
トッパーコルク 新価格表

2022年10月1日現在の価格表です。

改定版

トッパーコルクは改正建築基準法「ホルムアルデヒドに関する
規制」令第20条の5第4項に該当する建築材料の最上位規格
F☆☆☆☆に対応。大臣認定取得商品です。使用面積の
制限も受けず、安心してお使いいただけます。

（一社）日本建材・住宅設備産業協会（略称：建産協）の「化粧
板等からの4VOC（トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン）
放散に関する自主表示制度」において、「4VOC基準適合」
として登録された商品に表示しています。

エコマークは、環境への負荷が「相対的に少
ない」「低減できる」など、環境保全に役立つと
認められた商品に付けられます。当社のエコ
マーク認定商品は、左記の通りです。

木質部に再・未利用材を100％使用
ホルムアルデヒド放散速度5μg/(㎡・h)以下
木材保存剤不使用

エコマーク認定番号
第06115001 号

［ エコマーク認定商品 ］

コルクタイル、コルクシート、
ロールコルク

［ エコマーク認定商品 ］

炭化コルク〈コルダン〉

再生材料を使用・100％
熱伝導率0.047W/（ｍ・K）以下

エコマーク認定番号
第08123014 号

4VOC基準適合

大臣認定



ガス3社 温水式床暖房
対 応 品

床暖房
対応● 耐熱性､保温性に優れるコルクフロアは床暖房用にも最適です。表示マーク          は電気式と温水式のそれぞれの床暖房の方式に対応可能なフロアを示しています。

● 　　　　　　  は、ガス3社（東京、大阪、東邦ガス）の温水式床暖房対応商品を示しています。各ガス会社の施工要領で施工してください。

● 床材としてご使用の場合は、表面の汚れを防ぐため、施工後にワックスか塗料を塗布してご使用ください。

M-５０2３（ナチュラル）

M-５０２５（ナチュラル）

コルクタイル
３００×３００×３.２㎜

３００×３００×５㎜

無塗装コルクタイル

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

¥08,712（¥ 7,920）

¥11,495（¥10,450）

¥0,792（¥ 720）

¥1,045（¥ 950）

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2
エコマーク認定番号  第06115001号 

床暖房
対応

規　格品　番

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０３

コルクフローリング
（四面面取加工）

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-３３Vです。

AＷ-ＬF１５５（ライト） １５０×９００×５㎜ ¥14,489（¥13,172） ¥1,958（¥1,780）
4VOC基準適合

大臣認定 MFN－１６５３

コルクフローリング
（四面面取加工） COE-BF５ １５０×９００×５㎜ ¥14,978（¥13,616） ¥2,024（¥1,840）

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０６２２

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2規　格品　番

AＷ-N３（ナチュラル）

AＷ-N５（ナチュラル）

コルクタイル
３００×３００×３.２㎜

３００×３００×５㎜

特殊樹脂ワックス仕上

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

¥10,285（¥ 9,350）

¥12,705（¥11,550）

エコマーク認定番号  第06115001号 

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－１６５３

ガス3社 温水式床暖房
対 応 品

床暖房
対応

¥0,935（¥ 850）

¥1,155（¥1,050）

参考価格/m2規　格品　番

COE-N３（ナチュラル）
COE-N５（ナチュラル）
COE-C５（クリスタル）
COE-S５（スター）
COE-TIR5

コルクタイル
３００×３００×３.２㎜
３００×３００×５㎜
３００×３００×５㎜
３００×３００×５㎜
３００×３００×５㎜

天然オイル仕上

● 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。

¥11,495（¥10,450）
¥13,915（¥12,650）
¥13,310（¥12,100）
¥13,310（¥12,100）
¥14,520（¥13,200）

