お客様各位

平成27年8月

新 製 品・改 廃 の お 知らせ
日頃はタキロン床材製品に格別のご愛顧を賜り、
誠にありがとうございます。
このたび、
新製品の発売と一部品種の廃番をさせて頂くことになりましたので、
その内容につきましてお知らせいたします。
何卒、
御了承賜りますと共に、
今後共一層の御引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

新製品

遮音・防滑性階段用床材「タキステップ７Ｆ」

8月
上市

特長：メンテナンス性能をアップした屋内用階段用床材
品番：7F-146,246,346,446,846,946（全6色）

規格：（巾1800タイプ ）巾1,850mm×奥行500mm・段鼻厚さ4.2mm 踏面厚さ2.0ｍｍ
価格：7,600円/枚

38,000円/ケース
（5枚）

遮音・防滑性階段用床材「タキステップ７Ｙ黄色段鼻」

受注生産品

8月
上市

特長：タキステップ７Fの段鼻黄色タイプ

品番：7Y-146,246,346,446,846,946（全6色）
規格：巾（特注巾のみ）
×奥行500mm・段鼻厚さ4.2mm 踏面厚さ2.0ｍｍ
価格：
（巾1800タイプの場合 ）7,600円/枚

38,000円/ケース
（5枚）

防滑性ビニル床シート 「タキストロンＧＫ」

8月
上市

特長：メンテナンス性能に加え抗菌性をプラスした屋内用床材
品番：GK-146,246,346,446,846,946（全6色）

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.0mm

価格：3,700円/㎡ （1,820mm巾 6,740円/m）
階段蹴込み部分用床材「レッツステップ専用テープ付き蹴込みシート」
品番：CS-860,861,960,961（全4色）
価格：1,900円/枚

（3月上市済）

規格：巾160mm×長さ1,200ｍm・厚さ2.5mm

15,200円/ケース
（8枚）

超高輝度・長残光蓄光式 ライン部材 「ルミセーフライン」
輝度区分：2タイプ

受注生産品

規格：巾25〜100mm×長さ200〜2000ｍm・厚さ3.4mm

品番：F-1630,2632（全2タイプ）

価格：営業担当者までお問い合わせください。

高輝度・長残光蓄光式 縞鋼板階段用床材「ルミセーフステップ３Ｚ」
品番：3Z-870,970（全2色）

（2月上市済）

受注生産品

（2月上市済）

規格：巾800〜2,000mm×奥行320mm・段鼻厚さ9.2mm 踏面厚さ7.5ｍｍ

価格：巾900タイプの場合 7,380円/枚 44,280円/ケース（6枚） 巾1500タイプの場合 12,300円/73,800円/ケース（6枚）
モルタル充填型鉄骨階段・踊り場専用通気緩衝シート「ベンチレイシート」
規格：巾1,000mm×長さ24m・厚さ1.6mm

