
分類 サンプル帳名 Vol.

CFシート‐H CFシート‐SD ニュークリネスシート CFシート‐P

マチュアNW ホスピリュームNW バスナシリーズ ラバナ

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

LAYフローリング

LAYフローリングピタ
フィー

東リ ファブリックフロ
ア

巾木シリーズ

ビニル床シート 住まいのCFシート-H 5 CFシート-H CFシート-SD ニュークリネスシート 巾木シリーズ

ビニル床シート 店舗のCFシート-P 4 CFシート-P

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/ロングﾞ巾
木（スタンダード）

ソフト巾木/ロングﾞ巾
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/ロングﾞ巾
木（スタンダード）

ソフト巾木/ロングﾞ巾
木（カラード）

ビニル床シート ノンワックスリュームNW 2
ノンワックスリューム
NW

ビニル床シート マチュアNW 2 マチュアNW 巾木シリーズ

SFフロアNW ケアセーフNW アンダーレイシート 防汚抗菌ワイド巾木

ウェーブ巾木 プチモール

ホスピリュームNW アンダーレイシート 防汚抗菌ワイド巾木 ウェーブ巾木

プチモール

NS800 東リNSステップ800 NSリアルデザイン
NS9500ニュータフ
シャイン

NSアンダーレイシート
NSパス／NSパス蓋
付

NS4400 アクアトレッド 消臭NSトワレNW

NSフラッティ バスナフローレ バスナアルティ
バスナリアルデザイ
ン

フロアリューム プレー
ンエンボス

フロアリューム リッチ
エンボス

NS550 遮熱ガーデン
ト

NSタイル

NS800 東リNSステップ800 NSアンダーレイシート NSパス

NSパス蓋付

ビニル床シート NS4400アクアトレッド 2 NS4400アクアトレッド

ビニル床シート 消臭NSトワレNW 3 消臭NSトワレNW

耐薬スーパーKシート
耐薬スーパーKシート
エクセラ

オペリューム
帯電防止フロアリュー
ム

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
機能性ビニル床材

[耐動荷重性/導電性/帯電防止性］
1 アースリューム ファクトリューム ニュースタンロード

ビニル床シート

バスナウォール ユニット
バスナリアルデザイン

バスナフローレ
バスナアルティ

1
バスナウォール ユ
ニット

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
バスナリアルデザイン

バスナフローレ
バスナアルティ

3
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） 1 ヒトエ グランザ ヒトエ ファイン

ロイヤルウッド ロイヤルストーン フェイソールプルス
ルースレイタイルLLフ
リー50NW-EX

シガハードプラスNW ファブテックタイル ファブテック腰壁 LAYフローリング

ビニルソイルシリーズ LAYフローリング 巾木シリーズ 目地棒

東リ プリント目地棒

ビニル床タイル マチコV 7 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

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/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 3 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 ロイヤルストーン・モア ルミナス 1
ロイヤルストーン・モ
ア ルミナス

ビニル床タイル ロイヤルウッド 3 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 ライトストーン/ライトウッド 1 ライトストーン ライトウッド

