
取扱商品について

取り扱い商品についてその特徴や施工に関する注意点等が記載されています。

国内で一般に流通している建築用資材とはかなり趣を異にするものも含まれてい

ますので購入にあたってはこの小冊子を熟読の上、商品の特性を充分に理解してく

ださい。

思いこみや勘違いによる非効率を最小限にするために…。

私たちも正直に記載しますので…。
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メキシカンタイルについて

特徴

メキシコ中部地方において古くから伝統的に生産されている施釉のクレイタイルです。

その源流はスペインのマジョリカタイルにあります。かつて、スペイン人によって持ち

こまれ、原住民族インディオの文化と交じり合い長い歴史のあいだに独自のスタイルへ

と変化をとげていったものです。

メキシカンホワイトと呼ばれるややくすんだ白色のタイルを中心に、各種の無地タイ

ル、柄タイル、さらにそれらと同質のベースン（洗面器）、バスルームアクセサリーな

どによって構成されています。手工業的に生産されている低温焼成タイルですので、磁

器、せつ器質タイルでは得られない温かみのある質感を有しており素朴な絵付けと相ま

って、穏やかで心休まる独特の雰囲気を醸し出します。

産地周辺では寺院、公共建築、住宅、店舗などにひろくつかわれていますが、産地だけ

でなく、アメリカ西海岸あるいはヨーロッパなどにおいても、木、石、しっくい等の天

然素材とたいへん良く調和するところから、『サンタフェスタイル』や『カントリース

タイル』などの様式の建築にひろく用いられます。こういったおもむきの建築、あるい

は別荘、山荘などには最適な素材です。水廻りにはもちろんのこと、壁面、廻し縁、雑

巾摺り、あるいは階段の蹴上げなどさまざまな場所にお使いいただけます。

また元来、とても素朴な仕上がりのタイルなので、施工における正確さはさほど必要と

はされません。したがって素人工作で施工してもとても良い感じに仕上がります。自作

派の方々にもおすすめです。

概略寸法

１００ＭＭ×１００ＭＭ（カタログ掲載全種在庫）

５０ＭＭ×５０ＭＭ（在庫しているのは１部の品番に限られます。詳細はお問い合わせく

ださい。）

性能

JIS A5209-1987にもとづく試験結果は以下の通りです。充分に精通の上、適所に適切な

工法にて施工してください。以下の検査結果は全国タイル検査技術協会の検査によるも

のです。

吸水率 平均 9.1％

耐ひび割れ性 ひび割れ拡大

曲げ強さ 平均 44.7N/CM

耐凍害性 異常なし

耐酸性 異常なし

耐アルカリ性 異常なし

施工上の注意

§ 通常のタイルに比べると寸法、形状（バチ・ソリ）、発色のばらつきが大き

いので目地幅は広くとってください。割付心々で１０７～１０９ＭＭ程度を

おすすめしていますが目地巾は目地色と共にデザイン上極めて重要なポイン

トとなります。施主、設計者、施工者の間で充分にご検討ください。

§ 発色、寸法のばらつきがパッケージ単位でかたよっている事がありますの

で、 施工前に必ず均一に散らばるように調整してください。

§ 施工前の状態では割れ易いので、取り扱いには充分にご注意ください。
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§ タイルに反りがあるので従来工法または圧着工法をおすすめします。接着剤

で施工する場合は接着剤の乾燥による収縮には充分配慮して下さい。特にア

クリル系の接着剤はエポキシ系の物に比して収縮が大きいので注意が必要で

す。

§ 接着後モルタルとタイルの間に隙間があると割れの原因になります。充分に

注意してください。特に在来工法では内部に空洞が出来ないように注意して

ください。

§ タイル施釉面上には貫入があります。濃色の色目地にするときは『塗り込み

目地』とすると貫入に顔料が入り込み落ちなくなります。あえてそうする事

もありますがそれを望まない時には『こて詰め目地』として慎重に施工して

ください。

§ 貫入、素焼き段階に於けるチップは不良品ではありません。ご了承ください。
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メキシコ製洗面器と関連商品について

概略寸法

ＴＢＲ（円形）シリーズ

小型直径３６５ＭＭ（カタログ掲載全種在庫）

大型直径４３０ＭＭ（216 243 244 274 248 259 275 2752 281 282 2114のみ在庫）

(ＴＢＲ 円形シリーズに中型はありません。)

