
アクリル系人造大理石
Acrylic-Based Artificial Marble

［ ピ エ ノ ル ミ ナ ス ］

大阪オフィス  〒542-0082 大阪市中央区島之内2-13-7 TEL（06）6211-7922

東京オフィス  〒113-0033 東京都文京区本郷1-24-1 リーフスクエア本郷ビル TEL（03）5802-6881

奈良工場  〒632-0251 奈良県奈良市針町3628-1 TEL（0743）82-2501

レジトン グループ

https://www.shibutani.co.jp

Shibutani Co.,Ltd

繊 細 な 色 、模 様 、
美 し く 気 品 の あ る 仕 上 が り
Delicate Color and Pattern with a Beautiful, Elegant Finish
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Tokyo  Office

Nara Factory

2-13-7, Shimanouchi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0082    TEL +81-（0）6-6211-7922
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Rejiton group

日本での製造にこだわり、高品位な素材を追い求め、唯一無二の色・模様・
艶を生み出しました。透過性が高く、優しい光を演出します。
また、加工しやすい素材のため、小口面に桜模様の彫刻も可能です。
｢ピエノ｣はクリエーターのイマジネーションを形にし、最高品位の美しさを
ご提供します。

Carefully manufactured in Japan, this artificial marble has been created from 
high-quality materials, and each piece is unique in color, pattern, and gloss. 
It is highly translucent, allowing gentle light to pass through. The material 
can be machined easily, even capable of being carved with cherry-blossom 
shapes on its edge surfaces. "Pieno" gives shape to its creator’s imagination 
and offers the beauty that the highest quality provides.

※写真はイメージです。  ※Photograph for illustration purposes.

サイズ  W1350×H2730mm  T=10mm

用途  キッチン天板、洗面化粧台、家具天板、カウンターテーブル天板  など

Size  W1350×H2730mm  T=10mm

Uses  Kitchen top board, bathroom vanity, furniture top board, counter table top board, etc.

ウェブカタログ
Web catalog



カラーバリエーション

●価格・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●印刷物と実物とは色・素材感が多少異なる場合があります。

Color variation

濃色系（ACG-02、ABB-01）は水しみ、手油、キズが目立ちやす傾向があります。特に鏡面仕上げはご注意が必要となります。予めご承知おきください。

●There are some cases which price and spec are changed without notice. ●There are some cases which color and texture differs somewhat between photo and real thing.

※写真は鏡面仕上見本です。 ※The photograph is a sample with mirror finish.

ビスケットベージュ
Biscuits beige

ABK-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ABK-01-M（マット仕上・Mat finish）

AGS-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AGS-01-M（マット仕上・Mat finish）

スチールグレー
Steel gray

AGP-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AGP-01-M（マット仕上・Mat finish）

パールグレー
Pearl gray

ローズベージュ
Rose beige

ABP-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ABP-01-M（マット仕上・Mat finish）

ACG-02-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ACG-02-M（マット仕上・Mat finish）

チャコールグレー
Charcoal gray

グレーベージュ
Gray beige

ABG-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ABG-01-M（マット仕上・Mat finish）

ABB-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ABB-01-M（マット仕上・Mat finish）

ピュアブラック
Pure black

サイズ Size W1350×H2730mm

AG-02-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AG-02-M（マット仕上・Mat finish）

ミスティーグレー
Misty gray

マロンベージュ
Marron beige

AB-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AB-01-M（マット仕上・Mat finish）

メロウホワイト
Mellow white

AW-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AW-01-M（マット仕上・Mat finish）

アッシュホワイト
Ash white

AW-02-K（鏡面仕上・Mirror funish）
AW-02-M（マット仕上・Mat finish）

Water smear, hand oil and scratches tend to stand out on deep color products (ACG-02, ABB-01).
Care is necessary especially to the mirror finished products. Please be advised in advance.

ラズベリーレッド
Raspberry red

ARB-01-K（鏡面仕上・Mirror funish）
ARB-01-M（マット仕上・Mat finish）

AW-01

AW-02
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透過性が高く加工しやすい素材であるピエノは、繊細な模様を生かしたインテリアとしておすすめ。

光源にはLEDを使用しており、多様な色合いを演出できます。

最高峰の人造大理石を使用したデザインライトの優しい光が、空間にアクセントを添えます。

Pieno, a highly transparent and easy-to-process material, is recommended as an interior that makes 
use of delicate patterns.
LED is used as the light source, and various shades can be produced.
The gentle light of the design light using the highest peak artificial marble adds an accent to the 
space.

You can rest assured that the material is safe. Levels of volatile organic 
chemicals are undetectable, no toxic gases are produced when burnt, 
and no harmful substances will be eluted out.

VOCは不検出、燃焼時の有毒ガス発生もない、有害
物質の溶出ゼロの安心できる素材です。

環境にやさしい素材を使用
Uses Environmentally-Friendly Material

Careful design, down to the details, is possible with the product, which 
can have a cherry-blossom pattern carved on its edge surfaces.

小口面に桜模様を彫刻し、細部までこだわったデザ
インが可能です。

小口面もデザインできる
Even the Edge Surfaces Can Be Designed

メタクリル樹脂を使用しているため、紫外線に強く
変色や劣化がほとんどありません。

耐候性が高く熱にも強い

Because of the use of methacrylic resin, the product is strong against 
UV light and experiences almost no discoloration or deterioration.

Weather- and Heat-Resistant

ピエノは汚れや薬品類が中まで染みこむことはあり
ません。表面に付着しても、ナイロンたわしまたは
液体クレンザーを併用してこすれば簡単に除去で
きます。傷が付いてもサンドペーパーで簡単に補修
ができます。（マット仕上の場合）

お手入れカンタン

Whether they are dirt or chemicals, foreign substances are not capable 
of seeping into Pieno. Any surface stains can be easily removed by 
rubbing with a nylon-based scrubber, either on its own or paired with 
liquid cleanser. Scratches can be easily fixed with sandpaper. (With 
matte finish)

Easy to Care For

透過性の高い素材で、優しい光を演出できます。

光の演出ができる

The product is highly translucent, allowing gentle light to pass through.

Decorates Spaces with Light

信 頼 の 日 本 製

品格漂う、最高峰の人造大理石
The Dignified Pinnacle of Artificial Marble


