
ブラッドストーン平板・マドック参考施工方法
BRADSTONE

■ 一般舗道部・アプローチ部
① 土を掘りおこし、砕石を100㍉厚で充分転圧します。
② 砕石の上に空練りモルタルを30㍉程度の厚みで敷き、その上に平板
を敷設します。

③ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。

■ マドックZ型ブロック
① 土を掘りおこし、砕石を100㍉厚で充分
転圧します。

② 砕石の上に捨てコンクリートを30㍉程
度の厚みで敷きその上に基礎をつくります。

③ 基礎の上にマドックZ型ブロックを積み
上げていきます。

④ 積み上げ部の接合部分は目地用モルタル
またはブロック用接着剤を使用します。

⑤ 鉄筋が入らない形状のため、直線時には
積段数は3～4段程度となります。

注意事項
■ 白華（エフロレッセンス）
　 白華はコンクリート製品には起こりうる自然現象で、製品の性能を低下させるものではありま
せん。期間限定はできませんが白華現象は通常時間経過とともに消えていきます。

　 気になる場合は白華除去剤の使用をお勧めします。製品の変色防止のため説明書をよく読んで、
目立たない場所でテストしてから使用してください。

■ 普通駐車場部
① 土を掘りおこし、砕石を150㍉厚で充分転圧します。
② 砕石の上にコンクリートを100㍉厚で打ち込みます。
③ ワイヤーメッシュをコンクリートの中に敷設します。
④ コンクリート下地の上に空練りモルタルを30㍉程度の厚みで敷きそ
の上に平板を敷設します。

⑤ 平板の目地部分に目地材を詰めていきます。
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自然石平板参考施工方法

デジャ・ストーン断面図

張付けモルタル　　セメント：砂＝ 1：2
モルタル　　　　　セメント：砂＝ 1：3

張付けモルタル　　セメント：砂＝ 1：2
モルタル　　　　　セメント：砂＝ 1：3
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■ 一般舗道部・アプローチ部
① 土を掘りおこし、砕石を100㍉厚で充分転圧します。
② 砕石の上にモルタルを50㍉程度の厚さで敷きその上に張付けモルタ
ルで自然石を敷設します。

③ 自然石の目地部分に目地材を詰めていきます。

自然石注意事項
■ パラストーン・アルジェンストーン
① 自然石のため、色合い、模様、厚み、大きさにばらつきがあります。
② 施工前には仮置きし、大きさ、色のバランスをご確認ください。
③ 施工目地幅や施工方法による材料ロスを見込んでの数量としてください。
④ 目地幅は洋風張りの30～ 40㍉（石が大きめのφは40～ 50㍉程度）を標準としておりま
すので、和風張り（10～20㍉）の場合は使用量が20～30％増えます。

⑤ 施工後、経年変化による変色、退色がありますので、ご注意ください。
 　施工前にコーティング剤の使用をお勧めします。湿気や白華、防汚効果が得られます。
⑥ ホワイト系石材をモルタルで施工する場合、セメントはホワイトセメント 砂は白色硅砂を使用
してください。また水は水道水を使用してください。

■ デジャストーン・コタストーン
① 自然石を手作業で加工しているため、色合い、模様、厚み、大きさにばらつきがあります。
② 施工前には仮置きし、大きさ、色のバランスをご確認ください。
③ ホワイト系石材をモルタルで施工する場合、セメントはホワイトセメント 砂は白色硅砂を使用
してください。また水は水道水を使用してください。

④ 施工後、経年変化による変色、退色がありますので、ご注意ください。
　 施工前にコーティング剤の使用をお勧めします。湿気や白華、防汚効果が得られます。

※デジャストーンの断面は船底形になっております。施工時、表面・裏面にご注意下さい。

■ 普通駐車場部
① 土を掘りおこし、砕石を150㍉厚で充分転圧します。
② 砕石の上にコンクリートを100㍉厚で打ち込みます。
③ ワイヤーメッシュをコンクリートの中に敷設します。
④ コンクリート下地の上にモルタルを50㍉程度の厚みで敷きその上に
張付けモルタルで自然石を敷設します。

⑤ 自然石の目地部分に目地材を詰めていきます。
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商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円 /枚） 参考重量（約 kg/ 枚）

