


天然石は、人工石やタイルにはない優雅な美しさ・磨き込まれた光沢・豊かな質感・自然
な風合いがあります。個々が組成された長い年月を経て個性を現す表情（斑・柄・紋様・
模様・色味・色調など）がその魅力の源泉です。
この魅力をそのまま生かし、取り扱い易くするため、複合板構造で商品化しています。

軽い

天然石大理石パネル 御影石パネル 化粧材

光透過薄い 3.5mm~

本物の大理石・御影石の魅力を、自然の風合いのままお届けしています

HYD-AH/US/SH HYD-ABS HYD-AH

形状自在

7.5kg/㎡～



商品展示棚 20分割で制作・現場組み立て接着

商品展示棚BOX 完成状態 【上段画像】
ペルリーノキャーロ本磨き 20パーツ 現場組み立て接着加工
W2000 x D900 x H420

商品展示状態 【中段左画像】
BOX下部はLEDの間接照明

制作段階 【中段右画像】
天面４辺小口加工
側面左右２辺小口加工

石材イメージ参考画像 【下段左画像】
ペルリーノキャーロの壁（商業ビル エントランス）



天然石に光を透過させ内装・サインを際立たせます

バーカウンター腰板 【上段画像】
HYD-ABS 厚み15mm
大理石 5mm アラベスカート
基板 10mm ABSハニカム

正面 W4000 x H960
側面 W1000 x H960 x 2

バーカウンター腰板のスラブ材 【中段左画像】
アラベスカート 板状原石

エントランスホール飾り壁 【下段右画像】
HYD-ABS 厚み20mm
大理石 5mm イエローオニキス
基板 15mm ABSハニカム

W3000 x H2000



5分割で柄合わせ 長さ10m超の大型カウンター

バーカウンター天板 【全画像】

HYD-AH 厚み20mm
大理石 4mm ビアンコカラーラ 本磨き
基板 16mm アルミハニカム

W10300mm x D1200mm
前垂れH50mm 石張り加工



内田洋行様『LEMNA』 3m超 大判会議テーブル

内田洋行様『LEMNA』 【上段・中段左・下段画像】
大判会議テーブル天板

HYD-AH 厚み20mm 4面小口加工
大理石 4mm シルバートラバーチンライト 本磨き
基板 16mm アルミハニカム
W3200mm x D1200mm

スラブ材（板状原石）【中段右画像】



約15kg/㎡で重量制限をクリア エレベータ床面も壁も

エレベータ床面 【上段画像のEV床面】

HYD-AH 厚み15mm
大理石 4mm ゴールデンブラウン

グレーセルベジャンテ
基板 11mm アルミハニカム
大理石は本磨き 7分割

EVホール壁 【下段画像】

HYD-AH 厚み15mm
大理石 4mm トラベルチーノロマーノ
基板 11mm アルミハニカム



パネル状5mm厚材を現場で必要サイズにカットし施工

EVホール床 【上段画像】
HYD-US 厚み5mm 600mm角
御影石 4mm 山西黒
基板 1mm 強化FRP

ホテル床【下段画像】
HYD-US 厚み5mm 600mm角
大理石 4mm タイガーベージュ
基板 1mm 強化FRP

御影石 山西黒

大理石 タイガーベージュ



アパレルショップ/レジカウンター・装飾壁・展示台・収納棚

店舗内壁 【下段右画像】
HYD-US 厚み5mm 600mm角 柄合わせ
大理石 4mm シルバートラバーチンライト 本磨き
基板 1mm 強化FRP
約20㎡に接着剤全面塗布圧着張り 眠り目地

商品展示用家具と収納 【下段左画像】
HYD-US 厚み5mm
大理石 4mm アラベスカート 本磨き
基板 1mm 強化FRP
木工家具に接着剤張り（収納引き出し部分含む）

