
KITCHEN 
& BATH
本物に満ち溢れた暮らし、あなたが誰であるかを証明する存在。

サイルストーンはキッチンとバスルームを通してあなた自身を表現します。

サイルストーン 　オリジナルクォーツストーン

25 YEAR WARRANTY

A N N I V E R S A R Y

YEAR

コセンティーノ・ジャパン株式会社



Silestone® 
Authentic Life
キッチンとバスルーム用カウンター素材

本物の暮らしが私たちの感性を研ぎ澄ませます。
ただあなただけが確かな暮らしと、何かに夢中になれる鍵を持っています。

サイルストーンは圧倒的なカラーバリエーションとテクスチャを
組合せることであなたの居場所を見つけます。
サイルストーンは素材25年を保証するオリジナルクォーツストーンです。

本物の暮らしをサイルストーンと共に。

ワークトップ：リラ / クォーツ一体型シンク: インテグリティ デューL



スウェード仕上げ   ブランコ・ゼウス スウェード   /     カルボノ

L I N E  C O L O R  S E R I E S

エコ・シリーズ

エコ・シリーズはコセンティーノの持続可能
な社会探求の一環です。組成の50%が身の
回りの再生材から構成されています。ガラ
ス、磁器、ガラス状の灰や工業用水さえも再
利用され素材に新たな生命を宿します。

 
 
 
 
サイルストーンはワークトップに 
スウェードの手触りに似た 
全く新しい質感をご提供します。

エサイルストーンの新しいエクストラ・マット仕上げ
は目と指の両方に柔らかく、まるでベルベットのよう
な質感でキッチンに新しい息吹を注ぎます。今まで
クォーツストーンで実現できなかった革新的な質感
のスウェード仕上げは、我々の五感全てに訴えかけ
る、センセーショナルな表面仕上げです。

スウェード仕上げ



ブランコ・オリオン

カリプソ

フェニックス
（取寄せ品）

アリエル

P 本磨き仕上げを用意しています。

カリプソブランコ・オリオン

ネブラ・アルファシリーズは想像を超えた天然の美しさ、柔らかさ、色の深み
とバランスに優れ、クォーツストーンの中で新しいカラーインスピレーション
をご提供します。一歩先を行く魅力的な製品です。

ネブラ・アルファ

ナチュラル・インスピレーション

天然の質感が五感を刺激します。
ネブラ・アルファは天然の美しさと柔らかさに加えサイルストーンの特性を生かした機能性
の高い製品です。毎日キッチンの前に立つことが楽しくなりお手入れも簡単です。静菌機能
で細菌の繁殖を防ぎ安心してお使い頂けます。

原板規格（最大寸法）
標準サイズ：      3,060㎜×1,400㎜
ラージサイズ：  3,250㎜×1,590㎜
タイル寸法： 600×600㎜ / 600×400㎜ / 600×300㎜ / 400×400㎜ / 300×300㎜
板厚： 12㎜ / 20㎜ / 30㎜ (12㎜原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

Ariel  アリエル pj BlANCO OriON  ブランコ・オリオン p CAlYPSO  カリプソ pj

カラー ラインナップ



ダリアドレイス

ヘリックス

ダリア

パルサー（取寄せ品）

イストモ

ドレイス

P 本磨き仕上げを用意しています。

サイルストーン史上最も天然な表情を演出

ネブラ・コードシリーズは斬新なパターンと調和、そして躍動感を特徴とするサイルストー
ンのコンセプトカラーです。ネブラ・コードは原板1枚で全体をデザインした不規則性の美
を表現します。

ネブラ・コード

サイルストーンの長所である高い表面硬度、耐衝撃性、高い摩擦抵抗値、静菌機能と極めて低
い吸水率を特徴とする製品に不規則性の美が加味されより天然素材に近づきました。

原板規格（最大寸法）
標準サイズ：      3,060㎜×1,400㎜
タイル寸法： 600×600㎜ / 600×400㎜ / 600×300㎜ / 400×400㎜ / 300×300㎜
板厚： 12㎜ / 20㎜ / 30㎜  (12㎜原板のみ国内在庫)

各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

HeliX  へリックス p DAriA  ダリア p

DreiS  ドレイス piSTMO  イストモ p

カラー ラインナップ



サイルストーン一体型シンク 
全く継ぎ目のないデザイン

最高のキッチンを求める人々のための新しいソリューション。インテグリティはサイルス
トーンの全ての利点を組み合わせた革新的な新製品です。インテグリティはキッチンに
要求される美しさを完璧に実現し、あらゆる面で調和をもたらします。

