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CERTIFICAZIONI

コレクション概要

アート
ピンチ
システムN サッビア/トルトーラ/ファンゴ/
マローネ/パール/グリージオキアーロ/グ
リージオメディオ/グリージオスクーロ/グ
ラファイト/ネロ
システムS チェネレ/サンド/タウペ/オ
リーヴァ/ペルトロ/アントラチッテ/グラ
ファイト
マイストーン_バサルト20
マイストーン_アルデシア チェネレ/アントラチッテ
マイストーン_アルデシア20    
マイストーン_チェッポ ディ グレ
マイストーン_チェッポ ディ グレ20
マイストーン_ラヴァ―ニャ
マイストーン_バサルト
マイストーン_ブルーストーン
マイストーン_ブルーストーン20
マイストーン_グリスフルーリー

マイストーン_グリスフルーリー20
マイストーン_グリス ドゥ ジェン
マイストーン_グリス ドゥ ジェン20
マイストーン_ライムストーン
マイストーン_ライムストーン20
マイストーン_ムーン
マイストーン_ムーン20
マイストーン_ピエトラ ディ ヴァルス
マイストーン_ピエトラ ディ ヴァルス20
マイストーン_ピエトラ イタリア
マイストーン_ピエトラ イタリア20
マイストーン_クオーツサイト
マイストーン_クオーツサイト20
マイストーン_カシミール
マイストーン_カシミール20
マイストーン_ シルバーストーン
マイストーン_ シルバーストーン20

ボランティアLEED ®認証（エネルギーと環境デザインにおけるリーダーシップ）は、米国グ
リーンビルディング協会が推進する、世界的に知られるグリーンビルディングと持続可能
な設計のためのプロトコールです。LEED ®の評価システムは9つの項目から構成されてい
ます。各項目には、プロジェクトの特性によって決められた必須条件とポイントが定められ
ています。マラッツィ社では、生産工程全体にその環境基準を適用しているため、全ての
セラミックと磁器製石器が、材料と資源（MR）、敷地選定（SS）、室内環境（EQ）を始めと
する項目において、建物環境性能評価LEED®のポイント取得要素となっています。マラッツ
ィ製品のいくつかのライン（下記の表を参照）は、材料の40％にリサイクル原料を使い、
国際的認証機関 ’Certiquality’ の認証を受けています。また材料と資源の項目において
LEED ®の評価ポイント取得に参加しています

Leed® 認証クレジットおよびリサイクル原材料 • 
Leed® Credit and Recycled Content • Crédit 
Leed® et Contenu Recyclé •  Leed® Punkte und 
Recyclinganteil •  Crédito Leed® y Contenido Reciclado                                                                                                                                        
                                                                                                                                                  

GREENGUARD認証

GREENGUARD GOLD認証によって、室内環境における揮発性有機化合物（VOC）の低
排出に関する最も厳格かつ包括的な国際基準のいくつかを充たしていることが認められ
ています。詳細はhttp://spot.ulprospector.comのサイトからご覧いただけます。

GREENGUARD認証
コレクション概要

オールマーブル
オールマーブル20
アパレル
アート
コットトスカーナ20 
エヴォリューションマーブル フロア
ルーメ
マーブルプレイ
メモ
マイストーン アルデシア
マイストーン アルデシア20
マイストーン バサルト
マイストーン バサルト20
マイストーン ベオラ20
マイストーン ブルーストーン
マイストーン ブルーストーン20
マイストーン チェッポ ディ グレ
マイストーン チェッポ ディ グレ20
マイストーン グリス ドゥ ジェン
マイストーン グリス ドゥ ジェン20
マイストーン グリスフルーリー
マイストーン グリスフルーリー20
マイストーン カシミール
マイストーン カシミール20
マイストーン ラヴァ―ニャ
マイストーン ライムストーン
マイストーン ライムストーン20

