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LIFE LIKE HOME / PB SELECT CATALOG

LIFE　　楽しい人生
LIKE　　自由な好み
HOME　 快適な居心地

そんなコンセプトで考えた
暮らしにEものをとり揃えたカタログです。

大切な住まい―。
素敵な生活、好きな暮らし、住みたい住まい。
ライフスタイルは人それぞれ。
自分らしく、家族らしく、自由に楽しむ。
あなただけの暮らしを・・・。



C o n t e n t s

4－14

和以美オリジナル商品
▶構造用OSB スイスクロノ　▶内装用OSB 樹和美　▶OSB 有孔ボード　▶レッドパイン　▶ラバーウッドシリーズ リボーン　　　　　　 
▶ミャンマー産ガージュン GURJUN SEA　▶北海道産ミズナラ D・MIZUNARA FUSHI　▶ナラ無垢フローリング　▶造作用途向けCLT カルスギちゃん
▶画期的ロードバイク用スタンド マクラム　▶OSB ディスプレイシェルフ　▶スカンディア モス　▶むてんかおばけ WAIBI/SHOP

LIFE LIKE HOME / PB SELECT CATALOG

■ 床材 / ドア / 壁材 /天井材 / 内装材 / 屋根材

16－17
▶銘木ウォール ラスティック　▶銘木フロアー ラスティック

18－19

▶ストーンチップ鋼板屋根材 スカイメタルルーフ　▶アスファルトシングル オークリッジスーパー

20－25

▶国産木材／自然塗料 ソピアカラー　▶軽やかでシンプルなデザイン ソピアライト
▶国内で一から手作りしています 日本の杉物語 ソピアなごみ

26－27

▶貼る畳 花たたみ HAL　▶置く畳 花たたみ OKU

28－29

▶アカシア　▶チーク

30－31

▶マグネットでつける家具・グッズ マグネットアイテム　▶マグネットがつく優れた意匠性の壁面材 アイパネル®
▶マグネットがつく不燃建材 マグピタボード®

32－33

▶丸ユニット畳　▶世界最高峰の漆喰

34－35

▶越後杉集成材

36－37

▶オフィスの環境改善！ ドコデモストーン series

38

▶天然石・クオーツストーン

39

▶最強の耐湿性能「不燃木材もえんげん®」　▶最強の国産針葉樹「能登ヒバ（NOTOHIBAKARA）」
K A G A M O K U

■ 住宅設備機材

62－63
▶樹脂二重窓パネル まどりーど　▶コンセント型 感震ブレーカー

64

▶全自動で消火 ケスジャン

65

▶フランス生まれの排水圧送ポンプ SFAポンプ

66－67

▶PTC遠赤外線床暖房 ぽから

68

▶照明器具／インテリア商品

69

▶固定ロフトはしご　▶固定一段伸縮タイプ　▶伸縮ロフトはしご

70

▶ブルックリンランドリール®

MTK standard heating system

特殊梯子製作所

■ エクステリア/その他

72
▶防草シート KOMA

73

▶プラスチック製敷板　▶ゴム製敷板

74－75

▶ロートアイアン/テーブル脚　▶手摺り・ハンドバー　

76

▶地盤オプティマイズサービス在住ビジネス株式会社

■ 建材 /建築副資材

42

▶ソーホース ブラケット　▶PLAYWOOD

43

▶創造塗料 しなやか

44－45

▶共用留付金具　▶遮熱透湿防水シート ABSS［アビス］ ハードタイプ

46－47

▶外部用ウッドデッキシステム K-1デッキ

48

▶塗布型防音材 グリーングルー

50－53

日本キヌカ株式会社

54

▶木材保護塗料 ノンロット

55

▶セメント系高性能/クラック補修材 ひびうめーる

56－57

▶耐震座金 タイトニック  ▶高規格通気パッキン フジクニ　▶アンカーボルト止めの決定版 グリッパー
▶土台用パッキンの革命 リレベル　▶リレベル用 防虫グリル

58

▶お米から生まれた自然塗料 キヌカ

59

▶粘着テープ／コンパウンド

▶RN細ビス  ▶RN中細ビス　▶ウッドデッキ材用ビス WD  ▶座掘りと下穴用錐 ウッドデッキ用
▶ハイメタルキャップ　▶いたずら防止キャップ　▶下地一発/スリム

