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天然石複合パネル

®

カナストーン
天然石複合パネル

®

規格・物性・仕様・デザインについては、商品改良のため予告なしに変更する場合がございます。

http://www.kanaflex.co.jp
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天 然 石 複 合 パ ネ ル

カナストーンは、大理石や御影石などの

天然石を薄切りにし、弊社が独自に開発した

パネルを裏打ちした天然石複合パネルです。

今までの天然石の常識を超えた

「軽さ」「強さ」「施工性」を実現しました。

更に内装材として必要な不燃性能を備え、

Ｆ★★★★相当品で耐水性に優れた新しい建材です。

今までの天然石の
常識を超えた
「軽さ」「強さ」「施工性」
を実現。

▲（財）建材試験センター
　不燃性能試験認定

国土交通大臣認定書
▲

不燃材料　

特許登録商品

上 質 な 時 間 と 空 間 の 演 出

カナストーン
®
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環境性／遮音性

接着強度／コストパフォーマンス
壁への施工
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カタログをご覧の皆様へ
ご使用時の注意事項
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カナストーンは認定不燃材料です。

大理石シリーズ 御影石シリーズ
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大理石シリーズ Natural Marble

ドラマホワイトビアンコカララ

アラベスカート

エンペラドールライト

フィオールディペスコカルニコ

クレママーフィル

エンペラドールダーク

グレーミスト

※在庫の有無については事前にお問い合わせください。
※天然の石を使用しておりますので色見や柄に違いがあります。
※その他サイズは御相談に応じます。

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t
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大理石シリーズ Natural Marble

富貴金

トラバーチン
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大理石シリーズ Natural Marble

エメラルドグリーン

ディノスグリーン

モカクリーム

グリジオカルニコ ロッソアリカンテ
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外壁施工例
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G603 G365

大理石シリーズ Natural Marble 御影石シリーズ Natural Granite
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※その他サイズは御相談に応じます。
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御影石シリーズ Natural Granite

浴室使用例

G386

エメラルドパール

ニューインペリアルレッド

モンゴルブラック

ダコタマホガニー

バニラホワイト

帝王金

サンフランシスコベージュ ファンタジーゴールド

ベルデフォンティン
●標準サイズ 600×600㎜×11t
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●標準サイズ 600×600㎜×11t

600×600㎜×17t
●標準サイズ 600×600㎜×11t

600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

●標準サイズ 600×600㎜×11t
600×600㎜×17t

※在庫の有無については事前にお問い合わせください。
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※その他サイズは御相談に応じます。
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御影石シリーズ Natural Granite

ブルーパール

タンブラウン

バルティックブラウン

G439 カレドニア

ホワイトミスト黒御影 ブラックギャラクシー

外壁施工例
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御影石シリーズ Natural Granite オプション部材

小口貼りなし（標準品） 小口貼り有り（オプション品）

●H2×Dは、90×110を基本と
します。
●a1は、20を基本とします。
●Ｌは、600以上を基本とします。

●H1は、60、100を基本とします。
●面取りは、C2（2×2）とします。

●H1は、60、100を基本とします。 ●W1×W2は、90×90を基本と
します。
●W1、W2は100までとします。
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コーナー役物入巾木上りかまち 出巾木

カナストーン
® 大理石シリーズ 御影石シリーズ

※在庫の有無については事前にお問い合わせください。
※天然の石を使用しておりますので色見や柄に違いがあります。
※その他サイズは御相談に応じます。
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幅600mm×長さ1800mm×厚み17mmの大型版の場合

人力で持ち運びが可能 約24㎏

天然石
約49.5㎏以上

17 18

今までの天然石の常識を超えた「軽さ」「強さ」「施工性」を実現。 カナストーン
®

耐衝撃性

耐曲げ
強度

天然石の石材を約1/2に軽量化 独自に開発したパネルを裏打ちし、曲げ強度を確保

1mの高さから500gの鋼球落下試験を実施

施工性が大幅に向上

天然大理石

天然大理石

カナストーン

1m

カナストーン天然大理石

1m

破損 変化無し

3mからの
落下試験でも割れ無し

3m

水溶液による吸水試験

耐水性

※側面からの吸水予防には防水処理が必要です。
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※試験方法：24時間での水溶液の裏面からの
吸水を調べる。

