Kitchen &
Bathroom
by Silestone

A product designed by Cosentino®

On Top

開放的な
空間
自然光を遮る
理由はありません。
大きな窓が

丸みを帯びた
ランプ
表情のある
シーリングランプの素材：
鉄、鋼、磁気。

ブラック
＆ホワイト

暖かい雰囲気に。

構造物

コントラストを加える

素朴な
トーン

画像、写真、イラストなど。

ミニマルなデザインで
空間を明るくする造作棚。

ホワイト、
グレー、
木質

アースカラーが
キッチンなどのあらゆる
空間に落ち着きを。

モダンなデザインの家具、
テーブル、椅子、
スツールで、

プロ仕様の
混合水栓

DESERT SILVER

木製のアクセサリー/
植物

温度コントローラーと

暖かさと独創性をキッチンに。

美食体験を実現。

ハンドシャワーのある
水栓金具で、完璧な

そして個性のある
カウンター
大理石のようなトレンドに
インスパイアされた

完璧なキッチンに仕上げるための
トップレシピ

大きな素材。

より快適に。

TECHNOLOGY
ON TOP
新世代へ。

Silestone
N-Boost

®

N-BOOSTはSilestone®のDNAを改善するために生まれた画期的な技術です。
液体の付着を防ぎ、
より輝きを増し色を鮮やかに仕上げる技術です。

エヌブースト

撥水性

生きた色

これまでにない輝き

優れた耐汚染性のおかげで、

N-Boostの技術のおかげで

N-Boost技術で表面を均一に磨きあげることで、

お手入れが一層簡単になりました。

より本物に、
より深みのある色になりました。

これまで以上に光を反射し輝きを増しました。

N-BOOSTの撥水特性は日常のキッチンに介在する液体の吸収を防ぎます。
こぼれて数日経過した液体ですら簡単に取り除くことができます。

by SILESTONE

お手入れも
簡単に

Integrity,
the Silestone®
kitchen sink
インテグリティ
キッチンシンク
継ぎ目のないシームレスシンク。
100％の技術革新。

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17.5cm

Integrity TOP
37x51x15.5cm

Silestone®のすべての利点を組み合わせた、
最高のキッチンを求める人々のために
デザインされたキッチンシンクです。
ワークトップと一体成型されたインテグリティの
融合により、空間に歪みを生むことなく
これまでにない統一感が得れます。

Integrity DUE

Integrity Q

Integrity TOP

より直線的に。

幾何学的デザインに。

より簡単に。

インテグリティ・ドゥエには3つのサイズがあります。

新しいミニマルなキッチンシンクで、
さまざまな

設置が簡単なドロップインシンクモデルで、

Large Seamless
Bathrooms
Silestone®はオーダーメイドソリューションという
新しいコンセプトで大きな空間への提案をして
います。空間が素材に順応するのではなく、
素材が空間に順応します。

DUE S: 37 x 34 x 15.5cmはダブルシンクに、

要素と細部をシームレスに組み合わせて個性

Silestone®ワークトップとの一体感と統合を実現

Silestone®が1枚の大きな素材で空間の調和が

DUE L: 37 x 51x 15.5cmはシングルシンク、

あふれるユニークなキッチンを作り出す人のために

します。
ワンピース。手間のかからない設置が

とれた美しく完全なバスルームを作りあげます。

DUE XL: 43.5 x 67 x 21cmは更に大きなシンクを

設計されました。ほぼ正方形のキッチンシンクの

出来て、特別なツールは必要ありません。

お求めの方に最適です。
ONEより直線的なフォルム

Integrity bySilestone®シリーズのQモデルは

が特徴的です。ほどよいシンプルさと美しさを

幾何学デザインを愛する人に最適です。

追求する人へ。

SERENA（セレナ）

パーソナリティの
ある壁

照明による
演出

よりエレガントで洗練された

異なる
素材

より親しみやすく、

壁を設計するための

磁器とセラミックの

視覚的に魅力的な

大きな素材。

手作りアクセサリー。

環境を。

ブラック
＆ホワイト
コントラストを加える
画像、写真、イラストなど。

場違いな
オブジェ
キッチンを構成するのに
「場違い」な装飾的な要素。

天然石のような面
自然なスタイルの
質感を備えた素材で、
機能的で装飾的な
デザインに。

ET. MARFIL

自然な見せ方へのヒント

必須要素：木質

サイルストーンの魅力
Silestone®はキッチンやバスルームの仕上げに色彩と
質感を提供するために作られた、主成分を天然水晶
（石英）を使用した素材です。
その物理的および化学的特性により、最大の衛生状態
と安全性が保証されます。