49

▶極 - KIWAMI -
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▼ 内装用OSB 樹和美（きわみ）
欧州を代表するパネルメーカー「SWISSKRONO」のクロノポールOSBを取り扱っております。

■ 施工事例 ■ 塗装カラーバリエーション

欧州産OSB（オリエンテッド・ストランド・ボード）はＦＳＣ
認証林の赤松100％を原料とし、優れた物性の安定と
美しさを持っております。各種下地材・現場養生材として
ご使用いただけます。OSBは原料を一切無駄にしない環
境に優しい建築材料です。

構造用OSBを8.5ミリ厚にし、壁の内装用として使用で
きるOSBです。着色したものもバリエーション豊かに用
意しており、和風・洋風・店舗内装・什器など様々な用途
に対応できます。仕上げや有孔加工などのオプションも
ご相談承ります。

厚み

8.5 ㎜

9㎜

9㎜

9㎜

11.5 ㎜

9㎜

サイズ

910 × 1,820 ㎜

910 × 2,440 ㎜

910 × 2,730 ㎜

910 × 3,030 ㎜

910 × 1,820 ㎜

1,000 × 3,030 ㎜

ロット

  1P/L 84 枚入り

1P/L 100 枚入り

  1P/L 84 枚入り

1P/L 105 枚入り

  1P/L 64 枚入り

  1P/L 84 枚入り

樹の美しさが織りなす和みの空間

▼ 構造用OSB スイスクロノ

和以美オリジナル商品

04 05

耐力壁面材として使用する場合は、建
築基準法上、JAS構造用パネルとして、
特殊な仕様設計によることなく、従来工
法にて2.5倍、2×4工法にて3.0倍の壁
倍率を適用できます。

KIWAMI  無塗装
■品番：WK10　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：4,000円／枚

KIWAMI  クリア塗装 
■品番：WK20　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：5,300円／枚

KIWAMI  霞（かすみ） 
■品番：WK11　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000円／枚

KIWAMI  暁（あかつき）
■品番：WK12　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000円／枚

KIWAMI  雅（みやび） 
■品番：WK13　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000円／枚

KIWAMI  藍（あい） 
■品番：WK14　■サイズ：910×1,820×8.5 ㎜
■価格（税別）：6,000円／枚
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デザイン性や利便性に優れた内装用OSB有孔ボード

■ 内装OSB有孔 専用金物

■ 内装OSB有孔

内装用OSBを5Φ-25㎜ピッチの有孔ボードにしました。また、専用の
金具も用意していますので、インテリアの可能性を広げることができま
す。壁にかけて使うことができるため、お部屋の収納やアクセントにも
なり、デザイン性や利便性に優れています。取付部材がセットになって
いるパック商品もございますので、自分流にカスタマイズして、自在に
変化させてください。

▼ OSB 有孔ボード

和以美オリジナル商品

06 07

❶ 吊下げパック タイプ 3個入　740円/箱　
❷ 小箱 タイプ 10個入 1,930円/箱

PEGBOARD HOOKS J型
❶ 吊下げパック タイプ 1個入　730円/箱　
❷ 小箱 タイプ 3個入　1,750円/箱

❶ 吊下げパック タイプ 1個入　730円/箱　
❷ 小箱 タイプ 3個入　1,750円/箱

1 1

2 2

1

2

PEGBOARD HOOKS O型 PEGBOARD HOOKS L型

品名 品番 サイズ・仕様 設計価格 出荷ロット

OSB有孔 無塗装 WK-10H 8.5ｘ910ｘ1820㎜　5Φ-25ピッチ 6,000円/枚 2枚

ポイントビス SCP-AA004 太さ4㎜×長さ60㎜　鉄  25円/本 25本

ポイントビス用キャップ SCP-AA015 真鍮 ニッケル仕上 80円/個 50個

ポイントビス用スペーサー SCP-AA046 長さ15㎜ 105円/個 25個

壁ロック 561-301B 石膏ボード下地アンカー 40円/本 100本

■ その他取扱品、付属部材品

OSB有孔パック／小 OSB有孔パック／大

3,100円/梱設計
単価 5,200円/梱設計

単価

OSB有孔ボード（375㎜×600㎜）×1枚、
J型フック×10本、ポイントビス（35㎜）×6
本、ポイント用スペーサー（15㎜）×6個、
ポイント用ビスキャップ×6個