施工は専用接着剤
TCE-３３V又は、
トッパーコルクボンドS

エコマーク認定番号  第06115001号 
1枚単価 備　考 認定表示等

¥1,045（¥ 950）
¥1,265（¥1,150）
¥1,210（¥1,100）
¥1,210（¥1,100）
¥1,320（¥1,200）

ガス3社 温水式床暖房
対 応 品

床暖房
対応

大臣認定 MFN－０６２２

4VOC基準適合

備　考 認定表示等1枚単価参考価格/m2規　格品　番

エコマーク認定番号  第06115001号 

２Ｗ-３（ライト）
コルクタイル

３００×３００×３.２㎜

重歩行用厚塗ワックス

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-３３Vです。

¥ 7,865（¥ 7,150） ¥0,715（¥ 650） 土足専用（上履不可）
大臣認定 MFN－０３０３

4VOC基準適合

コルクタイル／コルクフローリング
 ※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2規　格品　番

ＣK-N５（ナチュラル）

ＣK-B５（ブラウン）

ＣK-W５（エクリュホワイト）

CK-K5（ブラック）

コルクタイル
３００×３００×５㎜

３００×３００×５㎜

３００×３００×５㎜

３００×３００×５㎜

¥14,520（¥13,200）
¥16,335（¥14,850）
¥16,335（¥14,850）
¥16,335（¥14,850）

¥1,320（¥1,200）
¥1,485（¥1,350）
¥1,485（¥1,350）
¥1,485（¥1,350）

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０６２２

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

床暖房
対応

※ピンヒールや砂の付いた靴では
傷・へこみが付く場合があります。

セラミック仕上カラーコルク〈防滑タイプ〉エコマーク認定番号  第06115001号 ３００㎜角１１枚を１m2で計算しています。

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

コルクタイル
３００×３００×3.2㎜

３００×３００×５㎜

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2
セラミック仕上

規　格品　番

¥12,705（¥11,550）

¥15,246（¥13,860）

¥1,155（¥1,050）

¥1,386（¥1,260）
● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

※ピンヒールや砂の付いた靴では
傷・へこみが付く場合があります。

C-700N3（ナチュラル）

C-700N5（ナチュラル） 4VOC基準適合

大臣認定 MFN-0622

エコマーク認定番号  第06115001号 

CR-1000N5（ナチュラル）
CR-1000B5（ブラウン）
CR-1000W5（エクリュホワイト）

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

コルクタイル
300×600×5㎜
300×600×5㎜
300×600×5㎜

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2
セラミック仕上〈防滑タイプ〉

規　格品　番

¥15,730（¥14,300）
¥16,940（¥15,400）
¥16,940（¥15,400）

¥2,860（¥2,600）
¥3,080（¥2,800）
¥3,080（¥2,800）

4VOC基準適合

大臣認定 MFN-0622

※ピンヒールや砂の付いた靴では
傷・へこみが付く場合があります。

C-500W５
（エクリュホワイト）

施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

コルクタイル

３００×３００×５㎜

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2
ソフトセラミック仕上 エコマーク認定番号  第06115001号 

規　格品　番

¥15,125（¥13,750） ¥1,375（¥1,250）
4VOC基準適合

大臣認定 MFN－3254

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

※ピンヒールや砂の付いた靴では
傷・へこみが付く場合があります。

廃番
予定

エコマーク認定番号  第06115001号 

1



4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０３

 ※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又は、TCE-３３Vです。

※ HK-23、HK-25は廃番になりました。

CW-F155
（ホワイトグレー）

コルクフローリング
（四面面取加工） １5０×９００×5㎜（面取） ¥15,954（¥14,504） ¥2,156（¥1,960）

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０３

ＣＢ-５（ブラウン）

ＣW-５（エクリュホワイト）

カラーコルクタイル ３００×３００×５㎜

３００×３００×５㎜

¥13,915（¥12,650）

¥13,915（¥12,650）

¥1,265（¥1,150）

¥1,265（¥1,150）
施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０３

● デザイン貼りの場合は、事前にお問い合わせください。

床暖房
対応

ガス3社 温水式床暖房
対 応 品

３００㎜角１１枚を１m2で計算しています。 

● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-４０００です。

表面仕上コルクタイルは
5㎜厚をご使用ください。

防音・断熱床下地材〈コルホーン〉

COH４５N

防音・断熱床下地材
コルホーン

¥8,635（¥7,850）

備　考 認定表示等品　番 1枚単価参考価格/m2

６００×９００×１０㎜

規　格

¥15,543（¥14,130）
4VOC基準適合

K－００２０４６
建産協表示登録

● 浴室フロア用コルクタイルの施工は、専用接着剤をお使いください。　● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を必ず使用してください。

BA-７ （無塗装）
BA-１３ （無塗装）
BA-３05 （無塗装）

浴室用コルクタイル
（無塗装） １４８×１４８×７㎜（面取）

１４８×１４８×１３㎜（面取）
300×300×5㎜（面取）
600×915×7㎜

浴室リフォーム・壁用

浴室フロア用

脱衣室専用

脱衣室用マット

¥ 825（¥ 750）
¥ 1,045（¥ 950）
¥ 2,365（¥2,150）
¥11,550（¥10,500）

¥36,300（¥33,000）
¥45,980（¥41,800）
¥26,015（¥23,650）
¥20,790（¥18,900）

浴室フロア用コルクタイル〈バスコ〉
1枚単価 備　考参考価格/m2規　格 認定表示等品　番

4VOC基準適合

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０６２２

大臣認定 MFN－０３０３

BA-690 （無塗装）

コルダン２５

コルダン５０

断熱材
６１０×９１５×２５㎜
６１０×９１５×３０㎜
６１０×９１５×５０㎜

１２枚/ケース単位

１０枚/ケース単位

  ６枚/ケース単位

規制対象外商品
（試験成績表あり）

¥41,360（¥37,600）
¥38,500（¥35,000）
¥38,500（¥35,000）

¥ 6,204（¥ 5,640）
¥ 6,930（¥ 6,300）
¥11,550（¥10,500）

炭化コルク〈コルダン〉
1ケース単価 備　考参考価格/m2規　格 認定表示等品　番

エコマーク認定番号  第08123014号 

● 運送費は別途お問い合わせください。

トッパーアートコルク

AT-HM-01
AT-HM-02
AT-HM-03
AT-HM-04
AT-HM-05
AT-BO-02

トッパーアート
コルク ３００×600×4㎜

３００×600×4㎜
３００×600×4㎜
３００×600×4㎜
３００×600×4㎜
３００×600×4㎜

¥16,638（¥15,125）
¥16,638（¥15,125）
¥16,638（¥15,125）
¥16,638（¥15,125）
¥16,638（¥15,125）
¥16,033（¥14,575）