天然大理石

赤い部分が吸水した部分です。水分を吸収すると石質が破壊
されたり、表面がシミになったりします。

ボード裏面の特殊加工により水分をシャットアウトします。
耐水性に優れ水まわりの床材として使用することも可能です。

石厚
吸上部

表面大理石部

パネル部 浸透防水層

（財）建材試験センター
 不燃性能試験認定
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不燃材料として国土交通大臣より認定
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カナストーン
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大理石シリーズ 御影石シリーズ

パネル裏面からの水分をシャットアウト

驚きの
軽さ

独自開発のパネルを裏打ちし、
曲げ強度を確保。
針葉樹合板と同等！

表面天然石部

独自開発パネル部

FRP層

●構造図

カナストーン
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内壁でも外壁でも使って安心、強い接着強度。
公的機関日本工業企業標準JIS A 5548によるカナストーンとコンクリート躯体との接着強度テストで、躯体との接着強度に
おいて、JISの規格値の３倍以上であり、内壁、外壁にも安心してお使いいただけます。接着剤の施工標準による施工が可
能となり、石材専門の技術職に頼る事なく、石貼りの意匠性を実現できます。

カナストーンは遮音性においても優れた特性を持っています。
公的機関日本工業企業標準JIS A 1416音響透過損失試験に準拠した結果において、優れた遮音性が証明されました。

■接着強度測定結果
タイルにおける引張強度の基準
（0.4N/mm2）に対し、カナスト－ンと
躯体の接着強度は、基準値を満たし
ています。

接着剤
石材

基材
コンクリート躯体

カナストーンと躯体との接着強度について

音響透過損失測定　結果 （音響インテンシティー法）

ホルムアルデヒド放散測定　結果

ボンドだんご状貼り実施施工
においても、タイルにおける
引張強度基準値の同等以上
の接着強度を保っています。
※当社内試験・接着総面積
　による比較（600角）

接着剤カナストーン

破壊するまで試験をしたところ、
写真のように、接着面はそのま
ま基材が破壊されました。JIS A 5548 準拠

優れたコストパフォーマンス
無垢天然石施工と比べ驚きのコストダウンで実現

※ドラマホワイト（大理石）の場合

400角の場合
壁施工・床施工共に

約20% 
コストダウンを実現

600角の場合
壁施工・床施工共に

約50~55% 
コストダウンを実現

天然石400角の施工価格で、カナストーン600角の施工が可能

床施工例壁施工例

流　量
吸引量
捕集回数
捕集剤
分析方法

167mL/min
10L
2回

DNPH-Silica
誘導体化固相吸着ー溶媒抽出ー高速液体クロマトグラフ法

項　目
ホルムアルデヒド

放散速度　μg/m2・h
不検出（3未満）

ホルムアルデヒド試験Ｆ★★★★相当品の環境性。

告知対象外商品ですが、
F★★★★相当品です。

ホルムアルデヒド発散等級

福井県工業技術センター
試験分析成績書

125

25.6

中心周波数（Hz）

音響透過損失（dB）

250

27.1

500

31.3

1000

33.9

2000

30.3

4000

36.8

カナストーンは遮音性を兼ね備えています。様々な場所でのご使用を
ご検討ください。

1/100の音量低下を実現カナストーン

カナストーンは、人体に影響を及ぼすホルムアルデヒド放散量が少なく優れた環境性を有しています。
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1. モルタル、耐水合板、ケイカル板等の下地に金物をビスで固定し、
カナストーン裏面にプライマー処理を施してエポキシ系接着剤を
だんご状にして貼付けします。