OSB有孔ボード（375㎜×375㎜）×1枚、
J型フック×5本、ポイントビス（35㎜）×4
本、ポイント用スペーサー（15㎜）×4個、
ポイント用ビスキャップ×4個

▼ レッドパイン

■ レッドパイン フローリング

■ レッドパイン 羽目板

▲サイズ：21×144×3,850㎜（6枚入/ケース）

144

21

▲サイズ：31×144×3,850㎜（3枚入/ケース）

144

31

▲サイズ：12×120×3,900㎜（8枚入/ケース）

120

12

▲サイズ：15×119×3,850㎜（8枚入/ケース）

119

15 

オモテ面 ウラ面

オモテ面 ウラ面

北欧産のレッドパインは、高い
保湿力で蓄熱作用があり、寒い
時期でも温かく、独特の柔らか
い弾力性をもっていて、素足で
歩くたびに足元に安らぎを与え
てくれます。和と洋どちらの雰
囲気にも合う、滑らかで優しい
素材感が人気でフローリング
や羽目板などオールマイティー
に使用できます。

北欧の厳しい寒さの中で育ったレッドパインの魅力を堪能してください。

PEGBOARD HOOKS
棚受け

PEGBOARD HOOKS
カップホルダー

PEGBOARD HOOKS
L型ワイド

900円/パック

吊下げパック タイプ
1個入　

820円/パック

吊下げパック タイプ
1個入　

690円/パック

吊下げパック タイプ
1個入　

★表示している金額はすべて設計単価になります。 ※上記単価には、送料は含まれていません。
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▼ ラバーウッドシリーズ リボーン ■ ラバーウッドフローリング /  バリエーション

■ 家具サイズ一覧

ラバーウッドとは、「ゴムノキ」のことで、東南アジアを主に、天然ゴムの樹液採取のために植林されています。採取・伐採され
て廃棄されたものを再利用し、素材感を活かした家具やフローリングへと生まれ変わります。また加工することにより様々
な雰囲気を持つラバーウッドの魅力をぜひお楽しみください。

素材感を活かしたバリエーションと加工で変わる雰囲気。

ダーク・ウォールナット
■サイズ：
　15×150×1,820 ㎜（6枚入）
■価格（税抜）：
　13,000円／ケース

リッチ・ボルドー
■サイズ：
　15×150×1,820 ㎜（6枚入）
■価格（税抜）：
　13,000円／ケース

ミスティー・アイボリー
■サイズ：
　15×150×1,820 ㎜（6枚入）
■価格（税抜）：
　13,000円／ケース

ハニーブラウン
■サイズ：
　15×150×1,820 ㎜（6枚入）
■価格（税抜）：
　13,000円／ケース

クリアー
■サイズ：
　15×150×1,820 ㎜（6枚入）
■価格（税抜）：
　13,000円／ケース

▼フローリング表面加工承ります。

※上記カラーサンプルは実際の色調と多少異なります。 ※表面加工はフローリングのみとなります。

デスク
■樹　種 ： ラバーウッド
■サイズ ： 700 × 1400 × 720 ㎜
■価格（税抜） ： ¥36,000

ワゴン（A4対応）
■樹　種 ： ラバーウッド
■サイズ ： 580 × 420 × 600 ㎜
■価格（税抜） ： ¥23,000

ミーティングテーブル
■樹　種 ： ラバーウッド
■サイズ ： 900 × 1500 × 690 ㎜
■価格（税抜） ： ¥24,000
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▼ ミャンマー産ガージュン GURJUN SEA

ミャンマーからやってきたガージュンは南洋材の一種。
雨にも負けず、海風にも強く、別名アピトンやクルイン
などとも呼ばれ、船の甲板やトラックの荷台などに使
われるほど優れた耐久性、耐水性をもっています。

雨にも負けず、海風にも強い

▼ ナラ無垢フローリング

ナラ無垢フローリングは重厚感があり傷がつきにくく耐久性に優
れています。木目が美しい上にインテリアコーディネートがしやす
いという理由で、現在もっともスタンダードなフローリングです。

無垢の風合いを保ち、木独特の質感を体感

和以美オリジナル商品
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※各種別途送料がかかります。※自然素材のため、表情色合いが異なる場合があります。

