
総合カタログ2021-2022 改定版 掲載製品
生産中止品（限定在庫品）リスト

★印は、総合カタログ2021-2022 改訂版発行以降の生産中止品です。
カタログには【限定在庫品】の表記がありませんのでご注意ください。

頁数 シリーズ名 品番

★ 33 ビストロイタリア 輸入 一部 MRR-F1250～F1290

★ 49 カプチーノ 輸入 一部 NTR-D6820～D6850・D6821-4M～D6851-4M

★ 61 ディストリクト 輸入 全点 IOL-F9510～F9540・F9511-8M～F9541-8M

★ 63 シェードディーゼル 輸入 全点 ISC-F5910～F5950

69 マシア 輸入 一部 EK-F3041-4M ～ F3071-4M

★ 77 クラルテ 国産 一部 CLA-02T・02Y

★ 79 ルクスボウル 輸入 全点 ISC-F2210～F2260

81 サテリッティ 輸入 一部 VO-F6020～F6050・F6150・F6031・D6101

★ 85 ボルサーリ 輸入 一部 MZU-F7740

★ 88 ラヴェナ 輸入 一部 MZU-F1930・F1950・L1930・L1950・L1911-6M・L1931-8M

★ 91 リカバリング 輸入 一部 MZU-J3020・J3050・J3051

★ 95 オキシドウォール 輸入 一部 ERM-O6011～O6051

107 エージープラス 国産 一部 AGP-B-113～116・B-MIX1・2

★ 123 ギャラクシーモザイク 輸入 一部 OVI-T5013

129 ニューヨーカーグラス 輸入 一部 WZ-T1502M・T1504M

★ 197 リフレイヤー 国産 全点 RIF-001・002・001A・002A・001B・002B

281 大理石モザイク 輸入 一部 CH-1560

★ 315 プラネート 国産 全点 PLN-1～4

★ 316 クルグレイズ 国産 全点 CRG-001～005

★ 329 サンルカーノ 国産 全点 SUN-001～002

★ 330 千本格子 国産 全点 SBK-01M～45M・01M-MTH～45M-MTH

★ 361 ロックソルト 輸入 一部 CMI-6MM2412-5450・6MM2412-5550P・6MM1212-5450・6MM1212-5550P

★ 368 マルミマキシマム 輸入 一部 FI-6MM1515-1～330P・AF4620P・AF4670P・6MM3015-20P・6MM3015-70P

★ 393 マーブルラブ 輸入 一部 FIA-AC1220・AC1240・AC1270・AC1320P・AC1340P・AC1370P

X1220・X1240・X1270・X1320P・X1340P・X1370P

U1220・U1240・U1270・U1320P・U1340P・U1370P

★ 410 エックスマーブル 輸入 全点 CMC-AC5100～AC5150・V5100～V5150

★ 416 ニューセンチュリー 輸入 一部 CEN-AC7500・X7500・V7500

418 グラニゴ 輸入 全点 RAI-X5310P～X5380P

★ 421 グランラウンジ 輸入 一部 RAU-X2600・X2700M・X2800P

★ 428 ソーホーデッキ 輸入 一部 ERM-O2460～O2490・O2560G～O2590G

★ 439 フレンチオーク 輸入 一部 CTC-O1010～O1030・O1130G
※CTC-O1010・O1020は面状変更のため生産中止となります。
CTC-O1010→新品番 CTC-O1011F、CTC-O1020→新品番 CTC-O1021F

★ 454 マグネタイト 輸入 一部 FIA-U8910G～U8960G・U8910GK～U8960GK・U8810～U8860

★ 456 ピエトララヴィカ 輸入 全点 FBC-X4810S～X4840S・U4810S～U4840S

★ 480 ノール 輸入 一部 OR-U3500～U3540・H3510～H3530

★ 517 リアビタ 輸入 一部 SEC-D7000～D7040・ D7001M～D7041M・D7002-6・L7040

★ 523 コンテクスト 輸入 一部 AST-U7030・U7130G

532 テラステップ 国産 一部 TES-KS-001～004

★ 571 モデネーゼ 輸入 一部 XCV-AA3330G・X3330G・U3330G・U3330GK

576 アルファヒルズ 輸入 一部 ALF-Y3330・Q3310～Q3350・X3310～X3350・X3530G　★ALF-Y3310～Y3350

U3330・U3430S・U3530G・U3530K・U3530T・R3530G・R3530K

★ 582 ペトラエ 輸入 全点 RFN-X6810～X6840・X6910G～X6940G・U6810～U6840・U6910G～U6940G

U6910GK～U6940GK・U6812～U6842

584 カヴァダオスタ 輸入 全点 GZI-Y4850～Y4880・Y4950G～Y4980G・V4850～V4880・V4950G～V4980G

★ 608 ネオストン 輸入 全点 CR-W2110～W2130・W2010～W2030・U2110～U2130・U2010～U2030

T2110～T2130・T2110K～T2130K・T2010～T2030・U2011～U2031

610 クレマライム 輸入 全点 CAP-AB9020・AB9030・AB9120G・AB9140G・Y9010～Y9040

Y9110G～Y9140G・X9010～X9040・X9110G～X9140G

613 バサライク 輸入 一部 PAN-R6561・R6571・R6591

629 ホリゾンティ 輸入 全点 PAN-AB2210～AB2240・X2210～X2240・X2310G～X2340G

U2310G～U2340G・U2310GK～U2340GK

640 ヴィスビューストン 輸入 全点 FRE-X1610～X1640・X1710G～X1740G・U1610～U1640

U1710G～U1740G・U1710GK～U1740GK

★ 644 ティベリーナ 輸入 全点 ALF-Y0710～Y0750・Y0810P～Y0850P・Y0910G～Y0950G

★ 658 パティオチェンブラ 輸入 全点 RFN-X1950～X1970

694 ディバイスⅡ 輸入 一部 KSN227R-107・KSN227RA-107・KSN227RC-107

695 ディバイスⅡボーダー 輸入 一部 KBQ227R-107S・KBQ227RA-107S・KBQ227RC-107S

★ 709 マトロッソ 国産 全点 RCL-1～5・RCL-M-1～5

★ 732 バリオス 国産 全点 VAR-001～004・VAR-M-001～004

★ 738 レイリア 国産 全点 STP-01～02・STP-M-01～02

762 リオルドストン 輸入 一部 RIO-830～840・RIOM-830～840・RIO-T-830～840

★ 769 ファレーズロック 国産 一部 FAL-M6

★ 820 クレスパ 国産 全点 CRS-502(面状)-・502(面状)-M-・502(面状)-G-・501(面状)-・501(面状)-M-

★ 843 バーシム 国産 一部 BAS-502-902K・903K・904K・811K・BAS-502M-902K・903K・904K・811K

BAS-502G-902K・903K・904K・811K

872 クリスタルミカゲ 輸入 一部 BOM-3067P・4067P・6367P・3067J・4067J・6367J

873 クリスタルミカゲ 輸入 一部 BOM-45-92・50-92・80-92・MA-001・005

875 クリスタルマーブル 輸入 一部 BOM-7375・4461・7372・7373・7473

890 コーナービット 輸入 一部 DR-PK6～PK10（ブラック）・DR-PI 6～PI 10（アイボリー）

★DR-PC6（ホワイト）・DR-PG6～PG10（グレー）

以上の製品が、2022年4月8日現在、生産中止になっております。
在庫限りの限定在庫品となりますので、在庫確認・確保（輸入品のみ）はお早めに、最寄りの事業所までお問合わせください。


