
石材製品の設計・製作・施工
胸像台座
About of the bust pedestal
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Traditional series A-D
トラディッショナル シリーズ

伝統的な形の台座をご紹介します。

Type A Type B Type C Type D
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Traditional type A

胸像本体

台座部：白御影石 本磨き仕上げ

銘板部：黒御影石 本磨き仕上げ

下台部：白御影石 本磨き仕上げ

トラディッショナル タイプ

伝統的な直柱型の台座です。
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品番：TT-A-H1200 品番：TT-A-H1350

Traditional type A
トラディッショナル タイプ

寸法図
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Traditional type B

胸像本体

台座部：白御影石 本磨き仕上げ

銘板部：黒御影石 本磨き仕上げ

下台部：白御影石 本磨き仕上げ

トラディッショナル タイプ

伝統的な笠広型の台座です。
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品番：TT-B-H1200 品番：TT-B-H1350

Traditional type B
トラディッショナル タイプ

寸法図
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Traditional type C

胸像本体

台座部：白御影石 本磨き仕上げ

銘板部：黒御影石 本磨き仕上げ

下台部：白御影石 本磨き仕上げ

トラディッショナル タイプ

伝統的かつ力強い形状の台座です。
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品番：TT-C-H1200 品番：TT-C-H1350

Traditional type C
トラディッショナル タイプ

寸法図
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Traditional type D

胸像本体

台座部：白御影石 本磨き仕上げ

銘板部：黒御影石 本磨き仕上げ

下台部：白御影石 本磨き仕上げ

トラディッショナル タイプ

伝統的エレガントさを備えた台座です。
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品番：TT-D-H1200 品番：TT-D-H1350

Traditional type D
トラディッショナル タイプ

寸法図
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Stone type 白桜赤黒
ストーン　 タイプ

お好きな色目の石をお選びいただけます。

ファインペッパー チェリーピンク カパオレッド インパラブラック

白御影石 桜御影石 赤御影石 黒御影石

下記は代表的な石種です。この他にも各種石材を取り揃えておりますのでご希望をご用命ください。
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Flow chart 工事の流れ
フロー　チャート

お問合せから完成までの流れ。
お客様のご要望と現地に反映できるよう努めております。

企画設計 ご契約 施工図提出 ご承認 製作施工 お引渡し

企画 / 設計 / ご提案 製作 / 施工 竣工 / お引渡し / 落成
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Price list 価格表
プライス  リスト

伝統的な台座の価格です。
現地に合わせて形状や寸法を変更しお見積書を提出いたしますのでお申し付けください。

品　　番 寸　　法（mm） 重　量（kg） 石　　種 価　格（税別 : 円）

　TT-A-H1200 　高さ 1200 ×下台巾  900 884   　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 727,000
　TT-A-H1350 　高さ 1350 ×下台巾 1000 1,250 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 928,000

　TT-B-H1200 　高さ 1200 ×下台巾  900 890 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 805,000
　TT-B-H1350 　高さ 1350 ×下台巾 1000 1,020 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 978,000

　TT-C-H1200 　高さ 1200 ×下台巾  900 820 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 756,000
　TT-C-H1350 　高さ 1350 ×下台巾 1000 1150 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 955,000

　TT-D-H1200 　高さ 1200 ×下台巾  900 850 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 898,000
　TT-D-H1350 　高さ 1350 ×下台巾 1000 1240 　台座本体 : 白御影石　銘板 : 黒御影石 1,117,000

部材価格表

　据付を含む参考価格 （税別 : 円） 1,250,000

　内　容 仕　様 数　量

　台　座 　TT-A-H1200 1 式

　運　搬 　工場～現場 1 式
　据　付 　胸像・台座 1 式
　管理費 　打合せ・現場管理 1 式

　※基礎工事等は含まず。　

参考価格

※ 2019 年 4 月現在の工場渡し価格です。

企画設計製作費 運搬費 据付費 現場管理費



15

1912年 
1960年 
1990年 
2015年

 
 
－　ガビオン特許及び国土交通省NETIS取得 
－　千葉県香取市の金井工業株式会社と提携

会社名 
住所 
連絡先 
ホームページ 
資本金 
事業内容 
建設業許可 
所属団体

株式会社 グラニテック 
〒812-0014 福岡市博多区比恵町7-12-501 
Tel. 092-433-0255  Fax. 050-3737-2816  E-mail. info@granitec.co.jp 
www.granitec.co.jp 
1000万円 
石材製品の設計・製作・施工 
福岡県知事（般-28）第63632 
アジア景観デザイン学会　福岡市石材組合　福岡商工会議所

福岡県宗像市鐘崎にて創業 
福岡県福岡市中央区平和町に移転 
福岡県糟屋郡宇美町に工場移転 
千葉ガビオンプラント稼働

社名の由来
感謝 [ Gratitude ] 石材 [ Granite ] 技術 [ Technology ] の三つをかけ合わせた造語です。

About us 当社について
アバウト アス

企業情報

企業ビジョン
石材の可能性を切り拓く。 
先人の職人たちが培ってきた技術を現代に役立つ形で提供することを目指しています。

企業オブジェクト
元来、石屋は長い時間軸で耐久性や美観を熟慮する職種でした。 
コストとスピードを重視すべき現代においても、お手頃な価格でありながら耐久性と美観を備えた製品を提供することを目的とします。

沿　革
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