お客様各位

2018年2月

新 製 品・改 廃 の お 知らせ
日頃はタキロンシーアイ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。

2018年2月より実施予定

新製品

防滑性ビニル床シート

タキストロン バルコニーシート WB（受注生産品）

特長：メンテナンス、水はけを考慮した木目エンボスとクリアインレイド製法によるリアルな木目調意匠
品番：WB-001,002,003,004（全4色）

2018

2月下旬
上市

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.0mm

価格：4,150円/㎡（1,820mm巾 7,560円/m）
防滑性ビニル床シート

タキストロン プラスケアCG

2018

2月中旬

特長：裏面発泡層一体型の幼児施設向け遮熱防滑シート

上市

品番：CG-252,253,351,450,452,852（全6色）

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ4.0mm

価格：5,580円/㎡（1,820mm巾 10,160円/m）
防滑性ビニル床シート

タキストロン プラスケアPGE

2018

特長：マンション用タキストロンPRENTOに、裏面発泡層による転倒時の衝撃緩和と快適な歩行感をプラス
品番：PGE-81,83,91,92（全4色）

2月中旬
上市

規格：巾1,820mm/1,350mm×長さ10m・厚さ3.5mm
価格：4,950円/㎡（1,820mm巾 9,010円/m
防滑性ビニル床シート

1,350mm巾 6,690円/m）

タキストロン プラスケアMG

2018

2月中旬

特長：プール用タキストロンＭＸに、裏面発泡層による転倒時の衝撃吸収性をプラス

上市

品番：MG-250,350,450,550（全4色）

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ4.0mm

価格：6,650円/㎡（1,820mm巾 12,110円/m）
蹴込み部分用床材

蹴込み部分用シートCW（プラスケアCG用）

2018

2月中旬

特長：プラスケアCG色対応の蹴込み部分用シート

上市

品番：CW-252,253,351,450,452,852（全6色）

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.1mm

価格：3,350円/㎡（1,820mm巾 6,100円/m）
防滑性階段用段鼻部材
品番：D５シリーズ

コネクトステップ（プラスケア用）

2018

2月中旬

D5-P81,P83,P91,P92（全4色）（プラスケアPGE用）

上市

規格：奥行150mm×巾920mm/1,230mm・段鼻厚さ5.7mm
梱包：６枚入（階段最下段の蹴込みシートが同数同梱）
価格：900タイプ 7,570円/枚
（45,420円/ケース）
品番：DＭシリーズ

1200タイプ 9,450円/枚（56,700円/ケース）

DM-860,862,960（全3色）（プラスケアCG用）

規格：奥行150mm×巾1,800mm・段鼻厚さ5.7mm

梱包：６枚入（蹴込みシートは同梱しておりません。必要な場合は別売品の蹴込みシートをご購入ください。）
価格：11,550円/枚
（69,300円/ケース）
品番：D３シリーズ

D3-301（全1色）（プラスケアCG・MG用）

規格：奥行150mm×巾1,800mm・段鼻厚さ5.7mm

梱包：６枚入（蹴込みシートは同梱しておりません。必要な場合は別売品の蹴込みシートをご購入ください。）
価格：11,550円/枚
（69,300円/ケース）
ウレタン樹脂系
一成分形耐水接着剤

