
マグ不燃®クロス　テキスタイルホワイト

・マグ不燃®クロス
・マグ不燃®キッチンシート

マグネシート®の不燃壁紙



●壁の機能性とデザイン性をアップします。

¥25,000（税込￥27,500）

ダークウォールナット

テキスタイル ホワイト
インダストリアル

クリアーサンド

ライト オーク

ホワイト オーク

カプチーノ オーク

カフェ ブラウン ノーチェ

●マグアイテムを取りつけられます。

●取りつけ、取り外しが簡単です。

●ホワイトボード用マーカーでかき消しできます。

汚れ・キズに

強い！
張るだけ！ マーカーで

書き消し
自在

厚み：0.4mm   寸法：920mm×2550mm
※別製サイズ可能

に接着剤を使わず、磁力で張り着ける不燃壁紙としてご使用できます。

マグ不燃®クロス  不燃認定  NM-5130（1）：磁石壁紙

品番：MFC-LO-L

品番：MFC-CO-L

品番：MFC-CN-L

品番：MFC-DW-L

品番：MFC-TW-L

品番：MFC-IN-L

品番：MFC-CS-L

ホワイト（※ツヤ消しタイプ）品番：MFC-WH-L

マグ不燃®クロスの映写について
マグ不燃®クロスのホワイト柄は、プロジェクターでの映写が可能です。マグ不燃®クロスに投映した画像の品質は、下地の状態やプロジェクターの種類、投映環境によって異なり、
また、それを見る人の主観によっても変わりますので、ご使用前に投映品質を確認してください。
※印刷イメージですので、実際の商品と色が多少異なります。ご了承ください。

ライト オーク カフェ ブラウン ノーチェ ダークウォールナット

テキスタイル ホワイト クリアーサンド ホワイト（※ツヤ消しタイプ）ホワイト オーク

品番：MFC-WO-L

プロジェクター対応

カプチーノ オーク

インダストリアル

マグ不燃®シート

化粧シート

単 体



マグアイテムを磁力により水平に真っ直ぐ配列できる機能・特性をもつ商品シリーズ

マグネットがつく壁「マグ不燃 ® クロス  」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。

マグネットでつける家具

※サイズ単位はmmです。　※下地材の状態により、耐荷重、保持力は異なります。　※各商品の耐荷重はタイガーFeボードにマグ不燃®クロス、マグ不燃®キッチンシートを取り付けた時の測定値です。

MASU DECO マスデコ
W190×H190×D130（耐荷重 2.0kg）¥5,600（税込￥6,160）

マスデコ（ナチュラル）
HDK-001N（A）

マスデコ（ブラウン）
HDK-001B（A）

マスデコ（ホワイト）
HDK-001W（A）

ホワイトブラウンナチュラル

タナデコミニ（ホワイト）
HDK-006W（A）

TANA DECO MINIタナデコミニ
W100×H100×D55（耐荷重 1.0kg）¥3,400（税込￥3,740）

タナデコミニ（ナチュラル）
HDK-006N（A）

タナデコミニ（ブラウン）
HDK-006B（A）

ブラウンナチュラル ホワイト

ホワイト ブラウン

マグシャーレ タオルかけ
W277×H82×D79（耐荷重1本につき 300g）（掛け幅 225ｍｍ）

マグシャーレタオルかけ（ホワイト）¥2,800（税込￥3,080）MS-001W（A）
マグシャーレタオルかけ（ブラウン）¥2,800（税込￥3,080）MS-001B（A）
マグシャーレタオルかけ（シルバー）¥4,000（税込￥4,400）MS-001S（A）

マグシャーレ ペーパーホルダー
W277×H82×D79（耐荷重 300g）（取りつけ幅 230ｍｍ）

マグシャーレペーパーホルダー（ホワイト）¥2,800（税込￥3,080）MS-002W（A）
マグシャーレペーパーホルダー（ブラウン）¥2,800（税込￥3,080）MS-002B（A）
マグシャーレペーパーホルダー（シルバー）¥4,000（税込￥4,400）MS-002S（A）