¥3,025（¥2,750）
¥3,025（¥2,750）
¥3,025（¥2,750）
¥3,025（¥2,750）
¥3,025（¥2,750）
¥2,915（¥2,650）

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2規　格品　番

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－3351
※ピンヒールや砂の付いた靴では
傷・へこみが付く場合があります。

COS-AF8（アクリル樹脂仕上）
COS-MF8（無塗装）

コルサンフローリング
145×900×8㎜
145×900×8㎜

コルサンフローリング

施工は専用接着剤
TCE-6000

¥15,048（¥13,680）
¥13,794（¥12,540）

¥1,980（¥1,800）
¥1,815（¥1,650）

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2
エコマーク認定番号  第06115001号 

規　格品　番

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－3276

CSF-５５（ナチュラル）
CSF-５７（ブラウン）

ウレタン仕上
３００×９１０×１０.５㎜
３００×９１０×１０.５㎜

スピード施工コルクフローリング

¥5,280（¥4,800）
¥4,950（¥4,500）

¥19,008（¥17,280）
¥17,820（¥16,200）

1枚単価 備　考参考価格/m2規　格 認定表示等品　番
ノリ・釘不用
必要枚数出荷可

（基材：耐水性HDF） 4VOC基準適合

大臣認定 MFN－１３８２

廃番
予定
廃番
予定

コルダン３０

強化ウレタン仕上

ＨＫ-N３（ナチュラル）
ＨＫ-N４（ナチュラル）
ＨＫ-N５（ナチュラル）
ＨＫ-N７（ナチュラル）
ＨＫ-3３（ライト）
ＨＫ-3５（ライト）

ナチュラルカラー
コルクタイル ３００×３００×３.２㎜

３００×３００×４㎜
３００×３００×５㎜
３００×３００×７㎜
３００×３００×３.２㎜
３００×３００×５㎜

¥11,858（¥10,780）
¥12,100（¥11,000）
¥13,310（¥12,100）
¥17,908（¥16,280）
¥12,705（¥11,550）
¥13,915（¥12,650）

¥1,078（¥ 980）
¥1,100（¥1,000）
¥1,210（¥1,100）
¥1,628（¥1,480）
¥1,155（¥1,050）
¥1,265（¥1,150）