マイストーン ムーン
マイストーン ムーン20
マイストーン ピエトラ ディ ヴァルス
マイストーン ピエトラ ディ ヴァルス20
マイストーン ピエトラ イタリア
マイストーン ピエトラ イタリア20
マイストーン クオーツサイト
マイストーン クオーツサイト20
マイストーン シルバーストーン
マイストーン シルバーストーン20
ピンチ
パウダー
システムN
システムS
システムU
ストリーム フロア
テラテック
トレヴァークランド
トレヴァークライフ
トレヴァークモア
トレヴァークマスト
トレヴァークソウル
トレヴァークビュー
トレヴァークウェイ
ヴェーロ
ヴェーロ20

グリーン ビルディング カウンシル イタリア

マラッツィ グループS.r.l.は、LEED ®認証を通じて、市民生活の質の向上に貢献すべく、効
果的なエネルギー利用や環境への配慮をした持続可能な建築文化を推進するグリーン 
ビルディング カウンシル イタリアの準会員になっています

タイルの施工方法 
タイルの施工を始める前に、どのような施工面だとしても、必ず用意し
たタイルが必要な量、色、サイズにおいて適切であるか確かめてくだ
さい。正しい作業を行ううえで必要な準備や注意点に従って作業を行
ってください。（下地の準備、モルタルや接着剤の調合、乾燥時間の遵
守、伸縮目地の設置、叩き込み等…）

接着剤を使った施工 
タイルの施工は、資格のある者が適切な工具を用いて行ってくださ
い。タイルを貼る面（基礎）は完璧な平面でなくてはいけません。2m定
規で計測した凹凸面の推奨最大値は3mm以下です。施工面はしっか
りと養生し、埃や隙間の無い状態にしてください。貼りつけ作業を行う
際には、適切な照明を用いることを強く推奨します。接着剤はタイルの
種類（タイプとサイズ）、施工面の種類、または用途に合わせて選択し
てください。接着剤が乾く前に、タイルの設置状態を確認し、必要に応
じて修正してください。

新しいモルタルを用いた施工
300mmを超えるサイズのタイルや吸収性の無い土台に、新しいセメ
ントモルタルや「厚塗り」を用いることは控えてください。

目地の取り方
タイル貼りした面を良い状態で保つうえで、目地は非常に重要な要素
であるため、タイル貼りの専門家の協力・助言をもらうことをお勧めし
ます。当社は目地無しの施工に対して責任を負いません。「最小目地」
は3mmです。
目地を付けるべき箇所:
－伸縮目地に当たるところ
－地面と壁の間（周辺の継ぎ目）
－タイルとタイルの間
－タイルとその他の材料（例：セラミック・リノリウム・木材）との継ぎ
目部分

施工面への接着モルタル塗り
目地詰めの作業前に、接着剤が完全に乾くまで待ち、埃や接着剤の残
りが目地に詰まっていない事を確認してください。少しずつ（4-5m2）
塗ること。これは特にストラクチャー、滑り止め、磨きタイプの製品にお
いて重要な点です。特に屋外の施工面に関しては、製品がまだ水分を
含んでいるうちに、余計な接着剤を表面から斜め向きに拭いて取り除
いてください。目地を含む施工面をきれいな水で濡らしたスポンジで
丁寧にふき取り、更に湿らせた布で拭いてください。タイルと異なる色
の目地材を使う際には、目につかない限られた範囲で目地材を試して
ください。エポキシ目地材に関しては、多めの水とスポンジを用いて洗
浄してください。この製品は、反応が早く直ぐに固まりますが、一度固ま
ると取り除く事が難しくなります。1日経ってからアルカリ性洗剤で最終
的な洗浄を行ってください。タイルの種類に合わせた目地材を選択す
る際は、目地材メーカーに相談することをお勧めします。

施工後の掃除やお手入れ 
作業用具や材料が全て運び出されて、工事は完全に終了したことに
なります。タイル施工面へのダメージを避けるため、出来る限り砂や
他の作業で残った材料等や研磨材を傍に置かないようにして、保護し
てください。