マグシャーレ 小物置き
W277×H82×D79（耐荷重 1.5kg）

マグシャーレ小物置き（ホワイト）¥2,800（税込￥3,080）MS-003W（A）
マグシャーレ小物置き（ブラウン）¥2,800（税込￥3,080）MS-003B（A）
マグシャーレ小物置き（シルバー）¥4,000（税込￥4,400）MS-003S（A）

マグシャーレ フック
W277×H84×D55（耐荷重フック1本につき 300g）（フック径 約6ｍｍ）

マグシャーレフック（ホワイト）¥2,800（税込￥3,080）MS-004W（A）
マグシャーレフック（ブラウン）¥2,800（税込￥3,080）MS-004B（A）
マグシャーレフック（シルバー）¥4,000（税込￥4,400）MS-004S（A）

ホワイト ブラウン

マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。

AIRAD®シリーズとは、マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッチンシートを施工した壁面に対して、マグアイテムを取りつける際に、おおよその目見当だけで
水平に真っ直ぐ配列できる機能・特性を持つ商品のシリーズです。

※ AIRAD®シリーズのマグアイテムと、マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッチンシートそれぞれは使用出来ますが、両方がセットでないとAIRAD®としては機能しません。
　

磁力により真っ直ぐ
配置できます。

ホワイト ブラウン シルバー シルバー

ホワイト ブラウン シルバー シルバー

壁、掲示物を傷つけず、メモやプリント類などをさっと掲示できる便利なマグネット。バーとクリップのセットです。

マグアイテムセットA

・バー‥‥‥  W200×H33×T5.5 mm 　（保持力A4用紙 約7枚 ）　　・クリップ‥ Φ 59×T15mm 　（保持力A4用紙 約15枚 ）

（バー２本、クリップ２個）¥1,700（税込￥1,870）

MIS-A-MW（A） MIS-A-MB（A）
マグアイテムセットA

（マットホワイト）
マグアイテムセットA

（マットブラック）



●キッチンの機能性とデザイン性をアップします。

縦型…厚み：0.4mm   寸法：920mm×2550mm
横型…厚み：0.4mm   寸法：2550mm×920mm

マグ不燃®シート

撥油コートシート

に接着剤を使わず、磁力で張り着ける不燃壁紙としてご使用できます。

マグ不燃®キッチンシート  不燃認定  NM-4700（1）：磁石キッチン用壁紙

マグ不燃®キッチンシートの各デザインを縦方向と横方向の2種類揃えております。レイアウトの際にデザインの方向を合わせることが可能になります。
※印刷イメージですので、実際の商品と色が多少異なります。ご了承ください。

縦型と横型について

¥23,000（税込￥25,300）

※不燃認定申請中

※不燃認定申請中

縦型スタッコグレー

横型スタッコグレー
縦型アブストラクトベージュ

横型アブストラクトベージュ

横型トオビシホワイト

縦型トオビシホワイト

縦型メタルウッドシルバー

横型メタルウッドシルバー

●キッチン汚れを簡単に拭き取れます。

●マグアイテムを取りつけられます。

品番：MFK-TO

品番：MFK-MS-L

品番：MFK-MS

品番：MFK-SG-L

品番：MFK-SG

品番：MFK-AB-L

品番：MFK-AB

メタルウッドシルバー

アブストラクトベージュトオビシホワイト  ※不燃認定済

品番：MFK-TO-L

スタッコグレー

※不燃認定申請中

〈張りつけ方法 : 縦型〉
捲れ防止補助シール

底目地
テープ

〈張りつけ方法 : 横型〉
捲れ防止補助シール

撥油
コート

単 体



補助部材

品番：ER-MFC-3

マグ不燃 ® クロス用イレーザー
1 個入り

マグ不燃 ® クロス用イレーザー
1+ 替え 2 個入り

※マグ不燃®クロス用イレーザーはマグ不燃®クロス専用のイレーザーです。弊社製品のイレーザー以外の用途では使用しないでください。

お手入れの仕方
汚れはきれいな布による水拭き清掃をしてください。 直接水をかけての水洗いは避けてください。
●一般家庭用洗剤を使用すると、清掃性が高まります。部分的な汚れはメラミンフォームを使用すると、効果的に汚れを落とすことができます。