2. H型アルミジョイナーを下から取付けます。（LGSに対してビス固定）

3.カナストーン表面と金物との取り合いの隙間はシールを施し、固定
してください。

4. 目地幅は、3㎜以上を確保してください。目地をシール処理してく
ださい。

天井 アルミ天井見切縁
（アルミ21.5CS）

躯体

下地

アルミH型ジョイナー
（アルミ21.5HS）

床

金物併用取付け

アルミC型ジョイナー
（アルミ21.5CS）

▲

▲
▲

▲

21.5

アルミジョイナーH型
（16.5HS）

20

12

はシール固定を表します。

▲

接着剤張り（全面接着）3
壁への施工 2カナストーン

® Construction to the wall

高所や振動が多い場所での施工に推奨

壁への施工 1カナストーン
® Construction to the wall

躯体

下地

躯体

下地 下地

1. 耐水合板、ケイカル板等の下地で、平滑面が出る場合は、変成シリコーン系エポキシ接着剤が最適です。
2. カナストーン裏面にプライマー処理を施し、変成シリコーン系エポキシ接着剤を、5㎜くし目コテで全面ムラ無く伸ばし塗布します。
3. 接着剤の山がつぶれる様に押さえつけてください。カナストーンと下地の隙間が3㎜以下になるまで圧着してください。
4. 目地幅は、3㎜以上を確保してください。伸縮調整目地を3m以内に入れてください。目地はシール処理をしてください。
　 ※1. ケイカル板は10.0㎜（比重1.0）以上の物を使用してください。
　 ※2. 耐水合板は、12㎜以上の厚さのものを使用し、吊戸棚等、荷重がかかる場合は適宜下地補強願います。

1. モルタル、耐水合板、ケイカル板等の下地にはエポキシ樹脂接着剤でも接着できます。
2. カナストーン裏面にプライマー処理を施し、エポキシ系接着剤を、だんご状に約50gをだんご状にし36個/㎡張付けします。
3. 全面接着する様に押さえつけてください。カナストーンと下地の隙間が5㎜以下になるように圧着してください。
4. 目地幅は、3㎜以上を確保してください。また伸縮調整目地を3m以内の間隔で入れてください。目地はシール処理をしてください。
　 ※1. ケイカル板は10.0㎜（比重1.0）以上の物を使用してください。
　 ※2. 耐水合板は、12㎜以上の厚さのものを使用し、吊戸棚等、荷重がかかる場合は適宜下地補強ください。

接着剤張り（全面接着）1

接着剤張り（だんご状）2

凹凸が無い場所での施工に推奨

凹凸が有る場所での施工に推奨

大理石シリーズ 御影石シリーズ大理石シリーズ 御影石シリーズ

施工時は必ず、カナストーン「施工マニュアル」
をよく読んで施工を行なってください。

施工時は必ず、カナストーン「施工マニュアル」
をよく読んで施工を行なってください。

施工時は必ず、カナストーン「施工マニュアル」
をよく読んで施工を行なってください。
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1. モルタル、耐水合板等の下地にはエポキシ系接着剤で接着します。
2. カナストーン裏面の下地にプライマー処理を施し、エポキシ系接着剤を、だんご状に100㎜間隔以内で均等に張付けします。
3. 全面接着するように押さえつけてください。カナストーンを下地との隙間が5㎜程度になるように圧着してください。
4. 目地幅は、3㎜以上を確保してください。また3m間隔で伸縮調整目地を入れてください。目地はシール処理、または弾性目地を使用してください。
　 ※1. 耐水合板は12㎜以上の厚さのものを使用し、根太間隔は＠303で施工してください。重量により適宜調整をしてください。

