
コード 商品名 コード 商品名

TZ-400 ベッキオ　レギュラータイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ﾚｷﾞｭ

TZ-413G スパニッシュ　ストーン

TZ-400G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-413S スパニッシュ　ストーン　ステップタイプ

TZ-400S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-414 パラディーゾ

TZ-401 ベッキオ　デザイン
ﾍﾞｯｷｵ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

TZ-415A エギスアイム

TZ-402 ベッキオ　デザイン
ﾍﾞｯｷｵ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

TZ-415B エギスアイム

TZ-402G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-420 ベッキオ　デザイン

TZ-402S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-421 ベッキオ　デザイン

TZ-403 ベッキオ　デザイン
ﾍﾞｯｷｵ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ

TZ-422 ベッキオ　デザイン

TZ-403G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-455 ベッキオ　ボーダー

TZ-403S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-455C ベッキオ　ボーダー

TZ-404 ベッキオ　レギュラータイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ﾚｷﾞｭ

TZ-461 ストリシア

TZ-404G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-473 アレッツォ

TZ-404S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-474 アレッツォ

TZ-405 ベッキオ　レギュラータイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ﾚｷﾞｭ

TZ-475 アレッツォ

TZ-405G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-479 アレッツォ　ボーダー

TZ-405S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-479C アレッツォ　ボーダー

TZ-406 ベッキオ　レギュラータイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ﾚｷﾞｭ

TZ-480 ルジーネ

TZ-406G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-485 ルジーネ

TZ-406S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-486 ラベンナ

TZ-407 ベッキオ　レギュラータイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ﾚｷﾞｭ

TZ-487A ラベンナ

TZ-407G ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-487B ラベンナ

TZ-407S ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-488A ラベンナ

TZ-409BG ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-488B ラベンナ

TZ-409BS ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-500 ロンバルディア

TZ-409CG ベッキオ　グリップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｸﾞﾘｯﾌﾟ

TZ-504 ロンバルディア

TZ-409CS ベッキオ　ステップタイプ
ﾍﾞｯｷｵ
ｽﾃｯﾌﾟ

TZ-506 キャメロット

TZ-410G スパニッシュ　ストーン
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-507 キャメロット

TZ-410S スパニッシュ　ストーン　ステップタイプ
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-509 キャメロット

TZ-411G スパニッシュ　ストーン
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-510C ロンバルディア　ボーダー

TZ-411S スパニッシュ　ストーン　ステップタイプ
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-511 ロンバルディア　ボーダー

TZ-412G スパニッシュ　ストーン
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-511C ロンバルディア　ボーダー

TZ-412S スパニッシュ　ストーン　ステップタイプ
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ｽ

TZ-515 シャンティリィー



コード 商品名 コード 商品名

TZ-516 シャンティリィー
ｼｬﾝﾃｨ
ﾘｨｰ

TZ-590B ヴィジュアル

TZ-517 シャンティリィー
ｼｬﾝﾃｨ
ﾘｨｰ

TZ-590C ヴィジュアル

TZ-518 シャンティリィー
ｼｬﾝﾃｨ
ﾘｨｰ

TZ-590D ヴィジュアル

TZ-521 スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-590E ヴィジュアル

TZ-521C スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-591A トレバーク　ハート

TZ-532 スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-591B トレバーク　ハート

TZ-532C スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-591C トレバーク　ハート

TZ-533 スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-600A タイムレス

TZ-533C スパニッシュ　ボーダー
ｽﾊﾟﾆｯ
ｼｭ ﾎﾞｰ

TZ-600B タイムレス

TZ-536 ゾラ ｿﾞﾗ TZ-600C タイムレス

TZ-538 ムガット ﾑｶﾞｯﾄ TZ-600D タイムレス

TZ-539 ムガット ﾑｶﾞｯﾄ TZ-694A クォーツ

TZ-545 ゾラ ｿﾞﾗ TZ-694B クォーツ

TZ-546 ゾラ ｿﾞﾗ TZ-695A クォーツ

TZ-550 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-695B クォーツ

TZ-551 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-696A クォーツ

TZ-552 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-696B クォーツ

TZ-553 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-697A クォーツ

TZ-554 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-697B クォーツ

TZ-555 アランフェス
ｱﾗﾝﾌｪ
ｽ

TZ-698A グランド　キャニオン

TZ-560 ナイアガラ
ﾅｲｱｶﾞ
ﾗ

TZ-698B グランド　キャニオン

TZ-561A アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-699A グランド　キャニオン

TZ-561B アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-699B グランド　キャニオン

TZ-561C アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-700 フラウド

TZ-561D アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-701 フラウド

TZ-561E アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-734A ソッティーレ（マット）

TZ-561F アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-735A ソッティーレ（マット）

TZ-561G アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-736A ソッティーレ（マット）

TZ-561H アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-737A ソッティーレ（ブライト）

TZ-561I アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-738A ソッティーレ（ブライト）

TZ-561J アンティック
ｱﾝﾃｨｯ
ｸ

TZ-739A ソッティーレ（ブライト）

TZ-590A ヴィジュアル
ｳﾞｨｼﾞｭ
ｱﾙ

TZ-740 ソッティーレ（ブライト）



コード 商品名 コード 商品名

TZ-741 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795A リジッド

TZ-741A ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795B リジッド

TZ-742 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795C リジッド

TZ-743 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795D リジッド

TZ-743A ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795E リジッド

TZ-745 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795F リジッド

TZ-746 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795G リジッド

TZ-747 ソッティーレ（ブライト）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾌﾞﾗｲ

TZ-795H リジッド

TZ-750 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-795I リジッド

TZ-751 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-796A リジッド

TZ-752 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-796B リジッド

TZ-753 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-796C リジッド

TZ-758 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-796D リジッド

TZ-759 ソッティーレ（マット）
ｿｯﾃｨｰ
ﾚ(ﾏｯﾄ)

TZ-810 いらか陶板

TZ-760 テッスート ﾃｯｽｰﾄ TZ-811 いらか陶板

TZ-761 テッスート ﾃｯｽｰﾄ TZ-812 いらか陶板

TZ-762 テッスート ﾃｯｽｰﾄ TZ-990 サンプルスタンド　Ａ

TZ-763 テッスート ﾃｯｽｰﾄ TZ-991 サンプルスタンド　Ｂ

TZ-771 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-992 サンプルスタンド　Ｃ

TZ-771A アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-772 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-772A アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-773 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-773A アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-775 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-776 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-777 アンドレス
ｱﾝﾄﾞﾚ
ｽ

TZ-780 ノワール ﾉﾜｰﾙ

TZ-781 ノワール ﾉﾜｰﾙ

TZ-782 ノワール ﾉﾜｰﾙ

TZ-790 テラコッタ ﾃﾗｺｯﾀ

TZ-791 テラコッタ ﾃﾗｺｯﾀ