〈注意事項〉
●汚れがひどい場合や、付着してから長時間経過した汚れの場合、上記の方法では落ちない場合があります。汚れが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。
●汚れたぞうきん、砂消しゴム、キッチン用の固いスポンジ、金だわしなどを使用すると、汚れやキズがひどくなる場合がありますので使用しないでください。
※「マグ不燃 ®クロス、マグ不燃 ®キッチンシート取扱説明書」を併せてご確認ください。

マグ不燃®クロスの筆記について
マグ不燃 ® クロスの表面には、ホワイトボード用マーカーでの筆記が可能です。簡易のホワイトボードとしてご使用していただけます。
●必ずホワイトボード用マーカーを使用してください。ホワイトボード用マーカー以外のマーカーは使用しないでください。
●必ず弊社のマグ不燃 ®クロス用イレーザーを使用してください。マグ不燃 ®クロス用イレーザー以外のイレーザーでは、十分に消えない場合などがあります。
●筆記後、長期間放置すると消去しにくくなることがあります。筆記後はできるだけ早く消去してください。消えにくい場合や、汚れが目立つ場合は、やわらかい
　布に水をふくませ、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。その後、乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

捲れ防止補助シール

●特殊加工で下地材を傷めにくいシールです。

●浮きやめくれで気になる箇所に貼ってください。

●青い剥離紙側をマグネット面に貼り、

　圧着してから壁に貼ります。
　※マグ不燃 ® クロス・マグ不燃 ® キッチンシートに 1 シート同梱されています。

見切り

2.5㎜×10.0㎜×2700㎜ ¥600（税込¥660）

断面サイズ

青い剝離紙

白い剝離紙

マグネ
ジョイナーマグ不燃 ®

クロス

壁紙など

下地基材

底目地テープ

マグ不燃 ® クロス
30㎜×2700㎜ ¥1,500（税込¥1,650）

マグ不燃®クロス/底目地テープ

マグ不燃®キッチンシート/底目地テープ

ダークウォールナット テキスタイル ホワイト インダストリアル クリアーサンドライト オークホワイト オーク カプチーノ オーク カフェ ブラウン ノーチェ
品番：SMT-WO 品番：SMT-LO 品番：SMT-CO 品番：SMT-CN 品番：SMT-DW 品番：SMT-TW 品番：SMT-IN 品番：SMT-CS

ホワイト
品番：SMT-WH

メタルウッドシルバートウビシホワイト スタッコグレー アブストラクトベージュ

マグネジョイナー 0.4 ㎜用シルバー

品番：SMT-TO 品番：SMT-MS 品番：SMT-SG 品番：SMT-AB

品番：MJ-04-S

マグ不燃®クロス用イレーザー ホワイトボード用マーカーで書いた線を、消すことが出来ます。

¥700（税込¥770） ¥1,000（税込¥1,100）

下地基材

マグ不燃 ® クロス

品番：ER-MFC

30㎜×2700㎜ ¥1,500（税込¥1,650）

R1.0

4.5
R0.5

10.0
0.7

2.5

捲れ防止補助シール
（1 シート  40㎜×40 ㎜  2枚付き）

3 ～ 5 ㎜



2021.11/1800P

W：920

3～5mm

底目地テープ

端に取りつけない

マグ不燃®クロス

マグアイテム

マグ不燃®クロス

W：920

マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッチンシートについて

に張り着けるだけ。

注意点（マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッチンシート共通）

シート間をまたがない

AIRAD®シリーズはマグアイテムを磁力により水平に真っ直ぐ
配列できる機能・特性を持つ商品のシリーズです。

マグ不燃®クロス着磁パターン

マグアイテム着磁パターン

マグアイテム

※取りつけられない領域

CH:2500
　(2550)