光沢あり
施工は専用接着剤
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

1枚単価 備　考 認定表示等参考価格/m2

エコマーク認定番号  第06115001号 
規　格品　番

床暖房
対応

ガス3社 温水式床暖房
対 応 品

施工工具は６頁に
掲載しています。

2



認定表示等

合板５.５㎜ コルク２㎜

合板５.５㎜ コルク５㎜

防火性能 ： 非防火

TP-１３６２
TP-１３６3
TP-１３６５
TP-１３６6

合板とコルクの
複合品 ９１０×１８２０×  ７.５㎜

９１０×  905×  7.５㎜
９１０×１８２０×１０.５㎜
９１０×  905×10.５㎜

トッパープライ（壁・天井用パネル）

● 市販の木工用ボンドと仮止め釘の併用で施工してください。※サイズ910×1820mmの商品の運送費は別途お問い合わせください。

¥16,610（¥15,100）
¥ 8,316（¥ 7,560）
¥21,109（¥19,190）
¥10,560（¥ 9,600）

¥ 9,966（¥ 9,060）
¥ 9,979（¥ 9,072）
¥12,665（¥11,514）
¥12,672（¥11,520）

1枚単価 備　考参考価格/m2規　格品　番

4VOC基準適合

K－０００９１０
建産協表示登録

3

U :クリア、B :ブラウン、W :ホワイト
この商品は、表面、ウレタン仕上

蹴込み部にも使用できます。

コルクリニューアル階段（箱型階段用）

コルク段鼻

コルク上段カマチ

廻り・踊り場用

２４０×９００×３.２㎜
２４０×９００×３.２㎜
２４０×９００×３.２㎜

４３×９００×３５㎜

４３×９００×３５㎜

１２０×９００×３.２㎜

K-２４０U
K-２４０B
K-２４０W

K-４３

K-１５

F-１２

特殊樹脂
ワックス仕上

￥3,355/枚（￥3,050/枚）
￥3,355/枚（￥3,050/枚）
￥3,355/枚（¥3,050/枚）

￥5,830/本（￥5,300/本）

￥5,885/本（￥5,350/本）

￥1,232/枚（￥1,120/枚）

単　価 備　考規　格 認定表示等品　番

コルク上段カマチ

9㎜

35㎜

1.5㎜
7㎜

4
3
㎜

コルク段鼻

9㎜

35㎜

3.2㎜
7㎜

4
3
㎜

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－1653

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－1653

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－0303

K-２４０ ２４０×９００×３.２㎜ ￥3,355/枚（¥3,050/枚）

コルク踏み板

※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。

防火性能 ： 非防火

VC-B
VC-S
VC-R
AC-B
AC-M

バージンコルク

ベリーバージン
甘皮コルクシート

６１０×９１５×30㎜
３００×３００×30㎜
６１０×９１５×26㎜
600×915×7.5㎜
300×600×7.5㎜

¥22,330（¥20,300）
¥ 3,883（¥ 3,530）
¥22,330（¥20,300）
¥14,740（¥13,400）
¥ 5,093（¥ 4,630）

¥40,194（¥36,540）
¥42,713（¥38,830）
¥40,194（¥36,540）
¥26,532（¥24,120）
¥28,012（¥25,465）

1枚単価 備　考参考価格/m2規　格 認定表示等品　番

4VOC基準適合

K－００２835
建産協表示登録

● 壁用コルクシートについては、発注前に在庫をご確認ください。

Ｍ-４０8（ＨＫ柄）

無塗装
コルクシート

６１０×９１５×３㎜
施工は壁専用接着剤
RO-１０、３０、１５０ ¥3,740（¥3,400）¥ 6,732（¥ 6,120）

1枚単価 備　考参考価格/m2規　格 認定表示等品　番

エコマーク認定番号  第06115001号 

MFN－０３０３大臣認定

Ｍ-４０６（ＨＭＹ柄）
Ｍ-４０５（ＴＩＲ柄）

６１０×９１５×３㎜
６１０×９１５×３㎜

¥6,380（¥5,800）
¥6,160（¥5,600）

¥11,484（¥10,440）
¥11,088（¥10,080）

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０６２３

防火性能 ： 非防火

¥ 9,499（¥ 8,635）
¥11,072（¥10,065）
¥12,524（¥11,385）
¥12,524（¥11,385）
¥11,798（¥10,725）
¥11,798（¥10,725）

認定表示等

HK-1
BO-2
TIR-2
TIR-3
HM-2
HM-3

ワックス仕上
コルクシート 300×600×3mm

300×600×3mm
300×600×3mm
300×600×3mm
300×600×3mm
300×600×3mm

トッパーウォールコルク
1枚単価 備　考参考価格/m2規　格品　番

¥1,727（¥1,570）
¥2,013（¥1,830）
¥2,277（¥2,070）
¥2,277（¥2,070）
¥2,145（¥1,950）
¥2,145（¥1,950）

4VOC基準適合

MFN－0623大臣認定

MFN－0303大臣認定

廃番
予定
廃番
予定



規　格 1m単価 備　考参考価格/m2 認定表示等品　番

● ご注文は、長さ1m以上、１０cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

Ｍ１０６R２（９１５巾）
Ｍ１０６R３（９１５巾）
Ｍ１０６R５（９１５巾）
Ｍ１０６R１２（１０００巾）
Ｍ１０６R１３（１０００巾）
Ｍ１０６R１２３（１２００巾）
Ｍ１０６R１２５（１２００巾）
CF-R２（９１５巾）
CF-R３（９１５巾）
CF-R５（９１５巾）

ロールコルク
（無塗装） ９１５×２㎜×８０m

９１５×３㎜×５３m
９１５×５㎜×３２m
 １０００×２㎜×８０m
 １０００×３㎜×５３m
 １２００×３㎜×５３m
 １２００×５㎜×３２m
９１５×２㎜×８０m
９１５×３㎜×５３m
９１５×５㎜×３２m

ロールコルク

細
か
い
目

粗
い
目

¥3,424（¥3,113）
¥5,155（¥4,686）
¥8,591（¥7,810）
¥3,212（¥2,920）
¥4,818（¥4,380）
¥4,910（¥4,464）
¥8,175（¥7,432）
¥3,146（¥2,860）
¥4,755（¥4,323）
¥7,938（¥7,216）

施工は壁専用接着剤
RO-１０、３０、１５０
床下地の場合は、
TCE-4000

エコマーク認定番号  第06115001号 

長さ１mの単価です。★

長さ１mの単価です。★

（掲示板用コルク）

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０２

¥ 3,113（¥2,830）
¥ 4,686（¥4,260）
¥ 7,810（¥7,100）
¥ 3,212（¥2,920）
¥ 4,818（¥4,380）
¥ 6,138（¥5,580）
¥ 10,219（¥9,290）
¥ 2,860（¥2,600）
¥ 4,323（¥3,930）
¥ 7,216（¥6,560）

