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浴室・浴場用ビニル床シート

バスナシリーズ
バスナリアルデザイン・バスナフローレ・バスナアルティ

用途に合わせて選べる

バスナ
リアルデザイン

高級感を演出したい場合にお
すすめです。

バスナフローレ

使いやすいオーソドックスな
ラインアップ。

バスナアルティ

キャスター走行性が良く、福
祉施設等におすすめです。

3種類の浴室用床材

NEW LINEUP

バスナリアルデザイン
高級感を演出したい場合におすすめです。

価格（税抜） 10,900 円 / ㎡

19,840 円 / m

幅×長さ 1,820mm × 9m

全厚 3.5mm

品種 クッションフロア KS

梱包 9m / 巻

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product_floor/bathna
https://www.toli.co.jp/product_floor/bathna/feature
https://www.toli.co.jp/product_floor/bathna/faq
https://www.toli.co.jp/product_floor/bathna/pdf/bathna_process.pdf
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


Random Stone 

存在感のある大きな石材をランダムに配置しました。
目地表現にこだわり、大浴場でも貼り映えのする高級感のある柄です。

NEW

BNR3101 ブラック

NEW

BNR3102 ブラウン

NEW

BNR3103 ベージュ

NEW

BNR3104 グレー

(cm) エンボス図 BNR3100番台 

エンボスリピート：
タテ約47cm、ヨコ約45cm

Color Ti le 

爽やかなカラーとパール表現でモザイクタイル柄をつくりました。
明るくすっきりとした清潔感を感じさせます。

ランダムストーン

カラータイル

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3101
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3102
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3103
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3104
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


NEW

BNR3201 ピンク

NEW

BNR3202 ブルー

(cm) エンボス図 BNR3200番台～ 
BNR3400番台 

一柄：約1.9cm

Mosaic Ti le 

細やかなモザイクタイルをエンボスで表現。
無地調ですが繊細な表情を感じられます。落ち着きのあるカラーリング。

モザイクタイル

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3201
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3202
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


NEW

BNR3301 ホワイト

NEW

BNR3302 ライトベージュ

(cm) エンボス図 BNR3200番台～ 
BNR3400番台 

一柄：約1.9cm

Terrazzo 

光沢のある表情が美しい本格的なテラゾー柄に、タイルのエンボスを載せました。
テラゾーの素材感と、ざらっとした独特のタイルエンボスが合わさることで、

新しい浴室床の意匠表現をつくりだしています。

テラゾー

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3301
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3302
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


NEW

BNR3401 ライトグレー

NEW

BNR3402 グレー

(cm) エンボス図 BNR3200番台～ 
BNR3400番台 

一柄：約1.9cm

バスナフローレ
使いやすいオーソドックスなラインアップ。

介護者の膝つき姿勢にも優しい。

価格（税抜） 9,900 円 / ㎡

18,020 円 / m

幅×長さ 1,820mm × 9m

全厚 3.5mm

品種 クッションフロア KS

梱包 9m / 巻

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3401
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNR3402
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


NEW

BNF1101 アイボリー

NEW

BNF1102 ピンク

NEW

BNF1103 ベージュ

NEW

BNF1104 グレー

エンボス図 BNR1100番台 

一柄：約1.9cm

バスナアルティ
キャスター走行性が良く、

福祉施設等におすすめです。

価格（税抜） 8,900 円 / ㎡

16,200 円 / m

幅×長さ 1,820mm × 9m

全厚 2.8mm

品種 発泡複層ビニル床シート HS

梱包 9m / 巻

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNF1101
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNF1102
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNF1103
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNF1104
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


NEW

BNA2101 アイボリー

NEW

BNA2102 ピンク

NEW

BNA2103 ベージュ

エンボス図 BNA2100番台 

一柄：約1.9cm

兵庫県伊丹市東有岡5丁目125番地

製品に関するお問い合わせ

0120-10-6400
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、お電話が
つながりにくい場合があります。