ガージュンフローリング
■品番：GB01YB
■規格：15×120×1,820（7枚入）
■価格（税別）：16,000 円 / ケース

ガージュンウッド
■品番：GB02YB
■規格：20×120×3,000（4枚入）
■価格（税別）：25,000 円 / ケース

▼ 北海道産ミズナラ D・MIZUNARA FUSHI

ミズナラの木目は北海道の四季が作り出す自然のアート
です。無垢材ならではの美しい木肌と重厚な質感を味わ
えます。強度に優れ、良質な北海道産は、国際的にも高い
評価を得ています。思わず裸足で歩きたくなる自然のぬく
もりを感じてください。

北海道が育んだ木目のうつくしさ

北海道産ミズナラ（節） オイル
■規格：15×120×乱尺（1.5288㎡）
■価格（税別）：20,000 円 / ケース

北海道産ミズナラ（節） 無塗装
■規格：15×120×乱尺（1.5288㎡）
■価格（税別）：17,000 円 / ケース

※各種別途送料がかかります。※自然素材のため、表情色合いが異なる場合があります。

ABグレード
ウレタン塗装 UNI
■サイズ：15×90×1,820
■入数：10枚

ABグレード
無塗装 UNI
■サイズ：15×90×1,820
■入数：10枚

ABグレード
オスモ塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7枚

CDグレード
無塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7枚

CDグレード
オスモ塗装 UNI
■サイズ：15×120×1,820
■入数：7枚

▶ABグレードは、白太などの色差と小節、パテ補修が若干あります。 ▶CDグレードは、白太などの色差と節、入り皮、パテ補修があります。
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▼ 造作用途向けCLT カルスギちゃん
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国内では構造用途として利用されることの
多いCLTですが、厚さ24㎜のカルスギちゃ
んは造作用途としての汎用性も高くテーブ
ル天板や棚板用などDIYでも活躍できる商
品です。本製品により、話題のCLTを「面白
カッコよくお手軽に使う」ことを提案します。

「Cross Laminated Timber」 直交集成板と同様な構成の製品。

▼ OSBディスプレイシェルフ

▼ 画期的ロードバイク用スタンド マクラム ▼ スカンディア モス

これまでの機能だけのサイクルスタンドにイン
テリアとしてデザイン性が高く、更に新しい機
能を持たせたロードバイク用室内専用スタン
ドです。ポイントは壁に傷をつけず、縦置きに
も対応でき、固定式ではないのでレイアウト
が自由！ホイールガード幅が28mm、推奨タ
イヤ幅は23ｍｍ～27ｍｍです。また、推奨ホ
イールサイズは26インチとなります。そして、
ボルト１本で組み立てられることができる組
立式で、１～２分程度で組立・分解できるシン
プルかつ便利な構造設計になっています。

大切な自転車と室内で一緒に生活するためのインテリアスタンドです。

■規格：24×1,000×2,000㎜  ■価格（税別）：29,500円

■最大許容荷重：20Kg
■材質 :サポートプレート（高密度繊維版）、
　ホイールガード（白樺合版）
■カラー :サポートプレート（ホワイト）、
　ホイールガード（ナチュラルクリア）
■表面仕上げ：つや消しコーティング
■製品構成：ホイールガード、サポートプレート、
　M8×50㎜丸頭ボルト、20SUSワッシャー、
　23PEワッシャー
■価格（税別）：39,000 円

※購入後 1ヶ月以内に発生しました製品上の欠陥に
　つきましてはご購入元へご連絡ください。　特殊色もあります 

取り付け方法

各 部 名 称

OSBボードの穴に全ねじを通し、六角ナットとワッシャーを使ってボードをはさ
むように固定します。全ねじの両端には袋ナットを取り付けます。ボードにペンキ
を塗ったり、ステンシルなどで飾り付けをして、オリジナルの棚を作りましょう！

ＯＳＢボード（150mm x 300mm）　　
ＯＳＢボード（200mm x 300mm）
六角ナット（M10）
袋ナット（M10）
ワッシャー
全ねじ（300mm）

・・・ 　２枚　　
・・・ 　１枚

・・・ ２０個
・・・　 ８個
・・・ ２４枚
・・・ 　４本

袋ナット

六角ナットと
ワッシャー

全ねじ

セット内容

■価格（税別）：2,800円／セット

スカンディア モスは・・・
CladoniaStellarisを自然の生殖
地から採集して、休眠状態を維持す
るために天然ミネラルで保存処理
したコケです。環境に優しく、メンテ
ナンスが容易で機能性を保つスカ
ンディア モスは、熟練した人の手で
採集されるインテリア材料及びデ
コレーション用の製品です。