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

● ご注文は、長さ1m以上、１０cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

M１０６-AR３〈赤〉（９１５巾）

M１０６-MR３〈緑〉（９１５巾）

ロールコルク
（カラータイプ） ９１５×３㎜×５3m

９１５×３㎜×５3m

長さ１mの単価です。★
細
か
い
目

★

★

¥ 6,050（¥5,500）

¥ 6,050（¥5,500）

¥6,655（¥6,050）

¥6,655（¥6,050）
施工は壁専用接着剤
RO-１０、３０、１５０

カラーロールコルク
規　格 1m単価 備　考参考価格/m2 認定表示等品　番

エコマーク認定番号  第06115001号 

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－２３５３

規　格 1m単価 備　考参考価格/m2 認定表示等品　番

● ご注文は、長さ1m以上、１０cm単位で5本まで無料でカットします。但し、カット後の変更、キャンセルはお受けできませんので、ご了承ください。
● 施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS又はTCE-４０００です。　● ロールタイプは、長尺使用の場合、商品につなぎ目が入ることがありますのでご了承ください。

UFR３（９１５巾）
UFR５（９１５巾）

９１５×３㎜×５３m
９１５×５㎜×３２m

コルクアンダーフェルトロール
断熱床下地材
（無塗装）

長さ１mの単価です。★

じゅうたん・カーペット・
ＣＦ等床下地クッション材

★

★

¥3,013（¥2,739）
¥5,082（¥4,620）

エコマーク認定番号  第06115001号 

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０２¥ 2,739（¥2,490）
¥ 4,620（¥4,200）

防火性能 ： 非防火

防火性能 ： 非防火

防火性能 ： 非防火

4

コルクシート

Ｍ-１０６１
Ｍ-１０６２
Ｍ-１０６３
Ｍ-１０６４
Ｍ-１０６５
Ｍ-１０６６
Ｍ-１０６０

小粒コルクシート
（無塗装） ６１０×９１５×１㎜

６１０×９１５×２㎜
６１０×９１５×３㎜
６１０×９１５×４㎜
６１０×９１５×５㎜
６１０×９１５×６㎜
６１０×９１５×１０㎜

施工は壁専用接着剤
RO-10、30、150 又は
トッパーコルクボンドS
又は、TCE-３３V

 ¥ 726（¥ 660）
¥1,452（¥1,320）
¥2,178（¥1,980）
¥2,904（¥2,640）
¥3,630（¥3,300）
¥4,356（¥3,960）
¥7,260（¥6,600）

¥ 1,307（¥ 1,188）
¥ 2,614（¥ 2,376）
¥ 3,920（¥ 3,564）
¥ 5,227（¥ 4,752）
¥ 6,534（¥ 5,940）
¥ 7,841（¥ 7,128）
¥13,068（¥11,880）

※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。

● 化粧裁ちが必要です。

CF-３
CF-５
CF-８
CF-１０
KF-１０（硬質）

断熱床下地材
コルクフェルトシート
（無塗装）

６１０×９１５×３㎜
６１０×９１５×５㎜
６１０×９１５×８㎜
６１０×９１５×１０㎜
６１０×９１５×１０㎜

断熱床下地材

コルクタイルを
表面材にご使用
ください。施工は専用接着剤

トッパーコルクボンドS
又はTCE-４０００ 重量物床下地材

¥1,859（¥1,690）
¥3,113（¥2,830）
¥4,994（¥4,540）
¥6,226（¥5,660）
¥5,962（¥5,420）

¥ 3,346（¥ 3,042）
¥ 5,603（¥ 5,094）
¥ 8,989（¥ 8,172）
¥11,207（¥10,188）
¥10,732（¥ 9,756）