クォーツ一体成型シンクによって驚くべき一体感が生まれます。ワークトップとシンクの
デザインが統一され、全く継ぎ目のないデザインを実現しました。

インテグリティ・デューもラインナップしました。

90%を超える天然水晶 
100%の革新

Straight  
Lines

インテグリティ・デューには2つのサイズがあり
ます。37 x 34 x 15.5cmはダブルシンク、37 x 51 
x 15.5cmはシングルシンクに最適です。シンク
横の直線的なストライプが特徴的です。シンプ
ルさと美しさを追求するユーザーに最適な選
択肢です。

In one  
Piece

インテグリティ・ワンは統一感を定義するモデ
ルです。41 x 51 x 15.5 cmで一体成型されたシ
ングルシンクです。インテグリティ・ワンはその
曲線的な輪郭と流れるようなデザインで、キッ
チンのオリジナリティを愛する方に最適な選択
肢です。

Integrity インテグリティ

インテグリティ・デューSインテグリティ・デューL インテグリティ・ワン

インテグリティ・デューL



サイルストーンの魅力

サイルストーンは、キッチンとバスルームに求められる全ての要素を満たすために開発され
た天然水晶(石英)を主成分とした素材です。豊富かつ魅力的な色、驚くべきクォーツの質感、
そして最高品質のパフォーマンスを提供します。サイルストーンはワークトップで静菌機能を
有する唯一の製品であり、ワークトップの表面を半永久的に清潔に保ちます。

耐汚染性

サイルストーンはコーヒー、ワイン、レモン
汁、オリーブオイル、酢、化粧品とその他日用
品による染みに対して高い耐性を持ってい
ます。

耐衝撃性

サイルストーンを使用したワークトップの高
い衝撃性は、類似用途の他の素材(天然石や
アクリル系人工大理石)の耐衝撃性をはるか
に上回ります。この性能と高い耐久性により
末長くお使い頂けます。

耐酸性

サイルストーンを使用したワークトップの高
い耐酸性は、類似用途の他の素材(天然石や
アクリル系人工大理石)の耐酸性をはるかに
上回ります。この性能と高い耐久性により末
長くお使い頂けます。

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL IMPACTO

RESISTENTE
AL ÁCIDO

表面硬度
 
天然水晶(石英)のモース硬度はダイヤモン
ドの10に近い7を示します。そのため、天然
石や合板やアクリル系人工大理石で作ら
れた他のワークトップに比べ、大変傷が

 
つきにくい素材です。尚、サイルストーンは
高い表面硬度を特徴としますが、むやみに
力を入れると破損する場合もあります。ナ
イフの刃先には十分注意してください。

RESISTENTE
AL RAYADO

ブランコ・ゼウス

With Silver Technology
BACTERIOSTATIC PROTECTION

静菌機能 

サイルストーンは銀イオンを製造過程において組み込む
ことに成功した革新的な素材として、基材全体に静菌機
能を有する唯一のクォーツストーンです。人体に有害な
微生物や細菌の繁殖を防ぎ、その機能は半永久的に維
持されます。ユーザーに安全と安心をお届けします。 

当製品は細菌から発生する全ての病気からお客様を守
るものではありません。毎日のお手入れで、常にワークト
ップを清潔な状態に保つことをお勧めします。

静菌機能はカラーによって設定されていますのでカラー
コレクションでご確認ください。



Silestone® 
Collection

原板規格（最大寸法）
標準サイズ：      3,060㎜×1,400㎜
ラージサイズ：  3,250㎜×1,590㎜
タイル寸法：  600×600㎜ / 600×400㎜ / 600×300㎜ / 400×400㎜ / 300×300㎜
板厚：  12㎜ / 20㎜ / 30㎜(12㎜原板のみ国内在庫)
スウェード仕上げはタオを除き標準サイズのみ国内在庫しています。

製品仕様：下記マーク仕様の原板を国内在庫しています。2種類の仕上げを用意した原板もございます
本磨き仕上げ　　　　　　   スウェード仕上げ　                 ラージサイズ原板　                 静菌機能

