
分類 サンプル帳名 Vol.
CFシート-H CFシート-SD CFシート-P NW アンパンマンクッションフロア
巾木シリーズ
ヒトエグランザ ヒトエファイン ノンワックスリュームNW ホスピリュームNW
SFフロアNW ケアセーフNW アリーナフィット マチュアNW・ルミナス
マチュアNW NSリアルデザインNW フロアリューム プレーンNW フロアリューム　マーブルNW
フロアリューム　プレミアNW  シ
リーズ

消臭NSトワレNW 巾木シリーズ

ビニル床シート CFシート-H 6 CFシート-H CFシート-SD 巾木シリーズ
ビニル床シート CFシート-P NW 1 CFシート-P 巾木シリーズ

フロアリューム
ソイルドNW

フロアリューム
フレークNW

フロアリューム
ラティスNW

フロアリューム
ナッティNW

フロアリューム
プレーンNW

フロアリューム
マーブルNW

ソフト巾木・ロング巾木（スタン
ダード）

ソフト巾木・ロング巾木（カラー
ド）

ビニル床シート
フロアリューム プレーンNW

マーブルNW
1 フロアリューム プレーンNW フロアリューム マーブルNW

ソフト巾木・ロング巾木（スタン
ダード）

ソフト巾木・ロング巾木（カラー
ド）

ビニル床シート ノンワックスリュームNW 3 ノンワックスリュームNW

ビニル床シート
マチュアNW

マチュアNWルミナス
3 マチュアNW マチュアNWルミナス 巾木シリーズ

ビニル床シート
ホスピリュームNW

SFフロアNW
ケアセーフNW

1 ホスピリュームNW SFフロアNW ケアセーフNW アンダーレイシート

消臭NSトワレNW バスナリアルデザイン バスナフローレ バスナアルティ

NSリアルデザインNW NS4400アクアトレッド NSフラッティ
フロアリュームプレーンエンボ
ス

NSリアルデザインNW NSシート NS800 東リNSステップ800 NSパス
NSパス蓋付 NSセパレーン ハノーク カーペット
NSシート NS800 NSアンダーレイシート 東リNSステップ800 NSパス
NSパス蓋付 NSセパレーン

ビニル床シート 消臭NSトワレNW 4 消臭NSトワレNW

ビニル床シート NSシート NS550 遮熱ガーデント 1
NSシート NS550 遮熱ガーデン
ト

ビニル床シート 機能性ビニル床材 1 耐薬スーパーKシート 耐薬スーパーKシート エクセラ
耐薬ルースレイタイル LLフリー
エクセラ

ビニル床シート バスナシリーズ 4 バスナリアルデザイン バスナフローレ バスナアルティ
ビニル床シート ラバナ 1 ラバナ
ビニル床シート HITOE  （ヒトエ） 2 ヒトエ グランザ ヒトエ ファイン
ビニル床シート アリーナフィット 1 アリーナフィット
ビニル床タイル タフテックタイル 1 タフテックタイル

ロイヤルストーン ロイヤルウッド 東リ 目地棒 イークリンNW-EX
ルースレイタイルLLフリー
50NW-EX/ルースレイタイルLL
フリー40NW-EX

シガハードプラスNW コンポジションビニル床タイル
LAYフローリング/LAYフローリ
ングピタフィー

ファブテックシリーズ/東リファブ
リックフロア

巾木シリーズ

ビニル床タイル マチコV 8 マチコV ソフト巾木・ロング巾木

ビニル床タイル
リノテスタ
ヴィアーレ

2 リノテスタ ヴィアーレ

ビニル床タイル ストレイン 1 ストレイン
ビニル床タイル コーデラ 4 コーデラ
ビニル床タイル フェイソールプルス 4 フェイソールプルス
ビニル床タイル スレートスクエア 2 スレートスクエア
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ビニル床シート 1
フロアリューム プレミアNWシリーズ

プレーンNW
マーブルNW

掲載商品

1シートコレクションNWビニル床シート

ビニル床シート シートコレクションCF 2021-2024

ビニル床タイル

10

ビニル床シート

防滑性床材NS 屋外向け 3

タイルコレクション

防滑性床材NS 一般施設・屋内向け 2

ビニル床シート

ビニル床シート
NS800

東リNSステップ800

2019-2022



ビニル床タイル
モクリン

モクリン柾目
2 モクリン モクリン柾目

ビニル床タイル
MSプレーン
MSフレッシュ

3 MSプレーン MSフレッシュ 目地棒

ビニル床タイル
リフライプ

グラノーブル
クレイロ

1 リフライプ グラノーブル クレイロ

ビニル床タイル ピエスタ 2 ピエスタ
ビニル床タイル ロイヤルストーン 4 ロイヤルストーン 目地棒 東リ プリント目地棒
ビニル床タイル ロイヤルウッド 4 ロイヤルウッド 目地棒 東リ プリント目地棒

ビニル床タイル
プラート
プラートF

1 プラート プラートF

ビニル床タイル シガハードプラスNW 1 シガハードプラスNW

ビニル床タイル ルースレイタイルLLフリー40NW 2
ルースレイタイルLLフリー
40NWｰEX

ビニル床タイル
ルースレイタイルLLフリー50NW-EX
耐シガルースレイタイルLL50CRNW

ルースレイタイルLLフリー800
3

ルースレイタイルLLフリー
50NWｰEX

耐シガルースレイタイル
LL50CRNW

ルースレイタイルLLフリー800

ビニル床タイル イークリンNW-EX 1 イークリンNW-EX

ビニル床タイル
フリータイル

フリータイルＳ
2 フリータイル フリータイルS

ビニル床タイル LAYフローリングピタフィー 1 LAYフローリングピタフィー
ビニル床タイル LAYフローリング 4 LAYフローリング

GX-4500 ウェーブニット GX-4550V モロカライン GX-4600 ヴァリアスストーン GX-4650V パッチコルク
ルースレイタイルLLフリー
50NWｰEX