規　格 1枚単価 備　考参考価格/m2 認定表示等品　番

エコマーク認定番号  第06115001号 

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０２

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－０３０２



３３×９００×６㎜

４０×９００×9㎜

４０×９００×１1㎜

４０×９００×14㎜

４０×９００×16㎜

７０×９００×７㎜

３３×９００×６㎜

４０×９００×9㎜

４０×９００×11㎜

４０×９００×14㎜

４０×９００×16㎜

ミキリ B9

ミキリ B6

ミキリ B11

ミキリ B14

ミキリ B１6

幅木７０

平ミキリ HB６

平ミキリ HB9

平ミキリ HB１4

平ミキリ HB16

段鼻用 B３５、B43N

コルク造作材（特殊樹脂ワックス仕上）

3mm 9mm
40mm

90
0m
m

面取り

3mm 6mm
33mm

90
0m
m

面取り

3mm 11mm

40mm

90
0m
m

面取り

3mm
14mm

40mm
900
mm

面取り

3mm
16mm

40mm

900
mm

面取り

9mm
40mm

90
0m
m

面取り

平ミキリ HB11

11mm

40mm
90
0m
m

面取り

※幅木７０はウレタン仕上です｡

7mm

70mm

90
0m
m

16mm

40mm
90
0m
m

面取り

35mm
7mm

10mm

35mm
（43mm）

90
0m
m

面取り

掲示板用コルク部材
額縁用G8

額縁用コーナー部材
BC-8

額縁用 （平） コーナー部材
HBC-8

掲示板用コルク部材
額縁用（平）
HG8

¥1,683（¥1,530）

¥2,332（¥2,120）

¥2,497（¥2,270）

¥2,860（¥2,600）

¥2,860（¥2,600）

¥1,683（¥1,530）

¥2,332（¥2,120）

¥2,497（¥2,270）

¥2,860（¥2,600）

¥2,860（¥2,600）

¥1,980（¥1,800）

14mm

40mm
90
0m
m

面取り

6mm
33mm

90
0m
m

面取り

 ※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。
品　番 規　格 1本単価 品　番 規　格 1本単価 認定表示等

施工は専用接着剤トッパーコルクボンドS、TCE-３３V

20
00
mm

12mm
57mm

14.3
mm
11.3mm

コルク柄合成段差ミキリ
FF-１１

５７×２,０００×１４.３㎜ ¥4,686（¥4,260）

コーナー用コルク
CC-38（無塗装）
CC-38B（特殊樹脂ワックス仕上）

30×900×30㎜ ¥4,224（¥3,840）

※（  ）はB43N

３５×９００×３５㎜

３５×９００×４３㎜

¥4,862（¥4,420）

¥5,896（¥5,360）B43N

B35

R加工

900mm

8mm

30mm 30
mm

※5mm厚のロール・シートに対応

※5mm厚のロール・シートに対応

3mm 8mm
33mm

90
0m
m3mm

5mm

面取り

8mm

33mm

90
0m
m

面取り

5mm

3mm

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－1653

4VOC基準適合

大臣認定 MFN－1653

33×９００×8㎜

33×９００×8㎜

¥2,123（¥1,930）

¥2,123（¥1,930）

33×88×88×8㎜

33×88×88×8㎜

¥ 847（¥ 770）

¥ 847（¥ 770）

3mm

88
mm

88mm

33mm

3mm8mm

5mm
面取り

8mm

33mm
5mm
面取り

88
mm

88mm

3mm

コルク柄合成幅木
SH-２４００

コルク柄合成継手ミキリ
SJ-21
SJ-2２

スピード施工コルクフローリング用

● コルク部材の色目はエムライトに近い仕上です。　● スピード施工コルクフローリング用あて木、引付金具セットも用意しております。

７２×２,４００×１５㎜

４１×1,81０
×１２㎜SM-1１

SM-12 ４１×910
×１２㎜

３３×1,81０
×１１.５㎜SW-31

SW-32 ３３×910
×１１.５㎜

６６×１,３５０×１９㎜

¥6,754（¥6,140）

¥7,051（¥6,410）

¥3,531（¥3,210）
¥5,632（¥5,120）

¥7,040（¥6,400）

¥3,520（¥3,200）

４2×1,81０
×9㎜SJ-21

SJ-2２ ４2×910
×9㎜

¥7,051（¥6,410）

¥3,531（¥3,210）

コルク柄合成段差ミキリ
SM-1１
SM-12

コルク柄合成壁ミキリ
SW-31
SW-32

コルク柄合成框
SK-０４

72mm

15mm 24
00
mm

18
10
mm

（9
10
mm
）

14mm
41mm

12mm
8mm

42mm16mm16mm
6mm9mm 181

0mm

（91
0mm
）

33mm
18mm

6mm
181
0mm

（91
0mm
）

11.5mm

66mm15mm 135
0mm

12
mm 8mm

8mm

※（  ）はSJ-22

※（  ）はSW-32

※（  ）はSM-12
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防湿シート／発泡ポリエチレンシート

防湿シート
TWS-2405
TWS-2410

TPS-10
TPS-15

TPS-25

TWS-2450
スピード施工
コルク
フローリング用

幅２，４００㎜×厚さ０.１㎜×長さ５ｍ巻

幅２，４００㎜×厚さ０.１㎜×長さ１０ｍ巻

幅２，４００㎜×厚さ０.１㎜×長さ５０ｍ巻 ご注文は
1本単位

発泡ポリエチレンシート スピード施工
コルクフローリング
下地用
クッションシート

トッパーコルクボンドＳ

床、壁用

特　長 規 格用 途 一般施工 床暖房施工品　名 容 量 標準使用量 認定表示等

専用接着剤

3kgで、両面塗布で
約8m2が
標準的な塗布量です。

耐熱性に優れた、信頼と実績の
あるオーソドックスな接着剤。

ＴＣＥ-33V-3S

床、壁用

3kgで、両面塗布で約12～
15m2が標準的な塗布量です。
室温5℃以上必要です。
水溶性のため低温、
凍結にご注意ください。
塗布には付属のスモール
ローラーをご使用ください。