新 色
追 加

（4月上市済）

価格：1,950円/㎡ 46,800円/24m巻

特殊防滑性ビニル床シート「ネオセーフ抗菌２０
・ネオセーフ抗菌２５」

9月
上市

内容：各２色追加
品名：ネオセーフ抗菌２０

品名：ネオセーフ抗菌２５

規格：巾2,000mm×長さ10m・厚さ2.0mm

規格：巾2,000mm×長さ10m・厚さ2.5mm

価格：6,000円/㎡ （2,000mm巾 12,000円/m）

価格：8,200円/㎡ （2,000mm巾 16,400円/m）

品番：S-4060,4150（全7色）

品番： T-4060,4150（全7色）

グレーチング端部用アングル材「Ｌ字アングル抗菌」
内容：２色追加

品番：L-4060,4150（全7色）

規格：巾20mm×20mm×長さ2ｍ・厚さ2.0mm/2.5mm 8本入
価格：1,500円/本

9月
上市

新 色
追 加

ドレーンレールＬ専用ホース固定材「ＤＲホルダーマルチタイプ」
品番：DD-800,900（全3色）
超高輝度・長残光蓄光式 床材

価格：4,500円/ケース
（20個入）

「ルミセーフシート」

内容：1タイプ追加

価格：89,000円/㎡（FT632）

遮音・防滑性階段用床材 「レッツステップＳＷ」 新巾追加
内容：1200タイプを標準巾に追加
遮音・防滑性階段用床材 「タキステップ

防滑性ビニル床シート「タキストロン
2色
学生コラボシリーズ

3色

アドベンチャーシリーズ

4色
5色

8月
上市

品番：SW-860,861,960,961

３Ｓ」

段鼻アール変更

（5月実施済）

品番：3S-433,883,885,983
（全品番）

内容：段鼻１０Ｒのみ → ５Ｒのみに変更

価 格
改 定

（2月上市済）

規格：巾1,350mm×長さ1〜10m・厚さ3.0mm

品番：FT-632（全2タイプ）

仕 様
変 更

9月

規格：巾44mm×奥行35mm×高さ30mm（接着剤同梱） 上市

内容：２色追加

アートカット」

900×900mm

1800×1800mm

36,000円

68,000円

44,000円

83,000円

52,000円

98,000円

60,000円

113,000円

防滑性ビニル床マット「ＮＳマット」（9月1日実施）
長さ5m

長さ7m

長さ10m

MT

48,300円

66,000円

92,600円

MX/ST

51,400円

70,200円

98,700円

CX

47,100円

64,200円

90,100円

※その他についてはお問い合わせください。

防災関連製品

「ルミセーフ関連」

高輝度蓄光材料を
よりお求めやすい価格で
ご提供

○ルミセーフサイン 全タイプ
野立タイプ A0サイズ

￥400,000/枚

野立タイプ A1サイズ

￥260,000/枚

野立タイプ A2サイズ

性能はそのままで価格ダウンを実現しました！

※その他についてはお問い合わせください。

（6月1日改訂済）

￥180,000/枚

50% off

⇒ ￥200,000/枚
⇒ ￥130,000/枚
⇒ ￥ 90,000/枚

巻き付けタイプ
（W300×H600）

￥140,000/枚

⇒ ￥ 70,000/枚

貼りつけタイプ
（W300×H400）

￥120,000/枚

⇒ ￥ 60,000/枚

貼りつけタイプ
（W300×H300）

￥100,000/枚

⇒ ￥ 50,000/枚

○ルミセーフシート FT630

38% off

￥54,000/㎡ ⇒ ￥33,500/㎡
○ルミセーフフレックス

36% off

￥50,000/ケース ⇒ ￥32,000/ケース
○ルミセーフピクト

25% off

￥20,000/枚

⇒ ￥ 15,000/枚

○ルミセーフステップ3T（W1500）20% off

￥12,150/枚

⇒ ￥

「タキボンド＃６０８」

9,750/枚
（9月1日実施）

内容：設計価格変更 26,000円/16kg缶 → 35,000円/16kg缶

※5kg缶は廃番

「タキボンド＃６２０」

（9月1日実施）

内容：設計価格変更 3,000円/セット → 5,000円/セット

廃 番

（一部品番）
エアコン排水用部材 「ドレーンレールＬ
（ＤＲ−８０６）」

（9月実施予定）

防滑性ビニル床シート「タキストロン

（全品番）
タフスリップタイプ ＫＡ」

（9月実施予定）

防滑性ビニル床シート「タキストロン

（全品番）
タフスリップタイプ ＬＡ」

（9月実施予定）

（全品番） （9月実施予定）
遮音・防滑性階段用床材「タキステップ８Ｌ
・８Ｙ〈学校・屋内施設専用〉」
（全品番）
防滑性ビニル床シート「タキストロンＧＬ〈学校・屋内施設専用〉
」

（9月実施予定）

（全品番）
防滑性ビニル床シート「タキストロンＧＦ〈学校・屋内施設専用〉
」

（9月実施予定）

（全品番）
特殊防滑性ビニル床シート「ネオセーフＷＯＯＤ」

（9月実施予定）

※表示価格には、消費税・施工費は含まれておりません。詳細は営業窓口へお問い合わせください。

〒461-0004 名古屋市東区葵1-19-30（マザックアートプラザ） TEL（052）979-4750 FAX（052）937-5330
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-25-21（博多駅前ビジネスセンタービル）
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