ジロンデ

600× 600× 40

ジロンデ・
ライムストーン

7,800 31kg

600× 450× 40 5,800 25kg

600× 300× 40 3,800 16kg

450× 450× 40 4,200 18kg

450× 300× 40 2,900 13kg

300× 300× 40 1,900 9kg

ブラッドストーン BRADSTONE ※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

 オールドタウン

600× 600× 40

バーチ・イエロー

6,900
31kg

グレーグリーン

600× 450× 40
5,400

25kg

グレーグリーン

600× 300× 40
3,500

16kg
グレーグリーン

450× 450× 40
4,100

18kg
グレーグリーン

450× 300× 40
2,700

13kg

グレーグリーン

300× 300× 40
1,800

9kg

グレーグリーン

1,900

2,900

4,200

3,800

5,800

7,800

舗装材   paving

※1　バーチ・イエロー色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際は必ず在庫状況をご確認願います。

サイズ表記は5～10㍉の目地幅を含んでおります。　

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円 /枚） 参考重量（約 kg/ 枚）

※1

バーチ・イエロー

バーチ・イエロー

バーチ・イエロー

バーチ・イエロー

バーチ・イエロー

※1

※1

※1

※1

※1



ジロンデ・サークルA

※3

ジロンデ・
ライムストーン

7,900 39kg

 ジロンデ・サークルB 4,500 18kg

 ジロンデ・サークルC 2,800 12kg

 ジロンデ・サークルD 3,600 16kg

 ジロンデ・サークルパック   129,800 544kg

オールドタウン 
サークルA

7,900
39kg

グレーグリーン

オールドタウン 
サークルB

4,300
18kg

グレーグリーン

オールドタウン 
サークルC

2,500
12kg

グレーグリーン

オールドタウン 
サークルD

3,500
16kg

グレーグリーン

オールドタウン 
サークルパック 118,000

544kg
グレーグリーン※3

9 10

（※1）バーチ・イエロー

（※1）バーチ・イエロー

（※1）バーチ・イエロー

（※1）バーチ・イエロー

（※1）バーチ・イエロー

※ 1　バーチ・イエロー色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際は必ず在庫状況をご確認願います。
※ 2　サークル D は化粧目地入りとなります。サークル D を4枚使用して1周円の構成となります。
※ 3　サークルパックの内容はサークルB：16枚、サークルC：16枚、サークルD：4枚です（バラ売り可能）。
サイズ表記は5～10㍉の目地幅を含んでおります。　

129,800

3,600

2,800

4,500

7,500

760/520× 600× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±3,980㍉）

520/350× 450× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±2,750㍉）

350/170× 450× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±1,820㍉）

450× 450× 40
（目地幅含む、4枚:直径約±920㍉）

直径約±2,750
（面積約6㎡、目地幅含む）

760/520× 600× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±3,980㍉）

520/350× 450× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±2,750㍉）

350/170× 450× 40
（目地幅含む、16枚:直径約±1,820㍉）

450× 450× 40
（目地幅含む、4枚:直径約±920㍉）

直径約±2,750
（面積約6㎡、目地幅含む）

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円 /枚） 参考重量（約 kg/ 枚）

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円 /枚） 参考重量（約 kg/ 枚）

※2

※2

舗装材 円形  circles

ラージサークル A 直径約3,980㍉

スモールサークル S 直径約2,750㍉

600㍉

350㍉

520㍉

760㍉

450㍉

450㍉

450㍉

450㍉

A

B

C

D



商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

250×250×40

アンティーク・ブラウン

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

ステッピング・ストーン 560×420×37
ジロンデ・ライムストーン

3,850 19kg
ウェザード・コッツ

ブラッドストーン BRADSTONE ※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/セット） 参考重量（約 kg/枚）