ファブテック ファブテックシリーズ 2 ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング ファブテック腰壁 巾木・モール材
タイルカーペット GXタイルカーペット 2021-2024 GXシリーズ MTEシリーズ
タイルカーペット GX総合[コンパクト版] 2021-2024 GXシリーズ

GA-100 GA-100S GA-100T GA-100W
GA-100EM GA-100N GA-100SA GA-100AF
GA-100FH ソフトバックプラス 蓄光カーペット SGカーペット

タイルカーペット GA-100/GA-100S 4 GA-100 GA-100S
GA-400 GA-400A GA-400S（ストライプ Ⅰ・Ⅲ） GA-400N
GA-400RS GA-540 GA-550 GA-560
GA-570 GA-580 GA-590

GA-400 シリーズ GA-400 GA-400A GA-400S（ｽﾄﾗｲﾌﾟⅠ・Ⅲ） GA-400N
GA-400/GA-400A

GA-400S/GA-400RS
GA-400RS

タイルカーペット GA-3600 3 GA-3600
タイルカーペット GA-8700 1 GA-8700
タイルカーペット GA-8900 1 GA-8900
タイルカーペット GX-200 4 GX-200
タイルカーペット GX-300 5 GX-300
タイルカーペット エクスクローム 1 エクスクロームシリーズ
タイルカーペット DC-1100/RC-1200 1 DC-1100 RC-1200
タイルカーペット ゆいそめ 1 ゆいそめ
タイルカーペット プライムクラス 1 プライムクラス

アサハオリ/ササハ/ウメノカ/
アバンクロス

レアルタ/シンクロニシティ―/
フェルミエ/アースブレス

ジェネグラン/ディライアンⅢ/ト
リアック/シャサーヌ

ドットスクア/アルティドット/マレ
ユール/ミリティムⅡ

ディフェンダーⅡ/アングレーヌ
/フレンドエージ/ブリスウール

ヴェルファー/ボンフリーⅡ/ク
ラフトジャーニー/バーバークラ
フト

エミネンス/レモードⅢ/グレー
ス/ボニーループ

マスターフル/セグエロールカーペットコレクション
2019-2022
↓(変更)

2019-2023

1

クラフトブレンドシリーズ 1
ビニル床タイル
タイルカーペット

タイルカーペット

タイルカーペット

GA-100シリーズ 5

GA-400シリーズ
GA-500シリーズ

4

タイルカーペット

ロールカーペット



エトウィールシリーズ ロイヤルタイ＋東リコレクション バルザールZ
イルミネーションR/イルミネー
ションG

エトウィール
4300/7300/9300

エトウィール
7000/5700/5900

エトウィール
7700/8800/4700

エトウィール
6500/900/1000

エトウィール
4000

ロイヤルタイ＋東リコレクション

ロールカーペット O.I.C （オーアイシー） 1 O.I.C
アタック270 キャンバスファイン アタック350 リップルパレット アタック550 ノマギー/

アタック950 ソフトループ
アタック1000 デュオツイル

スクエア2100 サイザループ スクエア2400 ソワレ/
スクエア4200スズカスリ

キッズロード パネルカーペット アンパンマンすうじ パネルカー
ペット

アンパンマン パネルカーペット ハローキティ パネルカーペット ディック・ブルーナ パネルカー
ペット

テキスタイルフロア 涼織

壁装材 パワー1000 2021-2024 WVP4001～4606
壁装材 不燃認定壁紙1000 2021-2024 WF7001～7250
壁装材 VS 2018-2020 VS8001～VS8065
壁装材 リアルデコ/ハーデック 6 WRW6000番台 WRA6000番台 DEC6000番台

壁装材 環境・素材コレクション
2019-2022
↓(変更)

2019-2023
WEN9001～WEN9100

壁装材 住まいの壁紙100選 ～2023 WVC700～WVC799
カーテン 東リ カーテン フフル 2021-2023 TKF20001～TKF20800
カーテン 東リ コントラクトカーテン 14 plus TKY7001～TKY7456

巾木・立面仕上げ材 腰壁用内装仕上げ材 1 東リ 防汚消臭腰壁シート 東リ 不燃腰壁シート ファブテック腰壁 東リ腰壁 ウッドデコ
ソフト巾木 ロング巾木 デザイン巾木 スタイル巾木
防汚抗菌ワイド巾木 ササラ巾木 ウェーブ巾木
ソフト巾木 ロング巾木 デザイン巾木 スタイル巾木
防汚抗菌ワイド巾木 ササラ巾木 ウェーブ巾木

巾木・立面仕上げ材 プチモール 2 プチモール

東リファブリックフロア 4

ロールカーペット織りシリーズ
2019-2022
↓(変更)

2019-2023
ロールカーペット

ファブリックフロア

巾木・立面仕上げ材 巾木シリーズ ハンディ色見本 11

巾木・立面仕上げ材 巾木シリーズ 11
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