■品名：SM PANEL　■サイズ：W300㎜×H300㎜／枚
■ベース：アルミニウムパネル／コルク　■色数：12色
■価格（税別）：19,800円

■品名：FRAMO　■サイズ：W340㎜×H340㎜／個
■フレーム：4種類　■色数：12色
■価格（税別）：25,600円

■ カラータイプ（SM PANEL / FRAMO）

SM-54
Moss green

SM-70
Medium green

SM-55
Spring green

SM-67
Rurple

SM-85
Avender blue

SM-87
Pacific green

SM-52
Black

SM-75
Silver gray

SM-56
Natural

SM-57
Red

SM-51
Autumn

SM-60
Yellow

White Maple Walnut Black
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▼ むてんかおばけ WAIBI/SHOP
【 建材をもっと身近に・・・。 】 をテーマに弊社取り扱いの商品、PB商品をたくさん取り入れました。

和以美オリジナル商品

14

イベントスペース
お一人様でも、グループでもゆったり使えるフレ
キシブルなレンタルスペース。セミナー・ワーク
ショップ・展示会・個展・勉強会など用途に合わ
せ、レイアウトも自由に変えられます。

DIYシェアガレージ
思い立ったらDIY。各種電動工具なども貸し出し
ます。CUTスペースもあります。

ショップ
スペース内の照明・家具などインテリア小物もセ
レクト販売しています。また、住まいのリフォーム
のご相談もお受けいたします。

どこでもCOOK
キッチンカーをレンタル致します。

DIY CUT SPACE
W2550-D1200

FREE SPACE

TABLE
W900-D700

Counter
W2550-D700

toilet

655 895

580

790

815
WA

LL 
 W2

230
-H2

000

shelf  W1800-D250

rack
W720-D350

rack
W720-D350

2017年8月にむてんかおばけ WAIBI/SHOP と
してリニューアル致しました。住まいや職場にも自
分の趣味やライフスタイルを表現したいはず！！
そんな方へのご提案のお手伝いをショールーム
として日々、心がけています。

Rental Space

WAIBI     SHOP

レンタルスペース

床材 /ドア /壁材
天井材 /内装材 /屋根材
床材 /ドア /壁材

天井材 /内装材 /屋根材

LIFE LIKE HOME / PB SELECT CATALOG
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壁や天井にも本物の木を使う。インテリアの印象を一気に変える内装壁・天井材、WALLSERIES。

■ WALLSERIES

世界各国、日本国内から厳選した天然銘木ツキ板材にオイ
ル塗装のようなしっとり感が手軽に楽しめる、イクタ独自の
ラスティック塗装を施しました。深い森に憩うように銘木に
囲まれて寬ぐ、贅沢な空間を提供する内装壁・天井材です。

チーク
■品番：MW-TR
■サイズ：9×120×1,818 ㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：43,000円／ケース（14,100円 /㎡）

ウォールナット
■品番：MW-WR
■サイズ：9×120×1,818 ㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円 /㎡）

ブラックチェリー
■品番：MW-CR
■サイズ：9×120×1,818 ㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円 /㎡）

ナラ
■品番：MW-NKR
■サイズ：9×120×1,818 ㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円 /㎡）

ハードメープル
■品番：MW-MR
■サイズ：9×120×1,818 ㎜　14枚／ケース　3.05㎡入
■価格（税別）：37,000円／ケース（12,130円 /㎡）

▼ 銘木ウォール ラスティック
針葉樹合板＋MDF+ツキ板で床暖房対応

▼ 　　銘木フロアー ラスティック
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ハードメープル ウォールナット

イタヤカエデ ナラ樫

ブラックチェリー

2P/AW-MR2 2P/AW-WR2 2P/AW-CR2

3P/AW-MR3 3P/AW-WR3

2P/AW-IKR2

3P/AW-IKR3

2P/AW-NKR2

3P/AW-NKR3

3P/AW-CR3

ナラ樫

ハードメープル ウォールナット

ブラックチェリー イタヤカエデ

http://ikuta.co.jp/
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▼ アスファルトシングル オークリッジスーパー
優れた防災性・快適性・経済性の多くのメリットがあります。

