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BRICK SYSTEM

 ｜HYブリック システム｜ 

レンガを裁断加工し、レールシステムと組み合わせた
合理的なシステム。
外壁に、内壁材に、アクセントに用途は多彩です。

オーストラリアンブリックレンガ

■ HYブリック システムの特徴

施工マニュアル
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個性的で多彩な表情
レンガは微妙にその色合いやサイズが異なるので、同じ色のレンガを用いて
も、表情は全く異なり、個性を際立たせます。

家の風格と価値を高める
レンガの家は、年月を経るごとに味わいと品格が高まります。住み継がれるレ
ンガ住宅は、まさにグリーンライフを象徴する住まいと言えます。

半永久的で経済的にも効果
本物のレンガをスライスしており、いつまでも色褪せしなく塗り直しの必要も
ありません。

レールシステムでさらに耐水性をアップ
天然の粘土と頁岩から成るレンガは、水分の吸収・蒸発など建物そのものを
ナチュラルに保ちます。

  

全3種類のレンガからお選びください。

■ カラーバリエーション

アンティークタン< AT >

センテニアルブラウン< CB >

キラーニ< K >

アンティークタウン

センテニアルブラウン

キラーニ
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紀元前8000年頃にメソポタミアで発祥したと言われるレンガ住宅。
建築資材としての優秀性は長い歴史が実証しています。オーストラリアはクィーンズ
ランド州ブリスベンとタスマニア州ロングフォードで採れる良質粘土と最先端の製
造技術を誇る世界最大のレンガ産出国。
HYブリックシステムは、ABC（オーストラリアン・ブリック・クラッディング）社が製造
するレンガを、裁断加工し、レールシステムと組み合わせた合理的なシステムです。
天然素材で微妙に色合いやサイズが異なり、豊かな表情と味わいを醸し出します。
さらに、レールシステムにより、耐久性・耐候性・耐震性・防水性がアップ。
外壁材はもちろん内壁材にも最高の仕上がりをお約束します。

①フラットブリック
オーストラリア産の独特な色彩を持ったレンガをスライスして、レールにスライドして引っ掛けるように溝が
付いています。

②コーナーブリック
オーストラリアではミニコーナーと呼ばれるL型のコーナーブリック。1ヶのレンガから2ヶのコーナーブリック
を取れるように裁断されています。マグサ部分にも併用できるように短手にもレールの溝が入ってます。

③コースレール（0.42mm）
強度アルカリの目地材と共に使用するレンガ関連の製品施工ではメッキの厚みのある良質溶融亜鉛メッ
キであることが必須です。ガルバ鋼板は濡れた目地材に接触した時点で防食性能が失われます。オースト
ラリアのブルースコープは、日鉄など日本大手鋼材メーカーを含む世界のメーカーにガルバ技術のライセ
ンスを与え技術指導も提供。その会社にHYブリックシステムには溶融亜鉛メッキでなければならないと選
択してもらい、溶融亜鉛メッキ鋼板の採用に至っています。

④コーナーレール
下地全体を溶融亜鉛メッキ鋼板で隙間なく覆う事で、強固な下地をつくり、同時に雨水侵入に対しても抵
抗力を発揮します。

※印刷の特性上、現物とは異なりますので、サンプルにてご確認ください。

■ HYブリック 部材

HYブリックの専用部材です。

色　アンティークタン<AT> 　センテニアルブラウン<CB>  　キラーニ<K> をご指定ください。 

カットレンガとレールシステムで強度も施工性もアップ

76×230×25

ABC-F フラットピース

￥190/枚（￥11,500/㎡）
　　

サイズ（mm) 価　格

76×230×25

ABC-T 縦平ピース

￥290/枚（￥4,680/m）
　　

サイズ（mm) 価　格

約13枚/m使用約13枚/m使用
76×70×190×25

ABC-C コーナーピース

￥860/枚（￥13,000/m）
　　

サイズ（mm) 価　格

ABC-FR フラットレール ABC-COR コーナーレール

ABC-TR トップレール

3654
長さ（mm)

￥2,600/枚
　　

価　格 長さ（mm)

3654

3654
長さ（mm)

￥2,600/枚
　　

価　格 長さ（mm)

3654 ￥2,600/枚
価　格

長さ（mm)

3654 ￥2,600/枚
価　格

ABC-BR ボトムレール

￥2,600/枚
価　格

約4枚/㎡使用

ABC-SRC コースレール

出隅・入隅・マグサ部分 窓上・窓下部分平板

縦平の下地に使用 出隅・入隅の下地に使用

止縁 スターター

約50枚/㎡使用
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