日本国内において54色/12㎜厚の原板を在庫しております。
コセンティーノグループが製造・販売する全ての製品をスペイン本社より取寄せし
ご提供します。下記URLからカラー・サイズ・仕上げをご確認下さい。
http://www.silestone.co.uk/quartz-colours/ 　
Silestone® Appで全てのカラーを素早く確認ができますのでご活用下さい。
詳細と納期につきましては都度弊社までお問い合わせください。
各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

BlANCO MAPle  
ブランコ・メープル pjWHiTe STOrM  

ホワイト・ストーム pjBlANCO ZeuS 
ブランコ・ゼウス pljb

STellAr BlANCO 
ステラ・ブランコ pj

YukON
ユーコン plb

QuASAr  
 クエーザー pjb AlPiNA WHiTe

アルピナ・ホワイト pj

irONBArk
アイアンバーク pjrOuGui 

ルイグイ p uNSui  
ウンスイ lb

AMAZON  
アマゾン lb

keNSHO
ケンショウ lbNieBlA

ニエブラ p

CeMeNTO SPA  
セメント・スパ pjl MAreNGO  

マレンゴ p

STeel  
スチール pbCHrOMe  

クローム pb

CArBONO  
カルボノ pb ZirCONiuM  

ジルコニウム pb

ArDeN Blue  
アーデン・ブルー pj DOrADuS  

ドラダス pjb NeGrO ANuBiS  
ネグロ・アヌビス pNeGrO TeBAS  

ネグロ・テバス pj

TAO  
タオ ljb

DiNuX  
ディナックス pjb

FuN  
ファン pbrOSSO MONZA  

ロッソ・モンツァ pbSTellAr NeGrO  
ステラ・ネグロ pj STellAr MAriNA  

ステラ・マリーナ p

VOrTiuM
ボルティウム lb

BRAZILIAN BROWN
ブラジリアン・ブラウン pj

NOkA
ノカ p

TiGriS SAND
チグリス・サンド plb

BlANCO CiTY 
ブランコ・シティー p

SeleNO
セレノ pjb GiAllO NOVA  

 ジャーロ・ノバ pjb

lYrA
リラ pjblAGOON

ラグーン pjb HeliX
へリックス pbBlANCO OriON 

ブランコ・オリオン pb

WHITE PLATINUM
ホワイト・プラチナ pb

DAriA 
ダリア pb

CYGNuS 
シグナス lb

iSTMO  
イストモ pb

COrAl ClAY
コーラル・クレイ pj

Ariel  
アリエル pjb

AlTAir  
アルタイル pb

MerOPe
メロペ pb

DreiS 
ドレイス pb

CAlYPSO 
カリプソ pjb

n b



エコ・シリーズは豊富なカラーバリエーショ
ンからお選びいただけます。各色調は独自の
意匠性に富んでおり、エンドユーザーとデザ
イナーの求めるイメージをさり気なく実現で

き、住宅から商業施設まで幅広いデザインに
対応できます。 
表面仕上げは艶のある本磨き仕上げを用意
しております。

原板規格（最大寸法）
標準サイズ：      3,060㎜×1,400㎜
ラージサイズ：  3,250㎜×1,590㎜
タイル寸法： 600×600㎜ / 600×400㎜ / 600×300㎜ / 400×400㎜ / 300×300㎜
板厚： 12㎜ / 20㎜ / 30㎜（12mm原板のみ国内在庫）

日本国内において4色/12㎜厚の原板を在庫しております。
コセンティーノグループが製造・販売する全ての製品をスペイン本社より取寄せし提供いたします。 
下記URLから全色・サイズ・仕上げをご確認下さい。
http://www.ecobycosentino.com/usa/colors.html 
詳細と納期につきましては都度弊社までお問い合わせください。
各製品の色調は印刷のため実際の製品とは違いが出ますこと予めご了承下さい。

店頭販売向用の販促物も環境に配慮したツールを使用しています。
製品ラベルも再生材規格に則った紙を採用しています。

Eco 
Collection

POlAr CAP  ポーラー・キャップ pj luNA  ルナ pj GreY MOSS  グレー・モス p STAr liGHT  スター・ライト pj

再生材から生まれ変わった素材

エコ・シリーズは組成の50%が様々な再生材で構成
された製品です。

 ‣ 磁器、タイル、トイレの端材等。

 ‣ 板ガラス、建築用ガラス、容器、ガラス製品。 

 ‣ 住宅、ビルディング、工場で使用された鏡。

 ‣ 埋立地の陶器・土器。

 ‣ 溶鉱炉と発電所の廃棄物やガラス化した灰。

製造工程で使用される工業用水の94%を再利用しま
す。エコ・シリーズは持続性、デザイン性、品質を統合
した斬新な素材として、類似素材の分野に新たな選
択肢をもたらし、幅広いデザインプロジェクトに対応
できます。