■ スレートプラス

■ ウッド

耐候性に優れ経済的
表面を彩る自然石（ストーンチップ）に陶器瓦と同様
な燒成を施すことによりガラスコーティング膜が生
成され耐候性が上がり、長期的に塗り替え等のメン
テナンス費用が軽減されます。

軽量で建物への負担が少なく地震時の揺れを
軽減。カバー工法に最適です。
ガルバニウム鋼板同等を機材としており瓦の1/6程
度、平板スレートの1/3程度の重量と建物への負担
が少なく、既存平板スレート屋根に重ね葺きが可能
です。また重心が低くなることにより地震時の横揺れ
も抑えることができます。

雨音や熱を建物に伝えにくい
表面に自然石施すことで高い周波の音を発生させ
微振動を制することにより雨音を大幅に抑えること
ができます。同様に表面の自然石が赤外線の熱を吸
熱し放出時に熱を拡散することで室内側への熱の
伝わりを大幅に軽減します。

美しいデザイン性だけだはなくあなたの大切な家屋を守る
ための様々な性能と保証もございます。

チャコール
■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
　　　　　　（2.2 枚 /㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　   自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

チーク
■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
　　　　　　（2.2 枚 /㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　   自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

オリーブ
■製品寸法：1,325 × 410 ㎜
■働き寸法：1,280 × 363 ㎜
　　　　　　（2.2 枚 /㎡）
■重量：2.6/2.7 ㎏枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　   自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

チャコール
■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
　　　　　　（2.1 枚 /㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　　自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

ブラウンバーク
■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
　　　　　　（2.1 枚 /㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　　自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

オリーブ
■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
　　　　　　（2.1 枚 /㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　　自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

シルバー
■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
　　　　　　（2.1 枚 /㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　　自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

■ 製品仕様・規格

日本の屋根材のイメージを一新、リフォームにも対応した美しい屋根材。

▼ ストーンチップ鋼板屋根材 スカイメタルルーフ
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■ 安心の長期保証

※印刷色と実際の色は異なって見える場合がございます。必ず商品サンプル等で色柄をご確認下さい。 ※商品の特性上、表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象であり製品異常ではございません。

※別途免責事項有り、戸建／個人所有以外の場合やその他詳細は弊社・販売店様発行の保証書をご確認下さい。

飛び火認定番号
屋根下地（木・鉄） ：DR-1874（1）
屋根下地（コンクリート）：DR-1874（2）

Sky Metal RoofⓇ

スレートプラス

ウッド 飛び火認定を取得しており
幅広い地域で対応可能

50m/秒の強風にも対応した
優れた耐風性能

主原料のアスファルトと
ガラス繊維は水を吸いません

軽量素材のため耐震性の
向上をサポートします

天然石へのセラミック加工により
屋根材の美しさが長持ち

裁断・釘打ちが容易で
リフォームでもスピード施工が可能

■ 製品構造・特徴

耐藻性能
銅イオンの効果により
藻の成長を抑え、藻の
繁殖による屋根の変色
を抑えます

スーパーシーラント
シングル同士の接着を
強め高い耐風性能を
実現しました

天然石

酸化銅

セラミック
コーティング

オークリッジスーパーは「ライフタイムワラン
ティー」という長期保証（制限付き）が受けられ
ますので安心してご採用頂ける商品です。
保証概要は右記の通りです。

※標準施工3.5寸（約19.5度）以上、17寸（約60度）
　以下。2.5寸（約14.5度）以上、3.5寸未満の場合は
　低勾配仕様に従って施工を行って下さい。

形態･所有者

戸建／個人所有 損傷部分の補修に関する
施工費･材料費を保証

損傷部分の製品代のみ
保証。補償額は製品額の
80％から毎年2％ずつ低減

損傷部分の製品代のみ
20％を保証

施工日～10年後 施工11年から40年 施工後40年以降

シャトーグリーン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

オニキスブラック
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

ブラウンウッド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

デザートタン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

テラコッタブレンド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

エステートグレー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

ハーバーブルー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

http://www.owenscorning.jp/wp/?roofing=oakridge-superhttp://ickroof.net/
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■不燃認定番号：NE-0055