メッシュ・ストーン
455×235×35 + 100×100×35 ソフトベージュ+

ブルーブラック

1枚：  1,900 10kg

16枚+  7個セット (約2.3㎡)：29,530
32枚+21個セット(約4.2㎡)：60,110
48枚+35個セット(約6.0㎡)：90,690

1枚＋1個（追加用）16枚＋7個　W2840mm×H810mm 

　　　　　　　（約2.3㎡）

32枚＋21個　W2840mm×H1520mm　

　　　　　　（約4.2㎡）

48枚＋35個　W2840mm×H2230mm

ブルーブラック100×100×35メッシュ・ストーン追加用ピンコロ  1個：　  190

ウッド・
ステッピング・ストーン

320×340×55 3,200 13kg

455×235×35メッシュ・ストーン追加用1枚

1kg

1個（追加用）

515kg
341kg
167kg

1枚（追加用）

1枚+1個：  2,000  11kgメッシュ・ストーン追加用1+1

ソフトベージュ

ログ・
コーナー 25

1,000  6kg

600×250×40ログ・
スリーパー 60 2,700 13kg

900×250×40ログ・
スリーパー 90

5,100 24kg

サイズ表記は5～10㍉の目地幅を含んでおります。

　　　　　　（約6.0㎡）

舗装材   paving



商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

トスカーニ

600×400×35

(※2)ジロンデ・ライムストーン

4,900
19kg

ベージュ

400×400×35 3,300 13kg

400×200×35
2,100

6kg

ベージュ

200×200×35
1,700

3kg

ベージュ

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

（※1）チェルシーコブル 標準 450×450×40 ジロンデ・ライムストーン 4,300 14kg

（※1）リーフ　・　チェルシーコブル：　特別免責事項
商品特徴上、多少の割れカケが必ず発生すると判断し、
仕上げに影響しない為、特別に本商品について免責事項
とさせていただきます。

＊ベース部分のカケ・割れ
＊天端部分の少量のカケ・割れ
＊本商品の設計上のグリッドは±410～420㍉前後で設定ください。
チェルシーコブル表示の450㍉は最大幅です。ご了承ください。
＊本商品ご購入の際はこれらについてご了承の上ご購入下さいませ。 

11 12

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

（※1）リーフ 440×400×35 オータム・イエロー 1,980 9kg

ブラッドストーン BRADSTONE ※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

サイズ表記は5～10㍉の目地幅を含んでおります。

(※2)ジロンデ・ライムストーン

(※2)ジロンデ・ライムストーン

ベージュ

（※2）トスカーニのジロンデ・ライムストーン色は、国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際、必ず在庫の確認をお願いします。

1,500

1,900

4,500

少量のカケ

ベース部分のカケ

舗装材   paving



ブラッドストーン BRADSTONE ※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

   マドック・
Ｚ型ブロック 585×100×140

ジロンデ・ライムストーン
2,900

15kg

（※2） バーチ・イエロー

ウェザード・コッツ

ウッド・プランタ・
 スリーパー1000

1000×200×45 4,900 20kg

ウッド・プランタ・
 エンド 700 700×400×45 5,100 24kg

2,800

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

アンティーク・ブラウン

 マドック・
小ブロック

110×100×70
ジロンデ・ライムストーン

700 2kg
ウェザード・コッツ

マドック・
    笠石

475×125×40
ジロンデ・ライムストーン

1,700 6kg
ウェザード・コッツ

カントリー・ストーン 215×90×63 バッフ（ベージュ系） 460 3kg

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

商品名 サイズ（ミリ） 色 標準価格（円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

 ストーン・
エッジング 510×160×125

ベージュ
3,500

18kg
（※2） ヨーク・ブラウン

グレーミックス

サイズ表記は5～10㍉の目地幅を含んでおります。

縁材   edging

（※2）マドックZ型ブロックのバーチ・イエロー色、およびストーン・エッジング、ヨーク・ブラウン色は国内在庫限りとなります。ご使用ご検討の際、必ず在庫の確認をお願いします。

3,300

ブロック   block



商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（円/㎡） 参考重量（約 kg/㎡）

パラ・ストーン 石英石
木パレット10段9㎡ 入り

乱形（敷材）
Φ±200～400

±15～30
パール・イエロー / パール・ホワイト 8,000

40kg
ローザ 8,900

商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（円/㎡） 参考重量（約 kg/㎡）

パラ・ストーン 石英石
段ボール 0.5m² 入り

乱形（敷材）
Φ±200～400

±15～30
8,200

40kg
ローザ 9,100

■乱形材　販売単位：段ボール：1口最大 6㎡迄、1㎡単位（0.5㎡段ボール梱包×2）

商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（約　円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