グローバル企業であるコセンティーノは毎年多くの予
算を技術開発に投資し、遂にこの技術の商品化に成
功しました。

全製造工程は製品だけでなく、生産方法に至るまで完
全循環型の認証プロセスに則っています。

120500 200 80 1 ECO SLAB=+ + +

L I N E  C O L O R  S E R I E Sエコ・シリーズ

本磨き仕上げ ラージサイズ原板



Silestone® 製品価格帯

SILESTONE ®  スウェード仕上げ

GROUP I GROUP II GROUP III GROUP IV GROUP V

セメント・スパ

アイアンバーク
アーデン・ブルー
コーラル・クレイ
セメント・スパ
ニエブラ
ネグロ・テバス
ノカ
ブランコ・メープル
ルイグイ

カルボノ
クローム
ジルコニウム
スチール
ホワイト・プラチナ

ネグロ・アヌビス
ホワイト・ストーム

SILESTONE ®  本磨き仕上げ

GROUP I GROUP II GROUP III GROUP IV GROUP V GROUP VI

ブランコ・シティー
マレンゴ

ステラ・ネグロ
ステラ・ブランコ
ステラ・マリーナ
チグリス・サンド
ファン
ブラジリアン・ブラウン
ブランコ・ゼウス
ユーコン
ロッソ・モンツァ
スター・ライト
ポーラー・キャップ

アリエル
アルタイル
アルピナ・ホワイト
イストモ
カリプソ
クエーザー
ジャーロ・ノバ
セレノ
ダリア
ディナックス
ドラダス
ドレイス
ブランコ・オリオン
ヘリックス
メロペ
ラグーン
リラ
グレー・モス
ルナ

アマゾン
ウンスイ
ケンショウ
タオ
チグリス・サンド
ブランコ・ゼウス
ユーコン

シグナス
ボルティウム

  パルサー(取寄せ品)  /     セメント・スパ   /   シャワートレイ

シャワートレイ   リラ

ラージサイズで魅力的な空間を創造

サイルストーンは正にテーラー・メイドでラージサイズの
バスルーム空間を実現させます。
どんなデザインにも無制限の美しさをご提供します。
空間に最適且つ、敢えて不規則なデザインをも創造
できる素材です。
サイルストーンはバスルームに求められる全ての要素に
とても魅力的な空間を演出する機能美溢れる素材です。

バスルーム

※本磨き仕上げとスウェード仕上げの各グループの価格帯は
　同じグループでも価格が違いますのでご注意ください。



サイズ(cm)  枚 / 箱  m2 / 箱 kg / 箱 

60 x 60 x 1,2 4 1,44 43,2

60 x 40 x 1,2 4 0,96 28,8

60 x 30 x 1,2 4 0,72 21,6

40 x 40 x 1,2 5 0,80 24,0

30 x 30 x 1,2 9 0,81 24,6

 

試験 規格 単位 値域
圧縮強度 EN-14617-15 Mpa 110 - 210

曲げ強度 EN-14617-2 Mpa 40 - 68

耐衝撃性 EN-14617-9 cm 60 - 97

耐熱衝撃性 EN-14617-9 Mpa 30 - 71

吸水率 EN-14617-1 % 0.07 - 0.18

密度 EN-14617-1 Kg/m3 2230 - 2458

熱膨張率 EN-14617-11 ºk (32-48.6) x 10-6

モース硬度 EN 101 モース硬度計 5 - 7

摩擦係数 ウエット状態 EN-14231 SRV 15 - 25

摩擦係数 乾燥状態 EN-14231 SRV 48 - 58

燃焼試験反応 EN 13823/EN 11925 Classification B;S1;d0

耐摩耗性 EN-14617-4 mm 26 – 31

 