シルバー
■製品寸法：1,345 × 430 ㎜
■働き寸法：1,280 × 380 ㎜
　　　　　　（2.1 枚 /㎡）
■重量：2.6 ㎏ / 枚（約 6㎏ /㎡）
■材質：ジンカリウム鋼板 0.4 ㎜
　　　　自然石粒仕上げ（JIS-A3321）
■不燃認定番号：NE-0055

■ 製品仕様・規格

日本の屋根材のイメージを一新、リフォームにも対応した美しい屋根材。

▼ ストーンチップ鋼板屋根材 スカイメタルルーフ

18 19

■ 安心の長期保証

※印刷色と実際の色は異なって見える場合がございます。必ず商品サンプル等で色柄をご確認下さい。 ※商品の特性上、表面の粒状石が落下する現象が見られますが、これはアスファルトシングル特有の現象であり製品異常ではございません。

※別途免責事項有り、戸建／個人所有以外の場合やその他詳細は弊社・販売店様発行の保証書をご確認下さい。

飛び火認定番号
屋根下地（木・鉄） ：DR-1874（1）
屋根下地（コンクリート）：DR-1874（2）

Sky Metal RoofⓇ

スレートプラス

ウッド 飛び火認定を取得しており
幅広い地域で対応可能

50m/秒の強風にも対応した
優れた耐風性能

主原料のアスファルトと
ガラス繊維は水を吸いません

軽量素材のため耐震性の
向上をサポートします

天然石へのセラミック加工により
屋根材の美しさが長持ち

裁断・釘打ちが容易で
リフォームでもスピード施工が可能

■ 製品構造・特徴

耐藻性能
銅イオンの効果により
藻の成長を抑え、藻の
繁殖による屋根の変色
を抑えます

スーパーシーラント
シングル同士の接着を
強め高い耐風性能を
実現しました

天然石

酸化銅

セラミック
コーティング

オークリッジスーパーは「ライフタイムワラン
ティー」という長期保証（制限付き）が受けられ
ますので安心してご採用頂ける商品です。
保証概要は右記の通りです。

※標準施工3.5寸（約19.5度）以上、17寸（約60度）
　以下。2.5寸（約14.5度）以上、3.5寸未満の場合は
　低勾配仕様に従って施工を行って下さい。

形態･所有者

戸建／個人所有 損傷部分の補修に関する
施工費･材料費を保証

損傷部分の製品代のみ
保証。補償額は製品額の
80％から毎年2％ずつ低減

損傷部分の製品代のみ
20％を保証

施工日～10年後 施工11年から40年 施工後40年以降

シャトーグリーン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

オニキスブラック
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

ブラウンウッド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

デザートタン
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

テラコッタブレンド
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

エステートグレー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

ハーバーブルー
■本体寸法：337 × 984 ㎜
■働き寸法：143 × 984 ㎜
■厚さ：6㎜（凹部 3㎜）
■重量：1.74㎏ /1枚　約40㎏ /坪
■必要枚数：約7枚/㎡　約23枚/坪

http://www.owenscorning.jp/wp/?roofing=oakridge-superhttp://ickroof.net/



個性あふれる天然木材のドアと、天然油脂自然カラーが空間にアクセントを与えてくれます。

■ パネルドア ECD-31　■価格（税別）：片開ドア 118,900円／片引戸（上吊り） 121,100円 （※枠セット価格）

■ 小窓付ドア ECD-32　■価格（税別）：片開ドア 125,200円／片引戸（上吊り） 127,400円 （※枠セット価格）

                                                                                     

国産材料にこだわり、日本古来の木材である“杉”を使用し、
木に塗装する自然塗料は、体に良いと言われる亜麻仁油、
天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全性にこだわった、
天然油性塗料を使用しております。最新鋭の木工加工機を
駆使し、厳しい職人の手と目で丹念に作り上げています。