とは

磁力により真っ直ぐ配置できます。

マグアイテムを壁に取りつける際に
おおよその目見当だけで、水平かつ、
平行にも配置できます。

端に取りつけない

マグアイテム

角に取りつけない

① 凹みや折れ跡がつくと修復できませんので、お取り扱いにはご注意ください。
② 凹凸や段差、丸みがあるなど、磁石が張り着ける面に確実に密着しない場所、
　 ステンレス(種類による)・アルミ・木製品など、磁石が張り着けられない場
　 所には使用できません。
③ ほこりやごみ、下地を拾って表面に浮き出るおそれがあります。表面をきれ
　 いに処理してから施工してください。
④ マグ不燃®クロスは必要なサイズ・カタチにカットしてから施工してください。
　 下地に張り着けた状態でカットした場合、下地を傷つけたり、カット跡を拾
　 い表面に浮き出ることがあります。
⑤ マグアイテムを取りつける際、底目地テープをまたいだり、端には取りつけ
　 ないでください。マグアイテムを外す際、マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッ
　 チンシートが剥がれるおそれがあります。
　 ※マグアイテムの形状、使用するマグネットの種類によりますが、安全のため、
　　 マグ不燃®クロスの外周約50㎜を避けて取りつけるようにしてください。
⑥ マグアイテムを外す際は、マグ不燃®クロス・マグ不燃®キッチンシートを押
　 さえながら外すようにしてください。
⑦ 磁力の強い磁石（ネオジム磁石やヨーク付きフェライト磁石など）を使用す
　 ると、本来の機能を損ねますので専用のマグアイテムをお使いください。
⑧ マグアイテムの耐荷重や保持力の範囲での使用であっても、大きな衝撃や無
　 理な力、振動によってはズレたり落下することがあります。万一落下しても
　 被害が発生しない範囲でご使用ください。
　 ※下地材の種類や状態により、マグアイテムの耐荷重や保持力は異なります。
　 　ご使用前にご確認ください。

※「マグ不燃®クロス、マグ不燃®キッチンシート取扱説明書」を併せてご確認ください。

※「タイガーFeボード」は、吉野石膏株式会社の登録商標です。 ※製品写真、イラストは実物と異なることがあります。なおデザイン・仕様は変更することがあります。

タイガーFeボードを施工してマグ不燃®クロス・キッチンシートを張るだけ

50ｍｍ

施工の流れ
❶マグ不燃®クロスは必要なサイズ・カタチにカットしてから施工します。
❷マグ不燃®クロスは、マグネット面が内側で紙管に巻かれています。施工前にマグネット面が外側になるように巻きなおすと張りやすくなります。
　張り着け後に浮いてくる場合は、平坦なところで平滑になるまで置いておくか、逆巻きにして巻きぐせを取ってください。
❸張り着け方法として、上部端（天井側）から位置合わせをし、空気を抜きながら張り着けていきます。複数枚張る場合、底目地テープがある場合は、
　必ず 3 ～ 5 ㎜あけ張り着けてください。
　※本品の裏面片端に捲れ防止補助シールが貼ってあります。捲れ防止補助シール側が上面になるようにマグ不燃®クロスを張ります。
❹全面にマグ不燃®クロスを張り着けた後、上部を少しめくり捲れ防止補助シールの剥離紙を剥がし貼ってください。
　※捲れ防止補助シールを貼る際、上部をめくりすぎるとマグ不燃®クロスが剥がれ落ちることがありますので、マグ不燃®クロスをめくる際は、剥がれ落ちないように注
　意しながら作業してください。
　※マグ不燃®キッチンシートを張る場合、基本的にはマグ不燃®クロスと同じ流れで施工していきます。撥油処理がされており表面が平滑なため、マグ不燃®クロスよりも
　下地形状を拾った際の浮きなどが目立つ場合があります。凹凸やごみの除去など、下地処理をしっかりおこなってください。


