
A rare Co.,Ltd
Austral bricks and Japan Bricks 

BRICKS AND PAVERS



事業内容 

・景観製品の輸入・製造・販売業(オーストラル社製品総代理店)

・一般貨物自動車運送業

・一般倉庫管理業

・一般建築業

倉          庫 

関東ヤード: 〒350-0812 埼玉県川越市小坂328-5

関西ヤード: 〒567-0057    大阪府茨木市豊川5-8-10

九州ヤード:  〒 819-0383 福岡県福岡市西区大字田尻685-3

”A rare”には「珍しい」「貴重な」という意味があります。
唯一無二の商品をお届けしたいという思いから社名になりました。

オーストラリア産、国産のレンガを取り扱っています。
一つ一つの商品にこだわりを持ち、お客様に必ず満足していただける商品を提供しております。
「レンガで世界を魅力的に」をモットーに世界へレンガの魅力を発信していきます。

公式ホームページ
https://www.a-rare.com/

A rare Co.,Ltd
Austral bricks and Japan Bricks
BRICKS AND PAVERS

会社概要 

会    社    名:  株式会社 A rare(カブシキガイシャアレア)

本            社:  〒542-0081  大阪府大阪市中央区南船場3-12-21 心斎橋プラザビル新館4階
TEL: 06-6258-3554           FAX: 06-6258-3465

営    業    所:  〒662-0084 兵庫県西宮市樋之池町27番69号 ヒルサイドレーン苦楽園106号                

TEL: 0798-31-7194 FAX: 0798-31-7195
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COMPANY PTY LIMITED

事業内容: 粘土を原料とする建築建材の生
産及び販売

設 立: BRICKWORKS LIMITED 1934
AUSTRAL BRICKS 1907

資 本 金 : AU $500,000,000

従業員数: 約1,550名

本 社: ホーリーズパーク（シドニー）

Austral Brick has a proud history of 
brickmaking spanning over 100 years!

オーストラリアの広大な地が産出した上
質な粘土で作られるレンガは世界屈指。
オーストラル社で作られるBricks and

Paversは最新鋭の機械と熟練された職人
により作られた最高級のレンガです。
歴史は100年以上にもなり、オーストラ
リアレンガ業界では一目置かれる存在と
して地位を確立しています

オーストラル社の商品は世界中に展開されています

オーストラル社
australbrick

会社概要: THE AUSTRAL BRICK
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⾃然の光とマッチするこの美しさはレンガ特有

レンガはインテリア、エクステリアなど様々な場⾯で活⽤

いただけます

Make your life bright with bricks and pavers
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Fresco Paver フレスコペイバー

※印刷により実際の色調と異なる場合がございます

Paver

FP-C1

Paver

FP-B1

FP-M1

Paver

FP-R1 size: 230x114x50mm(内外)

size: 230x114x50mm(内外)

クリーム

size: 230x114x50mm(内外)

ロッソ
品格ある色味のロッソ
上品な雰囲気の中に個性があり、彩りを与えてくれ
ます

size: 230x114x50mm(内外)

ブロンズ
生活に溶け込むブロンズ

Paver

マローネ
深く重みのあるマルーン
この重厚感で様々な空間をグレードアップさせます

太陽の光を取り込んだようなナチュラルなクリーム
柔らかみのある色彩と素材感で居心地の良い空間を演
出します

落ち着いた色味が癒やしと安らぎを演出します



Queensland Brick クイーンズランドブリック

アンドルース
歴史を感じさせるアンドルース
クラシカルでヨーロッパ情景を思い起こさせる商品で
す

マイケルズ
レトロな雰囲気を彩るマイケルズ
時間が経つにつれてヴィンテージ感が増し、経年変化
を楽しめます
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※笠木タイプ有 QB-A1S

※笠木タイプ有 QB-M1S

size:230x110x76mm(内外)

※笠木タイプ有 QB-W1S

※印刷により実際の色調と異なる場合がございます

size:230x110x76mm(内外)size:230x110x76mm(内外)

size:230x110x76mm(内外) size:230x110x76mm(内外)

ルイス
繊細かつ存在感のあるルイス
ダークな色味で建物、エクステリア、インテリアに
重厚感を与えます

※笠木タイプ有 QB-L1S

ワレゴ
個性豊かな焼き色が出るワレゴ
1,200度で焼き上げた際に出る一つ一つに個性が生
まれる、味のある商品です

BrickBrick

Brick Brick

QB-A1 QB-L1

QB-M1 QB-W1



富士山のように気高く、誇り高い日本の職人
がメイドインジャパンにこだわり、作り出す
「煉瓦」

煉瓦一つで様々な空間を彩ることが出来ま

す。

モダンにもレトロにも映える国産レンガはマ

ルチにあなたの要望に応えてくれます。ペイ

バーは確かな歩行性と質感により多様化する
都市空間、住宅空間の足元を多彩に演出。

ブリックは建物の外壁はもちろん門柱や門

壁、花壇など、用途は様々で建物にインパク

トを与えてくれます。

何度も試行錯誤を繰り返し、作りあげた国産

レンガは時がたち経年変化をしていく中で街

や庭に「歴史」を作り出します。

OEMによるオリジナルレンガは唯⼀無⼆の商品で
す。

Made in Japanにこだわった唯一無二の煉瓦をお届けします

繊細かつエレガントな国産レンガ
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Traditional Paver &Brick トラディショナルペイバー&ブリック