ＴＢＯ（楕円）シリーズ

小型長径４１０ＭＭ短径２９５ＭＭ（カタログ掲載全種在庫）

中型長径４４０ＭＭ短径３５０ＭＭ（216 244 248 274 281 2751のみ在庫）

大型長径４８５ＭＭ短径３８０ＭＭ（216 244 248 259 274 2752 281 282 2113のみ在庫）

施工上の注意

§ 上記寸法は設計者向けの参考値です。輸入ロットによって寸法がかなり違う事があ

ります。施工は必ず現物あわせで行ってください。型紙は用意しておりません。

§ 陶製の為壊れ易いので取り扱いには充分ご注意下さい。

取り付けの為の特殊金具はありません。カウンタートップに現物あわせによって開

§ けた穴に落とし込み、接着によって固定します。

§ 木製のカウンタートップに設置する時は天板の湿度変化による伸縮に対して十分

に配慮して下さい。特に新品の無垢の単板使用時、梅雨期等多湿期の施工では木材

の収縮に対して十分な遊びを必要とします。（このような場合は接着剤、目地剤に

はシリコンの使用をおすすめします。）

§ 排水金具は市販品（ＴＯＴＯ Ｔ６Ｓ・Ｔ６Ｐ）が使えます。弊社では推奨品とし

てメッキされていない真鍮製の排水金具を取り扱っております。

§ 製品本来の特徴として各部に若干の寸法差やひずみがあります。この為排水金具取

り付け部からの漏水には充分ご注意下さい。以下の点を参考の上慎重に施工して頂

きたくお願いいたします。排水金具上部のＵパッキンが厚すぎて金具が突出する時

はＵパッキンを用いずシリコンシーラントを用いた方が良好な時があります。陶製

の為３角パッキンを過度に締め付けると破損する事があります。締め過ぎない様注

意して下さい。水漏れ防止の為にはシリコンシーラントの併用をおすすめします。

§ 施釉面には貫入があります。使用に伴い貫入が目立って古色が出てきます。



 5

テラコッタシリーズについて

特徴

メキシカンタイルと同じ産地でつくられているハンドメイドのテラコッタです。欧州産

のテラコッタに比べると寸法差、焼きムラが大きく、かなりラフな仕上がりになります。

メキシカンタイルと同じ陶土、焼成度なのでメキシカンタイルと一緒に使えば程よいラ

フ加減になり統一感が得られます

概略寸法

２００ＭＭ角 ２５０ＭＭ角 （６角形のテラコッタは現在取り扱っていません。）

用途

床材（屋内、屋外共に使えます。）壁材

注意点

仕上げ用のシール処理はされていません。室内では施工後シール処理をして下さい。

シーラーには水性エマルジョン系と天然油脂系があります。天然油脂（アマニ油）によ

る仕上げの方が落ち着いた色調になり、また経年変化も良好です。屋外ではシールをし

なくても平気です。コケがはえて田舎風の雰囲気になります。また、あまりコケがはえ

すぎるのもいかがなものかという場合は年に３，４回程度デッキブラシで掃除をして下

さい。かなりスッキリとした感じに維持できます。どうしても仕上がりの時の色調を維

持したい場合はシラン系の防水処理をして下さい。

シール剤

アマニ油、合成樹脂のシール剤は取り扱い業者をご紹介します。お問い合わせ下さい。
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水栓金具について

現在、英国 Czech & Speake 社の製品は常時在庫品としては取り扱っていません。輸入の代

行はいたします。納期、価格については別途見積もりいたしますので弊社宛お問い合わせ

ください。

トラディショナルシンクスシリーズについて

特徴

ヨーロッパ各地で古くからつくられている伝統的なスタイルのキッチン用流しです。イ

ギリスを中心に人気のある田舎風の建築にはかかす事の出来ない流し台といえます。

Belfast Sinks の方はより素朴な感じ、French Farmhouse Sinks の方はもう少し精緻

な感じの仕上がりです。いずれにしても日本製の実験水槽などにはみられない良い感じ

を持っています。いずれも伝統的な製造法による磁器製品で非常に堅牢なため保守性の

高さは一番です。ただしステンレス製の流しに比べ、手を滑らせると、ガラス器や食器

などが割れやすいことはいなめません。大切な食器を扱う時は気を付けましょう。すの

こや水はね防止マットを使えばふせぐことができます。

排水金具

排水金具ＷＤ９０はいずれのシンクにも適合します。シンクの価格にこれらの金具類は

含まれていません。つまみ操作により水を溜める事も出来ます。目皿がついているので

排水管にごみが流れるのを防ぎます。この金具にトラップはついていません。下流の配

管でトラップを設けて下さい。本金具と配水管との接続に必要な部品はホームセンター

等で入手できます。
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価格表 平成２９年７月１日改訂版(８％消費税を含んだ価格)