従来の溶剤型合成ゴム系速乾接着剤
から、有機溶剤を水性に変えた接着剤。

ＴＣＥ-4000
コルホーン
コルクフェルト
など下地材専用
接着剤

臭気がほとんどなく、
リフォームに最適。
※コルクタイルの施工には
　使用できません。

1液タイプ 1本2kgで
床は約3m2、
壁は約1.6m2が
標準的な塗布量です。

浴室用コルクタイル
床・壁対応の接着剤

コルサンフローリング
専用の接着剤

浴室用コルク
タイル専用 
（床・壁用） 

TBA-10

ノントルエンタイプ

環境対応型

環境対応型

ＴＣＥ-6000
環境対応型

ロールコルク、コルクシート、
カラーロールコルクを
壁に使用する場合の接着剤。

壁用

壁専用接着剤
RO-10、30、150

TWS-２４０５
TWS-２４１０
TWS-２４５０

幅１,２００㎜×厚さ３㎜×長さ１０ｍ巻

幅１,２００㎜×厚さ３㎜×長さ１５ｍ巻

幅１,２００㎜×厚さ３㎜×長さ２５ｍ巻

TPS-１０
TPS-１５
TPS-２５

¥03,058（¥ 2,780）
¥05,808（¥ 5,280）
¥28,303（¥25,730）
¥08,767（¥ 7,970）
¥12,870（¥11,700）
¥20,460（¥18,600）

JIS
A５５３6

F☆☆☆☆

接着剤工業会
自主基準
JAIA

F☆☆☆☆

● レベリング材をご使用の場合は、施工前に接着効果をご確認ください。　
● ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。　
● トッパーコルクボンドSをご使用の際は、空気環境にご注意ください。
● トッパーコルクボンドS、TCE-３３Vは、あらゆるコルク製品の接着に適するよう調合された『合成ゴム系両面接着剤』です。下地がコンクリート、合板等その種類を問わず必ず本剤を
使用してください。本剤はハンドローラーで圧着することにより、強度が発揮されますので、十分に圧着押えしてください。床暖房装置に施工した場合は、通熱は施工後、接着剤が安定する
10～14日目に行ってください。　

● TCE-３３Vは水性のゴム系で水分を飛ばして（乾かして）から貼りあわせるタイプです。そのため、湿気により接着剤が乾きにくくなります。扇風機などの送風機を必ずご用意の上、
窓を開け、送風を行ってください。本接着剤の塗布にはスモールローラーをご使用ください。　施工要領・費用についてあらかじめ打ち合わせてください。　

● TCE-３３Vは水溶性のため、施工場所の温度が5℃以下の場合、硬化が遅くなり接着力が弱くなります。床面の温度にもご注意ください。（暖房を入れる等、適切な保温処理を行って
ください。） 又、保管は必ず2℃～40℃までの場所で保管してください。一度、凍結させるとご使用いただけませんのでご注意ください。