マルーンレッド
紅葉のようなマルーンレッド
レンガの王道をいく色味で人気が高い商品です

エクルベージュ
鮮やかで滑らかなエクルベージュ
いかなる空間にも必ずなじむマルチな商品です

シェルピンク
多彩な表現力をもつシェルピンク
豊かな味わいと気品漂う商品です

イブシブラック
日本人の心を動かすイブシブラック
日本人ならではの感性が生み出した珠玉の商品です

優しい香りが漂うパールホワイト
屋内、屋外に限らず明るく優しい空間を演出します

ダークブラウン
置いているだけで存在感を放つダークブラウン
時間がたつごとに魅力を発揮する商品です

イブシブラックの重厚感のある雰囲気が街とマン
ションにマッチしています
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※笠木タイプ有 TB-M1S

上品でエレガントな色味が印象的なプラム
繊細かつ高級感を演出します

※笠木タイプ有 TB-P1S

※笠木タイプ有 TB-E1S ※笠木タイプ有 TB-S1S

※印刷により実際の色調と異なる場合がございます

TB-M1

Paver

Brick

TB-P1

TP-M1

Paver

TP-P1

TB-E1

Brick

Paver

TP-E1

Paver

Brick

TP-S1

TB-S1

size:230x114x50mm(内外) size:230x114x50mm(内外)

size:230x114x50mm(内外) size:230x114x50mm(内外)

Brick

size:230x110x76mm(内外) size:230x110x76mm(内外)

プラム

size:230x110x76mm(内外) size:230x110x76mm(内外)
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※笠木タイプ有 TB-I1S ※笠木タイプ有 TB-W1S

Traditional Paver & Brick

※印刷により実際の色調と異なる場合がございます

Paver

Brick

Paver

Brick

size:230x114x50mm(内外) size:230x114x50mm(内外)

size:230x110x76mm(内外) size:230x110x76mm(内外)

ホワイトパール

TP-I1 TP-W1

TB-I1 TB-W1

Paver

size:230x114x50mm(内外) TP-D1

TB-D1size:230x110x76mm(内外)

Brick

※笠木タイプ有 TB-D1S



●レンガ製品は焼き物のため、ばらつきがございます。

●焼成の性質上、⼨法に若⼲のばらつきがございます。

●寒冷地では凍害の恐れがありますので、 ご注意ください。

●多少カドが⽋けている商品もございます。 ご理解の上ご使⽤ください。

●個体差はありますが、表⾯の細かいひび割れはレンガ特有のものです。

※レンガの性質について

18



Creative Paver & Brick クリエイティブペイバー&ブリック

茜（あかね）
夕暮れどきを思い起こさせる茜
太陽の光を浴びた茜は空間を特別なものへと変化さ
せます

胡桃（くるみ）
優しさと癒やしを兼ね備えた胡桃
自然な色味で空間に溶け込み、和らぎを演出します

小豆(あずき）
 落ち着きのある渋さが特徴の小豆
Creativeシリーズの中で最も重厚感がある商品です

Paver

Brick

Paver

Brick

Paver Paver

BrickBrick

15

CP-A1 CP-K1

CB-K1CB-A1

CP-M1 CP-Z1

CB-M1 CB-Z1

size:210x100x65mm(内外) size:210x100x65mm(内外)

size:210x100x65mm(内外) size:210x100x65mm(内外)

size:210x100x65mm(内外) size:210x100x65mm(内外)

size:210x100x65mm(内外)

桃桜（ももざくら）
明るく空間を彩る桃桜
柔らかい風を運んでくれます

size:210x100x65mm(内外)

※敷き材をを笠木としてご利用ください

※印刷により実際の色調と異なる場合がございます



Traditional Stick   トラディショナルスティック

ピンク
鮮やかな色味のピンク
多種多様な場面で活用いただけます

ブラウン
落ち着いた雰囲気のブラウン
モダンな高級感を演出します

クラッシュレンガ ミックス
複数色の優しいレンガの色味や質感が
お庭や街に華やかな印象を与えます

クラッシュレンガ レッド
濡れているときと乾いているときは色
味が変わり、変化を楽しんでいただけ
る商品です
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※印刷により実際の色調と異なる場合がございます

イブシブラック
日本特有のイブシブラック
重厚感と上質さを兼ね備えた商品です

スティックレンガを小端立てに使い
お庭を演出

210x50x50mm(内外) 210x50x50mm(内外)210x50x50mm(内外)

TS-I1 TS-P1 TS-B1

Crushed Brick  クラッシュレンガ
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