100 100 100 100 100

10
0
10
0
10
0
10
0
10
0

躯体

下地

床への施工 2カナストーン
® Construction to the f loor 大理石シリーズ 御影石シリーズ

接着剤張り（点付け）2

セメント系接着剤張り（敷きモルタル）3

躯体

下地

凹凸が有る場所での施工に推奨

厚み調整が必要な床施工に推奨

1. コンクリート躯体面をワイヤーブラシ掛けなど、充分な清掃を行った後、適度に水湿しを行います。
2. 敷きモルタルは、躯体にプライマー処理を施し、上に定規で均しながらむらなく敷きます。
3. その上に、割付け図通りに仕上り糸を張ります。仮据えを行い一枚ごとにいったん取外します。
4. 敷きモルタルの上に張付け用ペーストを均一な厚さで塗布し、再びカナストーンを圧着し不陸・目違いのないように本据付けします。
5. 目地幅は、建物内部の場合3㎜以上、建物外部の場合には4㎜以上を確保してください。連続した床面、他の部材と取合う箇所には
　 伸縮調整目地を入れてください。目地はシール処理、または弾性目地を使用してください。
　 下地がセメントの場合は、セメント目地もご使用頂けます。
6. 伸縮調整目地は、発泡プラスチック材などをコンクリート躯体面まで挿入し、シーリング材を充填して仕上げます。

施工時は必ず、カナストーン「施工マニュアル」
をよく読んで施工を行なってください。

施工時は必ず、カナストーン「施工マニュアル」
をよく読んで施工を行なってください。
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①、②に関し、補助的に、L金物をカナストーン下端に取付け、壁にビスもみし、固定します。ダボ穴を上下に開け、エポキシボンドを注入し
ダボピンを固定します。外部で1.5m以上の施工の際にはご相談ください。

1. 耐水合板等の下地には、エポキシ樹脂系、または変成シリコン系エポキシ接着剤で施工します。
2. 下地にプライマー処理を施して5㎜くし目コテで全面にムラ無く伸ばし塗布します。（不陸の程度によりくし目幅を調節ねがいます。）
3. カナストーンを全面接着する様に押さえつけてください。下地との隙間が3㎜程度になるまで圧着してください。
4. 目地幅は、3㎜以上を確保してください。伸縮調整目地を3m間隔で入れてください。目地はシール処理、または弾性目地を使用してください。
　 ※1. 耐水合板は12㎜以上の厚さのものを使用し、根太間隔は＠303で施工してください。重量により適宜下地調整をしてください。
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●石種によって流れ模様がありますので、施工前に一度仮並べしてください。
●表面材は天然石ですので色合いや石目模様にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。カタログの写真と
納入商品とでは多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
●浴室など湿気、水漏れの多い場所では大理石の光沢が落ちたり、表面が劣化、黄変する場合がありますので使用し
ないでください。
●床に使用する場合は、汚れの付着、磨耗による光沢の減少などを十分検討した上でご使用ください。
●表面材の大理石には透水性がありますのでシミ、汚れの付着には十分にご注意ください。
●表面材の大理石は雨水で風化する恐れがありますので外壁には御影石タイプをおすすめします。
●表面材の大理石は酸に侵されるため、表面に酸が付着しないように十分注意してください。また、施工中モルタル等
が付着しても酸洗いは表面の光沢が落ちるので絶対にしないでください。
●表面材料の大理石はすべて酸を使用することはできません。また一部の石種を除いてアルカリにも侵されますのでご
注意ください。
●表面材料の大理石は雨水によって艶落ちします。表面に水滴が付いた場合は速やかにから拭きしてください。
●切り石加工のため、寸法・厚みにバラツキがあります。仕上げ面の施工精度には十分にご注意ください。
●節目の多い表面材の大理石は、天然の亀裂が存在する場合がありますので、施工の際には強い衝撃を与えないよう
に注意してください。

大理石タイプをご使用の場合の注意点

●石種によって流れ模様がありますので、施工前に一度仮並べしてください。
●表面材は天然石ですので色合いや石目模様にバラツキがありますのであらかじめご了承ください。カタログの写真と
納入商品とでは多少異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
●床に磨き面を使用する場合は、水濡れなどによりすべりやすくなることがありますので、ご注意ください。
●加工時には、表面材の御影石は切断面にビリ欠けを生じることがあります。
●酸に侵される表面材料の石種もありますのでご注意ください。
●表面材の御影石には透水性がありますので、シミや汚れの付着には十分ご注意ください。また酸洗い前後は十分に
水洗いしてください。
●表面材の御影石はアルカリには耐性がありますが、酸に長時間さらされると変色するものが多いのでご注意ください。
●切り石加工のため、寸法や厚みに多少のバラツキがあります。仕上げ面の施工精度には十分ご注意ください。