● 接着剤の返品・交換はお受けできません。

品　名 用　途 品　番 規　格 1本単価 備　考

床暖房
対応

床暖房
対応

合成ゴム系速乾型
（両面塗布）

合成ゴム系水性型
ノンホルム・
両面塗布

一液形ウレタン系
接着剤
（片面塗布）

常温硬化型弾力性
変成シリコーン樹脂系
接着剤
ノンホルム・
片面塗布

アクリル樹脂系
エマルジョン型
接着剤
（片面塗布）

3kg、
15kg

3kg

RO-10
1kg
RO-30
3kg
RO-150
15kg

5kg、
16kg

一液
チューブ
タイプ

2kg

施工可能面積 約3m2

施工可能面積 約10m2

施工可能面積 約50m2

 ※ 価格は総額表示で、（　）は税抜価格を表記しています。

 ※ 価格は総額表示で、
　 （　）は税抜価格を
　 表記しています。施工工具

TOL-01

スピード施工 
コルクフローリング用

あて木、くさび（32本）、
引付金具のセット品

¥4,653（¥4,230）

用　途

セット価格

備　考

品　名

5ｋｇで約15m2・
16ｋｇで約48m2が
標準的な塗布量
専用クシ目ゴテ付き

コルサン
フローリング
専用

一液形ウレタン系
接着剤
（片面塗布）

5kg、
16kg

5ｋｇで約15m2・
16ｋｇで約48m2が
標準的な塗布量
専用クシ目ゴテ付き

目地
コーキング剤

品　名 品番（カラー）

浴室用コルクタイル用 目地コーキング剤／バックアップ材

YC-２
（ライトグレー）

YC-１０
（ブロンズ）

容　量

333m  
カートリッジ

品　名面 積 セット品番（カラー）

YC-２B
（ライトグレー）

YC-１０B
（ブロンズ）

YC-２BS
（ライトグレー）

YC-１０BS
（ブロンズ）

備　考

● コーキング剤の破断を防ぐためのバックアップ材をセットでご使用ください。

● BA-13用
　バックアップ材
　5mm×5mm×1m（両面テープ付）

● BA-7用（リフォーム用）
　バックアップ材
　3mm×5mm×1m（両面テープ付）

バックアップ材（16本）
　　　＋
目地コーキング剤（1本）セット

BA-7用（リフォーム用）

バックアップ材（8本）
　　　＋
目地コーキング剤（1本）セット

BA-13用

● 目地埋めの際には、目地コーキング剤を
　 必ず使用してください。

0.5m2
あたり

1.0m2
あたり
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● 水濡れや傷からコルクタイルを守るため､施工後は段ボールや合板を敷いて十分に養生してください｡
● 直接コルクタイルに養生テープなどを貼ることはさけてください。

養 生

コルクリニューアル階段 段鼻用接着剤／コルク踏板用両面テープ
品　名 規　格用　途 標準使用量 認定表示等

塗布量約13m

容　量

333m 
カートリッジ 

接着剤工業会
自主基準
JAIA

メンテナンス用ワックス（厚生労働省指針値対応）

● ご使用にあたっては、施工マニュアルおよび容器貼付のラベルをご参照ください。

特　長 規　格用　途品　名 容　量 標準使用量 認定表示等

無塗装
ロールコルク

1kgで
約10m2

HB-5
0.5kg

HB-10
1kg

F☆☆☆☆

1 ・1回塗りで
約70m2

U-800
2

U-800S
1

本価格表に掲載の商品は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新の情報については
弊社のウェブ版価格表をご参照ください。併せて、最新のウェブ版総合サンプルブックもご覧いただけます。
また、各商品の施工方法につきましても、弊社ホームページをご参照ください。

http://www.toa-cork.co.jp

樹脂ワックス
U-800
U-800S

汚れ防止剤
HB-5
HB-10

コルク踏板用
両面テープ
RK-50

段鼻用接着剤
RK-2000

優れた耐水性、耐摩耗性の高機能樹脂仕上剤。
水に濡れることの多い床面、歩行頻度の激しい床面を
しっかりガード。

無塗装のコルク壁、掲示板の汚れ防止に。

U-800専用洗浄剤
FTC-50
（コニシ株式会社製）

樹脂ワックス（U-800）や油汚れなど
頑固な汚れも簡単に除去。

U-800専用
洗浄剤

500g
（チューブ入）

500gで
約2.5m2中性洗浄液

アクリル系樹脂

樹脂ワックス

規
制
対
象
外
商
品

コルクリニューアル階段 段鼻用

コルクリニューアル階段 踏板用 幅５０mm×
長さ５０ｍ巻

変成
シリコーン系
接着剤

おことわり

※ コルク製品は天然素材のため色柄が多少異なります｡
1枚の柄はトッパーコルク床材/内装材総合カタログでおたしかめください｡

※ 現物サンプルをご請求ください｡
※ 同ロットの中にも必ず色むらがあります。ご了承ください。
※ 商品の仕様は､改良･改善のため予告なしに変更することがあります｡
※ 天然コルクは紫外線・日光で退色します。
※ 天然コルクはコルク特有のにおいがあります。身体に影響をおよぼすものでは
　 ありません。
※ 床暖房に使用の場合は､ご注文の折に指示ください｡

※ 業者間のお取引は従来通り、消費税の計算は外税でお願いします。

※ 工事費は施工箇所､数量､作業条件等により異なります｡
　 施工者に見積りをお取りください｡
※ 運送費/少数のご注文及び北海道､沖縄､離島送り、
　 航空便の場合は運送費が別途必要です。ご確認ください。
※ 納品は運送業者に委託しています。
道路事情で納入が遅延する場合がありますので充分余裕を持ってご注文
ください。遅延のクレームには応じることができませんのでご了承ください。

※ 依頼人様による運送便ご指定の場合（チャーター便を含む）には、ご注文金額の
多少にかかわらず、基本的には別途運賃がかかりますのでご確認ください。

topacork

この印刷は、環境保護のため制定された
CAA（大気洗浄）によるVOCs（揮発性
有機化合物）規制に対応した環境に優
しい大豆油インキで印刷しております。

2210（020）AH

本　　　社  大阪府大東市新田中町5-1  TEL.072-872-5691  FAX.072-872-5695
東京営業所  東京都台東区元浅草2-7-14 保坂ビル2階  TEL.03-3833-5691

人・地球環境を考える

http://www.toa-cork.co.jp

TE-100
0.5 

天然オイル仕上
TE-100S
0.25 

4倍希釈・1回塗りで
440m2/0.5  

4倍希釈・1回塗りで
220m2/0.25  

天然樹脂ワックス
ＴＥ-100
ＴＥ-100S

シェラック、カルナバ等
天然原料から製造した水性ワックス。

天然樹脂

セラミック仕上
〈防滑タイプ〉
強化ウレタン仕上
特殊樹脂ワックス仕上