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
ルースレイタイルLLフリー800

1
ルースレイタイルLLフ
リー40NWｰEX

ルースレイタイルLLフ
リー800

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

1
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

ビニル床タイル
イークリンプレミアNW/イークリンエコノNW/

イークリンノンスNW
2 イークリンプレミアNW イークリンエコノNW イークリンノンスNW

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

1

ビニル床シート ホスピリュームNW 3

ビニル床シート NSシート 11

ビニル床シート SFフロアNW/ケアセーフNW

2019年5月30日　現在東リ サンプル帳 一覧

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

シートコレクション 2018-2021ビニル床シート

掲載商品

ビニル床シート
NS800

東リNSステップ800
8

ビニル床シート
機能性ビニル床材

[耐薬品性/帯電防止性/耐動荷重性/耐静
過重性］

1

ビニル床タイル タイルコレクション 2016-2019



ファブテック ファブテック 1 ファブテックタイル ファブテック腰壁 ファブテック モール材 ファブテック 巾木

ｸﾞﾚｲｽﾗｲﾝ / ｸﾞﾗﾝｸｰﾙ
/ ｱﾝｸﾘﾈ

ﾚﾌﾟﾗﾝｼｭ / ｿｺｲﾀﾘｼﾘｰ
ｽﾞ

ｺﾚﾝﾃV / ﾄﾞﾛｰﾗｲﾝ /
ゆいそめ

ﾛｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ / ﾌﾟﾚﾘｴ /
ﾓﾙﾀｰｸﾚｲ

ｽﾛｰﾈ / ｼﾞｵｽﾗﾝﾄ / ﾙ
ﾁｪｱｰﾙ

ｳﾞｪﾆｰﾁｪ / ﾚｿﾞﾅﾝｽ・ｶ
ﾝﾅ

ｶﾗｰﾑｰｳﾞ / ﾒｲｵﾘｶ /
GX-300

MTE / ｴｸｽｸﾛｰﾑ /
GX-200

GX-200ｸﾞﾘｯﾄﾞｶｯﾄ / ﾒ
ﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

ﾃﾞｨﾌｧﾌﾞﾘｴ / ｱﾙﾄｸﾞﾗﾝ
/ ﾉｸﾁｭｰﾙ

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ / ﾍｲｽﾞ
ﾌｧｲﾝ

ﾓﾃﾞﾙﾉ / ｽﾗﾛｰﾑ / ｵ
ｶｯｼｭ

ｵﾙｳﾞｨｴ / ﾄｰﾝﾃﾞｨﾚｸ
ｼｮﾝ / ﾌﾟﾗｲﾑｸﾗｽ

ｴﾄﾘｺ / ﾗﾃｨｸﾛｽ / ｶﾙ
ﾑｸﾞﾚｲﾝ

ﾙｼｪﾛⅡ / ﾚｸﾀﾝｸﾞ /
ﾕｰｸﾘｯﾄﾞ

ﾁｪﾝﾊﾞﾛ / ﾃﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ

DC-1100 / RC-1200

GA-100 GA-100S GA-100T GA-100W

GA-100G GA-100N GA-100EM GA-100AF

GA-100FH GA-100SA SGカーペット
タイルカーペット用
アンダーレイシート

タイルカーペット GA-100/GA-100S 3 GA-100 GA-100S
タイルカーペット用
アンダーレイシート

GA-400
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

タイルカーペット GA-400シリーズ 3 GA-400
GA-400S（ストライプ
Ⅰ・Ⅲ）

GA-400N GA-400RS

タイルカーペット GA-3600 2 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 3 GX-200

タイルカーペット GX-300 4 GX-300

タイルカーペット GX総合[コンパクト版] 1
GXシリーズ（各製品1
品番のみ生地掲載）

タイルカーペット ソコイタリシリーズ 1 ソコイタリ ソコイタリ クラシック
ソコイタリ インスピ
レーション

ソコイタリ グランドエ
アー

タイルカーペット エクスクローム/MTE 1
エクスクロームシリー
ズ

MTE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

エトウィール
7300/7000/5700/880
0

エトウィール
6500/8500/6700/590
0

エトウィール
4700/8000/3900/400
0

エトウィール
2300/900/1900/1000

バルザールN/バル
ザールZ

イルミネーションR/イ
ルミネーションG

ウメノカ/ササハ/アー
スブレス/アリオスラ
イン

シンクロニシティー/ト
リアックL/グッドホー
プ/レアルタ

トリアック/フィルミエ/
ニューメイム/ディライ
アンⅡ

ドットスクア/マレユー
ル/シルクフィール/
ディフェンダーⅡ

シャサーヌ/メドレーラ
イン/ミリティムⅡ

ソフトグレイン/アング
レーヌ/フレンドエー
ジ

ニューカントリーホー
ムⅡ/クラフトジャー
ニー

バーバークラフト/
ヴェルファー/ボンフ
リーⅡ

ニューレモードⅡ/グ
レース

セグエ/マスターフル

ロールカーペット O.I.C （オーアイシー） 1 O.I.C

ロールカーペット ハノーク カーペット 1 ハノーク カーペット

ｱﾀｯｸ270 ｷｬﾝﾊﾞｽﾌｧｲ
ﾝ

ｱﾀｯｸ350 ﾘｯﾌﾟﾙﾊﾟﾚｯﾄ
ｱﾀｯｸ450 ﾆﾄｺ/
ｱﾀｯｸ550 ﾉﾏｷﾞｰ

ｱﾀｯｸ750 ﾀﾄﾘｰﾙ/
ｱﾀｯｸ950 ｿﾌﾄﾙｰﾌﾟ

ｽｸｴｱ2100 ｻｲｻﾞﾙｰﾌﾟ ｽｸｴｱ2300 ｷﾖﾗ ｽｸｴｱ2400 ｿﾜﾚ
ｽｸｴｱ2800 ﾘｽﾞﾑｽｸｴ
ｱ

ｽｸｴｱ3000 ﾒﾗﾝｼｪ ｽｸｴｱ4200 ｽｽﾞｶｽﾘ
ﾃｷｽﾀｲﾙﾌﾛｱ7000 涼
織

ｷｬﾗｸﾀｰｼﾘｰｽﾞ

壁装材 パワー1000 2018-2021 WVP2001～2633 WVP2801～2810

壁装材 不燃認定壁紙1000 2018-2021 WF1001～1250

壁装材 VS 2018-2020 VS8001～VS8065

壁装材 リアルデコ/ハーデック 5 WRW5000番台 WRA5000番台 DEC5000番台

WU5501～5503、5507
～5510

ウッドデコ腰見切
（WU10～13、17～19)

ウッドデコ巾木（WU60
～63、67～69)

腰壁用ニューモール
材

ソフト巾木

WEN4001～WEN4030 WEN4051～WEN4069 WEN4101～WEN4175 WEN4201～WEN4290

WEN4301～WEN4311 WEN4351～WEN4359 WEN4401～WEN4426 WEN4501～WEN4531

WEN4601～WEN4621 WEN4701～WEN4728 WEN4801～WEN4810

壁装材 住まいの壁紙100選 ～2020 WVC600～WVC699

カーテン 東リ カーテン フフル 2019-2021
TKF10001～
TKF10800

カーテン 東リ カーテン エルーア 2017-2020
KSA60001～
KSA60500

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 東リ 防汚消臭腰壁シート 1
東リ 防汚消臭腰壁
シート

腰壁用ニューモール
材

ソフト巾木 ソフト巾木<木目>

巾木・立面仕上げ材 東リ 不燃腰壁シート 1 東リ 不燃腰壁シート
腰壁用ニューモール
材

ソフト巾木<木目>

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

巾木・立面仕上げ材 巾木シリーズ 9

壁装材 ウッドデコ 6

壁装材 環境・素材コレクション 2016-2019

ロールカーペット 東リ ロールカーペット 2016-2019

ファブリックフロア 東リファブリックフロア 3

タイルカーペット GXタイルカーペット 2018-2021

タイルカーペット GA-100シリーズ 4

タイルカーペット
GA-400シリーズ
GA-500シリーズ

3