初回の洗浄 
施工後の洗浄は、次に行う作業や正しいメンテナンスを行うために非
常に重要となるステップです。最初の丁寧な洗浄は、通常、フロア使用
開始前に一度だけ行う作業です。この作業を行うことでフロアを長期
間美しく保護することができます。最初の洗浄は、タイルを貼りつけ、
目地詰めを行ってから4-5日後、遅くとも10日以内に行ってください。正
しく整えられた目地表面には、残ったセメントの薄い膜が付いている
ことがあります。これは、水だけでは取れないので、メーカーの指示に
従い正しく希釈された酸性の洗剤（冷水で希釈1：10～1：4）を使う必
要があります。まずタイルを敷いた面、特に目地の部分を濡らしてくだ
さい（目地は通常非耐酸性）用意した酸性溶液を表面に広げ、少しの
間（2分）、放置して反応を待ちます。溶液が乾き切らないように気を付
けてください。ブラッシング機（ヤスリ板の無いもの）、吸水用掃除機、
又は他の道具、もしくは手作業で溶液を取り除いたあと、よく洗い流し
てください。機械を用いてこの作業を行う際（特にストラクチャータイ
プのタイルの場合や面積が広い場合は特に有効）も、角や壁際などブ
ラッシング機が届きにくいところは、常に手作業で行ってください。貼
っていないタイル又は目につきにくい施工面の一部を用いて、製品の
耐酸性試験を行ってください。特にラップ仕上げと鏡面仕上げのもの
は試験することをお勧めします。フッ化水素（HF）もしくはそれを含む
洗剤の使用は避けて下さい。

通常の洗浄 
通常のタイル面の洗浄は、ゴミや汚れを取り除き、元の外観を取り戻
すことを目的としています。施釉磁器質タイルに保護剤の必要はあり
ません。計画的に正しく洗浄を行い同じ外観を維持するようにしてくだ
さい。丁寧に洗浄する際には、お湯と柔らかな布・スポンジで洗浄し、
必要に応じて中性洗剤を使用してください。表面積の大きな場所で
は、業務用洗浄機を用いて洗浄し、必要に応じて部分的に手作業で仕
上げを行うことが可能です。

注意事項:
－傷や跡を付ける金たわしや硬いブラシのような研磨工具で表面を
擦ることは避けて下さい。
－残った脂質や油分は、必要に応じて有機溶媒もしくはアルカリ性洗剤

（pH>9）で取り除き、丁寧に洗い流してください。
－石鹸は、特に硬質の水と一緒に用いると、ぬめりを残すことがあるの
で、使用を避けて下さい。
－ワックスや艶出し効果のある製品の使用は避けて下さい。
－研磨タイプ又は光沢のあるタイルに対し研磨剤入り洗剤は使わな
いでください。マット仕上げのものには、事前にタイルの一部で試した
のち、使用することが可能です。通常、中性洗剤でない洗剤は全て、事
前に貼り付けていないタイルもしくは貼り付けたタイルの目につかな
い部分で試したのちご使用下さい。

金属製見切り材の取り付けに関する推奨事項 
内装用の使用をお勧めします。また、施工にはポリウレタン製とエポキ
シ製の接着剤の使用をお勧めします。モルタル系接着剤を使用する場
合は、目に見える部分に残った余分な接着剤を、水と柔らかいスポン
ジで直ぐに取り除くようにしてください。錆びの原因となるため、空気
中の塩分濃度が高い塩気のある場所での金属製見切り材の使用は控
えてください。また金属製見切り材を継続的に液体の中に入れた状態
で使用しないでください。

床用長方形タイルの施工に関する推奨事項
長方形サイズのタイルに関しては、壁面に垂直に敷設するのに加え、
以下の目地幅で馬踏み目地、通し目地、又はランダム貼りすることを
推奨します。

- タイル長さの最大1/5： 190x1500 • 250x1500 • 375x1500 • 

720x1450

- タイル長さの最大1/4： 150x900 • 450x900 • 150x1200 • 200x1200 

•
300x1200 • 600x1200 • 580x1160 • 290x1160

- タイル長さの最大1/3： 75x600 • 100x600 • 145x580 • 150x600 • 
300x600 • 375x750 • 290x580 • 200x400

詳細と敷設チュートリアルビデオは、
www.marazzigroup.comの施工セクションでご確認下さい。

施工とメンテナンスに関する推奨事項
– Consigli di posa e manutenzione • Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und 
Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento

CONSIGLI DI POSAINFORMAZIONI GENERALI




