

M／平面

R／石面
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○カラー：2色
TESSERA MOSAIC

■石灰石（ライムストーン）

テッセラモザイク

●25角 ￥23,500／㎡
●25×乱尺 ￥23,500／㎡

○カラー：7色
LIME STONE

■石灰石（ライムストーン）

ライムストーン

●400角 ￥12,800／㎡～
●400×600角 ￥18,300／㎡～
●600角 ￥19,600／㎡～

○カラー：6色
CLEF STONE

■天然石（割肌面）

クレフストーン

●25×200角 ￥9,800／㎡
●300角 ￥9,800／㎡

●方形乱尺 ￥17,000／㎡

FLAG STONE

■石灰石（ライムストーン）　■安山岩　■砂岩（サンドストーン）
■粘板岩（スレート）　■石英岩（クォーツサイト）　■斑岩

フラッグストーン

●300角 ￥9,000／㎡～
●400角 ￥9,000／㎡～
●600角 ￥9,900／㎡～

●乱形 ￥6,000／㎡～

○カラー：6色
●乱形 25㎜厚 ￥13,000／㎡～
●乱形 11㎜厚 ￥13,000／㎡～

かたつむり・うさぎ・はりねずみ・はちかたつむり・うさぎ・はりねずみ・はち
●ボーダーパターン
●サークルパターン

●200角アクセント ￥26,000／枚

■特殊加工大理石

コットベネット 乱形
COTTOVENETO PALLADIANA

床用
約25㎜厚

壁・床用
約11㎜厚

○カラー：9色

コットベネット 300
COTTOVENETO 300

■特殊加工大理石

●クアドロ アクセント

100角

25角
300角

50角
●300角 ￥23,000／㎡～

○カラー：イルモザイコ 12色

イル モザイコ

IL MOSAICO・TUMBLED GLASS
COTTOVENETO

■特殊加工大理石

タンブルド ガラス

●25角 ￥28,000／㎡～

302

302

●50角 ￥20,000／㎡～

302

302

コットベネット

タンブルドガラス 5色

○カラー：10色

コットベネット 100
COTTOVENETO 100

■特殊加工大理石

●100角 11㎜厚 バラ石 ￥15,000／㎡～

●階段用段鼻 ￥1,800／枚～
●100角 25㎜厚 バラ石 ￥23,000／㎡～

床用
約25㎜厚

壁・床用
約11㎜厚

302

302
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会社概要

株式会社エクシィズ　　
平成９年１０月１６日
笠井政志
10,000,000 円
14 名

許可番号　　岐阜県知事許可（般 -24）第 600377 号
許可年月日　平成 24 年 9月 3日
許可業種　　タイル・れんが・ブロック工事業、石工事業

愛知銀行  多治見支店、十六銀行  西多治見支店、東濃信用金庫  旭ヶ丘支店

会 社 名
設 立 日
代 表 者
資 本 金
従 業 員 数

業 法 許 可

取引先銀行

〒507-0071　岐阜県多治見市旭ヶ丘 10-6-55　TEL. 0572-20-0711　FAX. 0572-20-0722

〒170-0003　東京都豊島区駒込 6-35-10　TEL. 03-5974-7222　FAX. 03-5974-7178

〒550-0005　大阪府大阪市西区西本町 1-9-9　TEL. 06-6556-7859　FAX. 06-6556-7869

本 社

東京営業所

大阪営業所



プール・クア施設 公共・商業施設

物件名 施主

箱根小涌園ユネッサン

名古屋マリオットアソシアホテル

ホテルグランパシフィックメリディアン

横浜ベイシェラトン

セルリアンタワー東急ホテル

アクアブルー多摩

マリンスパあたみ

ウェルシティー市民プラザ

西部地域療育センター

豊島岡女子学園

盛岡市余熱利用健康増進センター

環境事業局金沢工場余熱利用施設

ラクーア

テルムマランラグーン

江の島アイランドスパ

すわっこランド

コンラッド東京

千葉余熱利用施設

さんぶの森元気館　屋内プール

Kai・遊・パーク

リフレッシュプラザ柏

リッツ・カールトン東京

東京ベイコートクラブ

マカオベネチアンホテル

星のや　竹富島

東京アメリカンクラブ

パレスホテル

藤田観光

ＪＲ

京急

相鉄

東急ホテル

多摩市

熱海市

横須賀市

横浜市

豊島岡女子学園

盛岡市

横浜市

東京ドーム

蒲郡海洋開発

飯田産業

諏訪市

コンラッドホテル

千葉市

千葉県山武町

甲斐市

柏市

リッツ・カールトン

リゾートトラスト

ベネチアンホテル

星野リゾート

東京アメリカンクラブ

三菱地所

物件名 施主

ホームサムイン中伊豆

国立療養所多摩全生園

国立武蔵野学院

浪速公園

川崎街道

さいたま新都心

浴風会病院

防府駅てんじんぐち

洗足学園大学付属第一高校

丸ビル

青淵文庫

横浜ベイクォーター

専修大学付属高校

ラゾーナ　川崎

ららぽーと　豊洲

ベルギー大使館

アンジェリーナスイート

東京経済大学

有楽町ルミネ

ＮＴＴ東日本研修センター

テラスモール湘南

所沢駅

大森赤十字病院

東急プラザ表参道

三井アウトレットパーク木更津

那須ガーデンアウトレット

政府管掌

関東信越地方医務局

厚生省

大阪市

東京都

国土交通省

浴風会

再開発事業

学校法人　洗足学園

三菱地所

竜門社

三菱倉庫

専修大学

東芝／三井不動産

三井不動産

ベルギー

アンジェリーナスイート

東経大

ルミネ

ＮＴＴ

住友商事

西武鉄道

日本赤十字

東急不動産

三井不動産

ジョーンズラングラサール

プール・クア施設用タイル（ギヤマンモザイク他）
特殊工芸加工大理石（コットベネット）
アートモザイク（ガラス・マーブル・タイル）
陶壁画、サイン陶板、特殊タイル、復刻タイル、和風国産タイル、テラコッタタイル、ルーバー
テラゾー、レンガ、リサイクルタイル、機能石材、陶製浴槽、材料及び工事

施釉ライン、シルクスクリーン製版機、印刷機、電気窯、ボールミル、サンドブラスト機、
タイルカット機、石切断機

取 扱 品 目

本社設備機器

主な納入先



本         社
〒507-0071
岐阜県多治見市旭ケ丘10丁目6-55
TEL 0572-20-0711
FAX 0572-20-0722
東京営業所
〒170-0003
東京都豊島区駒込6-35-10
TEL 03-5974-7222
FAX 03-5974-7178
大阪営業所
〒550-0005
大阪市西区西本町1-9-9 LAIDビル1F
TEL 06-6556-7859
FAX 06-6556-7869

E-mail : info@x-s.jp
http://www.x-s.jp
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