Silestone®  

Technichal Data 

サイルストーン 物性データ 耐汚染性

タイルサイズ 

床材としてご使用の場合は仕様をご確認下さい。

汚染物質 発生率

8 時間 24 時間
全乳 NO NO

アンモニア系洗剤 I II

水垢除去剤 NO NO

ワイン酢 NO NO

ロゼ・ワイン NO NO

床用クリーナー NO NO

オレンジジュース NO I

コーヒー NO NO

50%塩酸 NO NO

50%水酸化ナトリウム NO NO

 
暴露の程度 NO = 影響なし

I = 軽微な影響あり
II = 影響あり
III = 使用に適さず

*カラーにより多少の差異があります

60 x 40 60 x 30 

60 x 60 
40 x 40 

30 x 30

クローム

 ブランコ・ゼウス  スウェード  /   カルボノ



  アルタイル　インテグリティ・デューL

  ルイグイ  ブランコ・オリオン



 カラーとテクスチャ

80色以上のカラーバリエーションと本磨き仕上げ、
スウェード仕上げ、ボルケーノ仕上げの3つの質感
を組み合わせることで無限の可能性が広がります。
最も近代的なデザインから伝統的なデザインま
で、どのようなアイディアにも適合します。

 アフターサービス

当社ではお客様へ付加価値を提供するための最
も誠実かつ効果的な手段としてアフターサービス
を重視しています。お客様は、私たちが世界トップ
ブランドとして常に進化し続けていることをご理解
いただけるでしょう。

 強度

天然水晶(石英)はダイヤモンドとルビーの次に硬
い鉱物です。このために当社製品は高い耐久性と
外部からの衝撃に対する高い耐性を誇ります。

 原板

板厚は12mm、20mmそして30mmの3つの厚さが
あり、3,000 mm x 1,400 mm（標準サイズ）と3,250 
mm x 1,590mm（ラージサイズ）の2種類の原板
を揃えています。これにより、より少ない継ぎ目で
デザイン性に優れた大きなワークトップを実現で
きます。

 多様性

私たちのクォーツ・ハンターチームは、インテリア
デザインの最新の流行を創出する新製品を開発
するために、世界中を旅して様々なソリューショ
ンを探しだし、新たな可能性を日々研究開発して
います。

 ブランド

当社のたゆまない努力と市場におけるリーダーシ
ップにより、誰もがサイルストーンブランドの使用
を望んでいます。本物はSilestone® by Cosentino®
ただ１つです。

 
 静菌機能

エッジや溝までも含めた基材全体での微生物や細
菌の繁殖を防ぎ、あらゆる用途で素材を半永久に
保護します。 
 

 流通網

コセンティーノは全世界をカバーする流通網を保
有しています。圧倒的な11の生産ラインを保持し、
世界中にセンターと販売代理店のネットワークを
構築しています。

 保証

コセンティーノはサイルストーンの素材25年保証
を提供すると共に、ISO9001、ISO14001、NSF、LGA、 
GreenguardそしてGreenguard for Children & 
Schools認証を取得しています。

 持続可能性

当社ではデザインの美しさを損なうことなくエネ
ルギー効率を向上させる高付加価値で持続可能
な製品を提供し、建築と建設を通じてより良い世界
を作ることを目指しています。

Silestone 
Premium + 
サイルストーン プレミアム
象徴以上の存在価値

サイルストーンは機能、独創性、一貫性、責任、開発力、経
験、そしてさらに多くの特徴を備えています。

魅力的な特性を持つサイルストーンは進歩し続けるブラ
ンドです。皆様にあらゆる方法で最新技術を提供してま
いります。

これは我々が何年も前に始めた未来への旅であり、我々
に絶え間ない進化をもたらします。

Greenguard

         

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

NSF

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

各種認証 サイルストーン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

Y
E
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R

WARRANTY

25
A N N I V E R S A R Y

YEAR

25 YEAR WARRANTY

素材の25年保証を開始します。

コセンティーノは当社が直接販売するお客様に対し
て素材の10年保証をいたします。サイルストーン納入
後10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、原
板を無償で提供いたします。ただし、完成品の交換費
用と運送費、加工費用、既存製品の残材処理費用や機
器の据え付け費用等は免責とし保証内容に含みませ
んのでご注意下さい。

詳細は弊社までお問い合わせください。

サイルストーンは発売から
25周年を迎えました。 
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* To check terms and conditions please go to www.silestone.com
** To obtain more information about colours with NSF certificate please visit www.nsf.org

* **
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コセンティーノ・ジャパン株式会社 
〒163-1030

東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階
Tel: 03-5326-3027 / Fax: 03-5326-3001

 info@cosentino.jp
www.cosentino.jp

E
kitchen

www.e-kitchen.biz
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