耐酸性/表面硬度

耐汚染性

耐衝撃性

水晶(石英)は最も硬い鉱物の一つです。

Silestone®はコーヒー、
ワイン、
レモン汁、油、酢、

Silestone®の高い耐衝撃性は

酸にも強く、
また非常にキズに対しても

化粧品などの日常使用製品の汚れに強い

鍋、皿などの取扱も容易にしてくれます。

耐久性のある素材です。

非多孔質の素材です。

Calacatta Gold（カラカッタゴールド）

Silestone®
Collection
Blanco Zeus ブランコゼウス

p 本磨き
l スウェード
ラフ

r
j ジャンボサイズ
n N-BOOST
標準サイズ

p j Blanco Maple

ブランコメープル

pj

Silken Pearl シルケンパール

p j n Marfil

タイルサイズ: 60x30 cm / 60x40 cm /
60x60 cm / 40x40 cm / 30x30 cm
厚み: 1.2 cm / 2 cm / 3 cm
※国内では12mｍ厚の在庫のみとなります。
※タイルサイズでの在庫はしておりません。

pjn

マーフィル

NEW

Stellar Blanco ステラブランコ

p j Ocean Japser

Blanco Orion ブランコオリオン（※）

pr

Yukon ユーコン（※）

p r Desert Silver

オーシャンジャスパー（※）

Classic Calacatta クラシックカラカッタ

デザートシルバー

Pearl Jasmine パールジャスミン

p j n Snowy Ibiza

Statuario スタチュアリオ

p j n Calacatta Gold

スノウィイビザ

カラカッタゴールド

pr

Tigris Sand チグリスサンド（※）

p r Nymbus

pjn

Coral Clay コーラルクレイ

pj

pjn

Alpina White アルピナホワイト

p j Amazon

pj

Emperador エンペラドール

pjn

Cemento Spa セメントスパ

※2020年中にジャンボサイズに変わる可能性があります。

pr

ニンバス（※）

pljn

Serena セレナ

lr

アマゾン（※）

p j n Arden Blue

pj

アーデンブルー（※）

l j Charcoal Soapstone

チャコールソープストーン

pljn

※2020年中にジャンボサイズに変わる可能性があります。

p j n Stellar Negro

Negro Tebas ネグロテバス

p j Noir

Doradus ドラダス

pjn

ステラネグロ

pjn

ノアール

NEW

p l j n Iconic Black

Marquina マルキーナ

Price
Group

p 本磨き

l スウェード

r 標準サイズ

Blanco Maple ブランコメープル
Cemento Spa セメントスパ
Coral Clay コーラルクレイ
Negro Tebas ネグロテバス
Nymbus ニンバス

n N-BOOST

GROUP 3

GROUP 2
Arden Blue アーデンブルー

j ジャンボサイズ

pj
pj
lj
pj
pjn
pr

Alpina White アルピナホワイト
Amazon アマゾン
Desert Silver デザートシルバー
Silken Pearl シルケンパール
Stellar Blanco ステラブランコ
Stellar Negro ステラネグロ
Tigris Sand チグリスサンド
Yukon

Blanco Zeus ブランコゼウス
Charcoal Soapstone チャコールソープストーン
Doradus ドラダス
Iconic Black アイコニックブラック
Pearl Jasmine パールジャスミン
Snowy Ibiza スノウィイビザ

ユーコン

pj
pljn
pj
pjn
pjn
pj

Emperador エンペラドール
Marfil

マーフィル

Marquina マルキーナ
Serena

セレナ

Statuario スタチュアリオ
Ocean Japser オーシャンジャスパー
Blanco Orion ブランコオリオン

© Drew McGukin

PEARL JASMINE（パールジャスミン）

注意 : スウェード仕上げの価格は本磨きに+10％となります。

pj
lr
pjn
pjn
pj
pjn
pr
pr

GROUP 5

GROUP 4

pjn

アイコニックブラック

各種認証
Silestone®は国際的に認証されており、
環境と衛生への配慮を最大限保証します。

Greenguard

GROUP 6
pjn
pjn
pljn
pljn
pjn
pr
pr

Classic Calacatta クラシックカラカッタ
Calacatta Gold カラカッタゴールド
Noir

ノアール

pjn
pjn
pjn

25-Year
Warranty
Silestone®は素材品質の25年保証をする唯一のブランドです。
Silestone®の納入後25年の間、外的要因が無く、且つ、
当社設計基準に則った製品で素材に起因する欠陥が生じた場合、

空気中への化学化合物の排出量が低いことを保証します。

原板を無償で提供いたします。ただし、完成品の交換費、運送費、加工費、

NSF

保証内容に含みませんのでご注意下さい。

既存製品の残材処理費用機器の据え付け費等は免責とし

衛生面の観点から製品の安全性を保証します。

LGA
給水系統の使用と環境リスク管理の効率性を保証します。

YEAR

WARRANTY

*

**

コセンティーノ・ジャパン株式会社
〒163 1007 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー7階
Tel: 03-5989-0589 / Fax: 03-5989-0590
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