パラ・ストーン 石英石

方形   手割カット
300 ｘ 300 ±15～30

（※1）  1,300

4kg
ローザ （※1）  1,400

方形   機械カット
300 ｘ 300

（※1）  1,500

パラ・ストーン 石英石
木枠パレット 45㎡ 入り

乱形（貼材）
Φ150～350

（薄）±8～12
（※1）   4,900

30kg
ローザ （※1）   5,600

■乱形材（貼り・薄）販売単位：1口 木枠パレット単位：45㎡入り

自然石 NATURAL STONES ※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

（※１）パラストーン方形、および薄乱形材は、国内在庫分特別価格となります。

舗装材   paving

パール・イエロー / パール・ホワイト

パール・イエロー / パール・ホワイト

パール・イエロー 

±15～30

商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（円/㎡） 参考重量（約 kg/㎡）

パール・イエロー 

■乱形材　表記の施工平米（㎡）数は±15～40㍉前後の目地幅を含んでおります。

商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（円/㎡） 参考重量（約 kg/㎡）

アルジェン・ストーン 　片麻岩

乱形Φ200～400 ±20～40

メタリック・グレイ

ミックス・グレイ

（※1）   6,500 65kg

300 ｘ 300　方形 手割カット （※1）   1,750

（※1）   3,500600 ｘ 300　方形 手割カット
±15～30

300 ｘ 300　方形 機械カット （※1）   1,700

（※1）    3,400600 ｘ 300　方形 機械カット
±15～30

7kg

4kg

9kg

14kg

13 14



商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（約 円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

デジャ・ストーン 砂岩

600×600

25～35

3,300 24kg

600×300 1,750 12kg

300×300 870 6kg

商品名 サイズ（ミリ） 厚み（ミリ） 色 標準価格（約 円/枚） 参考重量（約 kg/枚）

コタ・ストーン 石灰岩
600×600

20～30

（※1） キャメル・ダスト

（※1） 3,000 28kg

600×300 （※1） 1,500 13kg

300×300 （※1） 800 7kg

600×600

マドラス・ブラック

3,800 28kg

600×300 2,100 13kg

300×300 900 7kg

サイズ表記は10～ 15㍉の目地幅を含んでおります。±5㍉程度の誤差がございます。
（※１）コタ・ストーンのキャメル・ダスト色は、国内在庫分特別価格となります。　

舗装材   paving

商品名 サイズ（約 /ミリ） 色 標準価格（円 /袋） 重量（K g / 袋）
ウ ェ セ ッ ク ス・ ゴ ー ル ド 約 5 ～ 10 ゴールド・ミックス 2,800

20kg

オ ー ルド・イングリッシュ 約10 ～ 20 ベージュ 2,600
ム ー ラ ン ド ピ ン ク 約 5 ～ 20 ピンク・ミックス 2,800
ピ ー ・ マ ル チ 約 5 ～ 20

グレー・ミックス
2,600

ス コ テ ッ シ ュ・ ペ ブ ル 約15 ～ 40 3,000
ス コ テ ッ シ ュ・ コ ブ ル 約50 ～ 100 3,500
ス カ イ・ マ ー ブ ル 約 5 ～ 15

白/オフ・ホワイト
3,200

ホ ワ イ ト・ ペ ブ ル 約20 ～ 40 3,300
ホ ワ イ ト・ コ ブ ル 約50 ～ 100 3,700

コッツウオールストーン 乱形 W60～400 / D20～300 / 厚30～60 157,000 8～12㎡/敷、4～7㎡/積
コッツウオールストーン  ロック W100～400 / D100～200 / 厚150～200 194,000 3～4㎡

※施工目安：　厚 4.0cm , 1m²≒約60kg≒約3袋　・　厚3.0cm, 1㎡≒約40kg≒約2袋　・　厚1.5cm , 1m²≒約20kg≒約1袋　

欧州化粧砂利

化粧砂利

※この価格表は業務用の為、全て外税表示となっております。
※北海道、九州、沖縄および離島は別途価格となります。

マルチグレーグリーン　/　モダック　/　ホワイトミント

ベージュ

DECORATIVE AGGREGATES