御影石タイプをご使用の場合の注意点

ご使用時の注意事項
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この度は、弊社「カナストーン」のご採用・ご検討ありがとうございます。
「カナストーン」をご使用いただく上で、必要な事項を以下にまとめましたので、

一読の程よろしくお願い申し上げます。

1．ご注意とお願い

2．カナストーンについて

3．ご注文について

4．返品について

5．加工・特注品について

6．運賃について

●運賃については、原則として別途負担 (お客様ご負担 )となります。
●お届けは原則車上渡しとなります。
●お届けは原則混載路線便となります。お届け時間ご指定の場合、軒先渡しをご希望の場合はチャーター便（別途費用）にてお届けを承り
ます。チャーター便をご希望の際は予め弊社又は販売店にご相談ください。

●数量や重量によっては、パレットでの発送になります。パレットの荷降ろしについては、お客様のご負担となります。
●手降ろしが必要な場合は、ご注文の際にその旨ご指示下さい。なお、手降ろしについては、別途費用がかかる場合がありますので、予め
ご了承ください。

●表面材は天然石ですので、色柄や模様にバラツキがあります。施工前に仮置きして全体のバランスを考慮して施工してください。
●カタログの写真やカットサンプルは、現物と色柄や模様に若干の相違があります。
●寸法精度の高いものを厳選しておりますが、多少の寸法誤差がありますので、目地や下地で調整してください。
●表面材の石材には、吸水性がありますので、汚れが水分とともに表面に浮き出たり、内部に浸透する場合があります。
●表面材の石材の性質上、運搬中などに破損が生じる場合があります。施工される前に、破損がないかご確認ください。
●施工後の問題に関しましては、責任を負いかねますが、場合によりご相談を承ります。

●諸事情により、予告無く仕様の変更や廃番、一時的な品切れになる場合があります。ご注文の前に、営業担当者に在庫の確認をお願い
致します。

●本カタログに、記載の商品の仕様は平成 30年 1月末現在のものです。
●商品写真は印刷のため、実際の商品と若干、色が異なる場合がございます。予め、ご了承ください。

●返送時の運賃は、元払い (お客様ご負担 )となります。未開封梱包以外はお受け出来ませんので、予めご了承ください。
●返品処理については、弊社所定の返品手数料をご負担いただきますので、予めご了承ください。
●特注品、加工品、一部商品については、返品をお受け出来ませんので、予めご了承ください。

●カナストーンの加工は、可能な範囲でお受け致します。詳しくはお問い合わせください。
●特注可能な商品もございます。価格は、その都度見積り致しますので、ご依頼ください。
●加工及び特注品をご依頼いただく場合は、ＦＡＸにてお願い致します。弊社への電話でのご依頼は、お受け出来ませんので、予めご了承く
ださい。

カタログをご覧の皆様へ
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広　島 〒730-0042 広島市中区国泰寺町1-8-13 （あいおいニッセイ同和損保広島T.Yビル4F）
TEL（082）240-0609   FAX（082）240-0610

四　国 〒760-0023 香川県高松市寿町1-2-5 （井門高松ビル3Ｆ）
TEL（087）822-2690   FAX（087）822-2691

福　岡 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-3-3 （明治安田渡辺ビル9Ｆ）
TEL（092）474-2630   FAX（092）474-2631

沖　縄 〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町5-10-13
TEL（098）852-3337   FAX（098）852-3358

大　阪 〒530-6017 大阪市北区天満橋1-8-30 （OAPタワー17Ｆ）
TEL（06）6881-0767   FAX（06）6881-0769
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カナフレックス ショールーム

日比谷駅出口

B3B2B1 A8A7・
有楽町駅出口

D3 D5D4D2

● 東京メトロ 有楽町線「有楽町駅」地下直結　徒歩1分
● 東京メトロ 日比谷線「日比谷駅」地下直結　徒歩1分
● 都営地下鉄 三田線「日比谷駅」地下直結　徒歩1分
● JR山手線「有楽町駅」徒歩3分

カナフレックス ショールーム
〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
                                                   国際ビル1階

19.02（AZ）Ⓓ