受付時間：月～金（土日・祝祭日は除く）
9：00～12：00 13：00～17：00

※資料請求や製品の在庫に関するお問い合わせにつきま
しては、上記の電話番号ではお受けできません。
資料請求は下記の「お問い合わせフォーム」ボタンか
ら、在庫確認はお近くの 東リ営業所 へおたずねくだ
さい。

お問い合わせ

商品を探す

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

お役立ちツール

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

問い合わせ・その他

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

企業情報

・ 

・ 

・ 

・ 

・ ご利用規約
プライバシ ポリシ

床材

カーペット

壁装材

カーテン

接着剤・巾木・副資材

デジタルブック

サンプル帳一覧

新旧品番対照表

PDFカタログダウンロード

納入事例

Image Fit (空間シミュレーション）

VR施工空間

素材画像ダウンロード

東リのものづくり

よくあるご質問

お問い合わせ

会員情報・変更

サンプル請求

ショールーム

販売店

営業所一覧

関連サイト集

電子公告

企業情報TOP

IR情報TOP

CSR情報TOP

ニュースリリース一覧

採用情報

サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNA2101
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNA2102
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_number/BNA2103
https://www.toli.co.jp/
tel:0120-10-6400
https://www.toli.co.jp/company/eigyousho.html
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/info/agreement.html
https://www.toli.co.jp/info/privacy1.html
https://www.toli.co.jp/product/search/floor_result
https://www.toli.co.jp/product/search/carpet_result
https://www.toli.co.jp/product/search/wall_result
https://www.toli.co.jp/product/search/curtain_result
https://www.toli.co.jp/product/search/adhesive_result
https://www.toli.co.jp/digital_catalog/digital_index.html
https://www.toli.co.jp/sample/
https://www.toli.co.jp/oldandnew/
https://www.toli.co.jp/digital_catalog/pdf_index.html
https://www.toli.co.jp/product/casestudy
https://www.toli.co.jp/imagefit/
https://www.toli.co.jp/photoreal/
http://sozai.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/imagefit/
https://www.toli.co.jp/faq/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/showroom/
https://www.toli.co.jp/shop/
https://www.toli.co.jp/company/eigyousho.html
https://www.toli.co.jp/relation/
https://www.toli.co.jp/ir/closing_announce/
https://www.toli.co.jp/company/
https://www.toli.co.jp/ir/
https://www.toli.co.jp/csr/
https://www.toli.co.jp/newsrelease/
http://recruit.toli.co.jp/saiyou/
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/


・ 

・ 

・ 

  

・ 

床材、カーペット、壁紙、カーテンを取り扱う東リの情報サイト

COPYRIGHT (C) TOLI CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. このウェブサイトの内容の無断転載・複製を禁じます。

プライバシーポリシー

ソーシャルメディア利用規約

ソーシャルメディアポリシー

SNS公式アカウント一覧

アスベスト含有製品について

東リのものづくり
サンプル請求 会員登録・変更 お問い合わせ サイトマップ

商品を探す デジタルブック お役立ちツール ショールーム 販売店 企業・IR・CSR・採用

Global Site

https://www.facebook.com/toli.co.jp
https://www.instagram.com/toli_fabricfloor/
https://www.youtube.com/user/TOLIchannel
https://www.toli.co.jp/info/privacy1.html
https://www.toli.co.jp/info/s_termsofuse.html
https://www.toli.co.jp/info/s_policy.html
https://www.toli.co.jp/info/snslist.html
https://www.toli.co.jp/company/pdf/201105.pdf
https://www.toli.co.jp/imagefit/
https://www.toli.co.jp/
https://www.toli.co.jp/catalog/select.html
https://www.toli.co.jp/prog/
https://www.toli.co.jp/info/toiawase.html
https://www.toli.co.jp/sitemap/
https://www.toli.co.jp/shop/