レジカウンター 【上段左画像】
HYD-AH 厚み15mm
大理石 4mm アラベスカート 本磨き
基板 11mm アルミハニカム

W3000mm x D700mm
柄合わせ 2分割作成

展示台 【上段右画像】（木工下地あり）
HYD-AH 一体成形 ドラマチックホワイト
W900mm x D900mm x H400mm



R・Φ・開口・ビス留めなど自在な形状・留め・小口

BOSストーンのプロフィット

製品価格単独のコストではなく、運送・施工までの総合コストを見てください。

BOSストーン5mm厚と無垢石20mm厚を比較しました

＜100㎡の壁施工＞
施工コスト 職人工数が30～40%程度に圧縮
無垢石
BOSストーン

＜100㎡の仕上げ材＞
運送コスト 半分近くに低減
無垢石
BOSストーン

＜100㎡の仕上げ材＞1階から10階への横持ち
運搬コスト 工数が20~30%へ激減
無垢石
BOSストーン

＜100㎡の仕上げ材＞
建物にかかる荷重 重量が25%程度に大幅減
無垢石
BOSストーン

【行燈】
アラベスカート
グリーンオニキス

【行燈】
アラベスカート
グリーンオニキス

【落とし込みΦ天板】
ビアンコカラーラ

【落とし込みΦ天板】
ビアンコカラーラ

【光透過展示棚枠】
ビアンコカラーラ

【光透過展示棚枠】
ビアンコカラーラ 【展示棚＋LED間接照明】

ビアンコブルイエ
【展示棚＋LED間接照明】

ビアンコブルイエ

【暖炉】
アズールマカウバ

【暖炉】
アズールマカウバ

【展示台（天地逆）】
シルバートラバーチンライト
【展示台（天地逆）】
シルバートラバーチンライト

【レジカウンター目隠し】
ロッソアリカンテ

【レジカウンター目隠し】
ロッソアリカンテ



HYDシリーズのスペック一覧／大理石・御影石カタログ

ビアンコカラーラ

シルバートラバーチンライトマロントラバーチン

イエローオニキス

グリーンオニキス

ホワイトオニキス

アラベスカート ドラマチックホワイト

エンペラドールライト エンペラドールダーク ブラックアンドホワイト

ティーローズ

インドグリーン ボテチーノロッソアリカンテ

G603 G439

エメラルドパール 山西黒

ハッサングリーン ラステンバーグ

ニューインペリアルレッド ラベンダーブルー

大理石 MARBLE 御影石 GRANITE オニキス

天然石の注意事項

■天然石のため、色調や柄模様には自然の幅があります。
■同じロットでも色調や柄模様に幅があり、全く同じものはありません。
■掲載写真と実際の商品では、色調や柄模様ともに若干異なります。
■天然石は浸透性がありますので、シミや汚れの付着に十分にご注意ください。
■筋目の多い大理石は天然の亀裂が存在する場合があります。

ご使用に際して

■湿気、水濡れの多い場所では、劣化及び、変色する場合があります。
■屋外使用の場合、日射/風/雨などの自然現象により風化・劣化・変色する場合があります。
■大理石は酸やアルカリに侵されるため、付着には十分にご注意ください。
■筋目の多い大理石は天然の亀裂が存在する場合があるためお取り扱いにご注意ください。
■使用する場所により石材保護コーティングを行うことをお勧めします。

各下画像：自然光
各上画像：LED光透過

HYD-AH HYD-US HYD-SH HYD-ABS HYD-GL

天然石の厚み 4～5mm 4～5mm 2mm 5mm 5mm

複合基板 アルミハニカム 強化FRP エポキシ樹脂 ABSハニカム ガラス

全体の厚み 10～70mm 5～6mm 3.5mm 15～25mm 15・20mm

重量（㎡） 約15kg 約15kg 約7.5kg 約15kg 約28～35kg

主な用途 天板 展示棚
壁 床

壁 床
落とし込み天板

壁 什器腰板 光透過造作物
サイン 装飾壁

光透過造作物
間仕切 装飾壁

規格品 － 300/400/500/600mm角 ー －

最大寸法 2400x1200㎜
(スラブ材による)

600x900㎜
程度

600x900㎜
程度

2400x1200㎜
(スラブ材による)

1000x1000㎜
(スラブ材による)