タキボンド＃７０１ 低臭タイプ

特長：耐水性を有した低臭タイプの一液ウレタン系接着剤（夏用・冬用をラインナップ）
価格：30,000円/16kg缶

（2017年11月上市済）

新色
追加

タキステップ３X

遮音・防滑性階段用床材

2018

2月中旬

品番：3X-250,550 2色追加
（全4色）

上市

規格：巾1,800mm×奥行320mm・段鼻厚さ4.2mm・踏み面厚さ2.5mm
価格：1800タイプ 9,690円/枚 （67,830円/ケース）

蹴込み部分用シートCW（３X用）

蹴込み部分用床材

2018

2月中旬

品番：CW-250,550 2色追加
（全4色）

上市

規格：巾1,820mm×長さ10m・厚さ2.1mm
価格：3,350円/㎡（1,820mm巾 6,100円/m）
バルコニー隔板下用部材

スイップレール

2018

2月下旬

品番：SR-211,864 2色追加
（全4色）

上市

規格：巾100mm×長さ1,000mm/1,350mm×高さ25mm 5本入
価格：1,000サイズ 10,000円/ケース
エアコン排水用部材

1,350サイズ 13,500円/ケース

ドレーンレールL

2018

2月下旬

品番：DR-211,314,864 3色追加
（全10色）

上市

規格：巾70mm× 25m巻・厚さ4.2mm

仕様
変更

価格：25,000円/巻

1,000円/ｍ

エアコン排水用部材

ドレーンレールL

内容：裏面中央に40mm間隔のカット用ガイド溝が入ります
アクリル樹脂系両面耐水テープ
内容：テープ幅・価格の変更

受注
生産化
廃番

廃番
予定
2018

8月
予定

（2月実施）

タキストロンテープ＃１０７

（1月実施済）

50mm（1,500円/巻） → 70mm（1,950円/巻）

防滑性ビニル床シート

タキストロン BILNO AD-711,813,814,912,913（全）

（2月実施）

防滑性ビニル床シート

タキストロン LX

LX-840（一部）

（2月実施）

防滑性ビニル床シート

タキストロン LB

LB-231,831（一部）

（2月実施）

遮音・防滑性階段用床材

タキステップ 3Ｘ

3X-150,251,551,851（一部）

（2月実施）

遮音・防滑性階段用床材

タキステップ 3Ｋ

3K-501（一部）

（2月実施）

蹴込み部分用床材

蹴込みシート（3X用） CW-150,251,551,850,851（一部）

（2月実施）

蹴込み部分用床材

蹴込みシート（3K用） CW-501（一部）

（2月実施）

エアコン排水用部材

ドレーンレールL

DR-204,704,803（一部）

（2月実施）

防滑性ビニル床シート

タキストロン MT

MT-400,505,600,803,900（一部）

（8月予定）

防滑性ビニル床シート

タキストロン ST

ST-911（一部）

（8月予定）

防滑性ビニル床シート

タキストロン CX

全廃番

（8月予定）

防滑性ビニル床シート

アートカット「CXシリーズ」

防滑性ビニル床マット

NSマット「チャイルドシリーズ」

防滑性ビニル床シート

タキストロン GK

遮音・防滑性階段用床材

タキステップ ７F・７Y 7F-246,7Y-246（一部）

（8月予定）

特殊防滑性ビニル床シート

ネオセーフ抗菌20・25 S-4060,4150 T-4060,4150（一部）

（8月予定）

防滑性ジョイントフロア

タキデッキ

（8月予定）

全廃番

（8月予定）

全廃番

（8月予定）

GK-246（一部）

（8月予定）

TD-300,850（一部）

※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。
お問い合わせ

本

社 〒１０８-６０３０ 東京都港区港南２-１５-１（品川インターシティ A棟）

東 京 支 店 〒１０８-６０３０ 東京都港区港南２-１５-１（品川インターシティ A棟） TEL（０３）５７８１-８１５０ FAX（０３）５７８１-８１３０

製造元

本

社 〒５30-００01 大阪市北区梅田3-１-3（ノースゲートビル）

●ホームページ https://www.takiron-ci.co.jp

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-5-11（名古屋伊藤忠ビル） TEL（052）218-4625 FAX（052）204-2550
大 阪 支 店 〒５30-００01 大阪市北区梅田３-１-３
（ノースゲートビル） TEL（０６）6453-8170 FAX（０６）6453-8177
九 州 支 店 〒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） TEL（０９２）４７２-５５２５ FAX（０９２）４７３-９０１９

●ホームページ https://www.t-matex.co.jp
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