タイルとテラコッタ

メキシカンタイル

（１００ｍｍ角）

無地  メキシカンホワイト（ＴＣ－０１６） *￥２４８/枚

上記以外の各色 *￥３２４/枚

柄物全種 *￥３７８/枚

役物Ｖ－ＣＡＰ Ｃ－ＣＡＰ ￥４３２/個

平物１面取り、２面取り ￥４３２/枚

メキシカンタイル（５０ｍｍ角） ￥２７０/枚

メキシコ製洗面所用流し 小 ￥４５３６０/個

中 (楕円のみ) ￥５６７００/個

大 ￥６８０４０/個

メキシコ製バスルームアクセサリーセット ５種１組 ￥４５３６０/組

ばら売り ￥１０８００/個

メキシコ製ハンドメイドテラコッタ ２００ｍｍ角 ￥１２９６０/㎡

２５０ｍｍ角 ￥１２９６０/㎡

キッチンシンク

FS 900 D \１４９０４０/台

FS 600 \１０２６５１/台

BS 750 \１５２２２８/台

BS 600 \１１２１１４/台

WD 90 NTB \１８５１４/個

WD 90 Chrome \１４３９９/個

水道栓

ＣＳ３２１２３Ｕ 単水栓 蛇口長７５ｍｍ 在庫なし別途見積り

ＣＳ３２１２５Ｕ 単水栓 蛇口長１２５ｍｍ 在庫なし別途見積り

ＣＳ３６４５２Ｕ 混合水栓 蛇口長１２５ｍｍ 在庫なし別途見積り

ＣＳ４４３０８Ｕ シャワー付き混合栓 壁出し 在庫なし別途見積り

ＣＳ６１９１０Ｕ キッチン用混合水栓 蛇口長２５０ｍｍ 在庫なし別途見積り

ＣＳ６１９１１Ｕ キッチン用混合水栓 蛇口長２００ｍｍ 在庫なし別途見積り

ＣＳ６８００８Ｕ ペーパーロールホルダー 真鍮製 在庫なし別途見積り

ＣＳ６８０１２Ｕ 壁付け石鹸皿 在庫なし別途見積り

ＫＤ４３３６Ｓ 洗面器用排水金具（Ｓトラップ） ￥６４８０/組

ＫＤ４３３７Ｐ 洗面器用排水金具（Ｐトラップ） ￥５４００/組

· 上記価格は商品の税込価格です。施工費、送料は含まれていません。価格は予告なく変更する事があ

ります。

· 価格に*マークのついているもの（１００ｍｍ角メキシカンタイル）を平米単位でお求めになる場合、

量に応じた平米単位の割引価格を設定いたします。都度 090-5517-0489岩倉までご相談ください。

· カタログ掲載品については常時在庫、３営業日以内の出荷を目指していますが場合によっては品切れ

となる事もあります。在庫確認、予約は早めにお願いします。CZECH & SPEAKE 社製品の在庫はありませ

ん。納期、価格については別途お問い合わせください。

· 商品受け取り時に破損、欠品の確認を行い、不具合が見つかった時は到着後５日以内にご連絡くださ

い。在庫状況によっては同一商品を再供給できないこともあります。その場合は同等の他製品に替え

る場合もあります。ご了承ください。
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設計・施工について

なるべく自然素材だけを使った

山荘、別荘、住宅などの新築、改築工事をお引き受けします。

必要な所にはメキシカンタイルをふんだんに使って…

あくまで自然に溶け込むように…

とことん居心地の良い空間をめざして。

気軽に御相談下さい。

ＳＹＲＩＮＸ

〒253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤2272 (丸一輸送興業㈱倉庫内)

TEL 090-5517-0489

E-mail info@syrinx-asia.com  Web http://www.syrinx-asia.com