▼ 国産木材／自然塗料 ソピアカラー

20 21

B1 B2 B3 B4 B6B5

▼ベーシックカラー／6色

ライトブルー キャラメル ブラック ホワイト パステルピンク ホワイトグリーン

P7 P8 P9 P10 P12P11

▼オプションカラー／6色

レッド オレンジ ピンク ブルー ダークグリーン グレー

ライトブルー
■品番：ECD-31B1

キャラメル
■品番：ECD-31B2

ブラック
■品番：ECD-31B3

ホワイト
■品番：ECD-31B4

パステルピンク
■品番：ECD-31B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-31B6

ライトブルー
■品番：ECD-32B1

キャラメル
■品番：ECD-32B2

ブラック
■品番：ECD-32B3

ホワイト
■品番：ECD-32B4

パステルピンク
■品番：ECD-32B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-32B6

■ ガラスドア ECD-33　■価格（税別）：片開ドア 154,300円／片引戸（上吊り） 156,500円 （※枠セット価格）

■ クローゼットドア ECC3-2 / 両開戸 ECM3-2　

ライトブルー
■品番：ECD-33B1

キャラメル
■品番：ECD-33B2

ブラック
■品番：ECD-33B3

ホワイト
■品番：ECD-33B4

パステルピンク
■品番：ECD-33B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-33B6

ライトブルー
　■品番：ECC3-2B1
　■品番：ECM3-2B1

キャラメル
　■品番：ECC3-2B2
　■品番：ECM3-2B2

ブラック
　 ■品番：ECC3-2B3
　 ■品番：ECM3-2B3

ホワイト
　 ■品番：ECC3-2B4
　 ■品番：ECM3-2B4

パステルピンク
　 ■品番：ECC3-2B5
　 ■品番：ECM3-2B5

ホワイトグリーン
　 ■品番：ECC3-2B6
　 ■品番：ECM3-2B6

▼ドアタイプ
国産天然油性塗料は、個性豊かな天然木の木目を活かし、木そのもの
の表情を感じることができます。

洗面所や脱衣所の小窓に“チェッカーガラス”を
使えばプライバシー性も高くて安心。

■価格（税別）：2枚折戸 120,600円 （※H2000枠セット価格）
　　　　　　 両 開 戸 119,800円 （※H2000枠セット価格）

http://etos-wood.jp/



個性あふれる天然木材のドアと、天然油脂自然カラーが空間にアクセントを与えてくれます。

■ パネルドア ECD-31　■価格（税別）：片開ドア 118,900円／片引戸（上吊り） 121,100円 （※枠セット価格）

■ 小窓付ドア ECD-32　■価格（税別）：片開ドア 125,200円／片引戸（上吊り） 127,400円 （※枠セット価格）

                                                                                     

国産材料にこだわり、日本古来の木材である“杉”を使用し、
木に塗装する自然塗料は、体に良いと言われる亜麻仁油、
天然鉱物由来の顔料など、原材料の安全性にこだわった、
天然油性塗料を使用しております。最新鋭の木工加工機を
駆使し、厳しい職人の手と目で丹念に作り上げています。

▼ 国産木材／自然塗料 ソピアカラー

20 21

B1 B2 B3 B4 B6B5

▼ベーシックカラー／6色

ライトブルー キャラメル ブラック ホワイト パステルピンク ホワイトグリーン

P7 P8 P9 P10 P12P11

▼オプションカラー／6色

レッド オレンジ ピンク ブルー ダークグリーン グレー

ライトブルー
■品番：ECD-31B1

キャラメル
■品番：ECD-31B2

ブラック
■品番：ECD-31B3

ホワイト
■品番：ECD-31B4

パステルピンク
■品番：ECD-31B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-31B6

ライトブルー
■品番：ECD-32B1

キャラメル
■品番：ECD-32B2

ブラック
■品番：ECD-32B3

ホワイト
■品番：ECD-32B4

パステルピンク
■品番：ECD-32B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-32B6

■ ガラスドア ECD-33　■価格（税別）：片開ドア 154,300円／片引戸（上吊り） 156,500円 （※枠セット価格）

■ クローゼットドア ECC3-2 / 両開戸 ECM3-2　

ライトブルー
■品番：ECD-33B1

キャラメル
■品番：ECD-33B2

ブラック
■品番：ECD-33B3

ホワイト
■品番：ECD-33B4

パステルピンク
■品番：ECD-33B5

ホワイトグリーン
■品番：ECD-33B6

ライトブルー
　■品番：ECC3-2B1
　■品番：ECM3-2B1

キャラメル
　■品番：ECC3-2B2
　■品番：ECM3-2B2

ブラック
　 ■品番：ECC3-2B3
　 ■品番：ECM3-2B3

ホワイト
　 ■品番：ECC3-2B4
　 ■品番：ECM3-2B4

パステルピンク
　 ■品番：ECC3-2B5
　 ■品番：ECM3-2B5

ホワイトグリーン
　 ■品番：ECC3-2B6
　 ■品番：ECM3-2B6

▼ドアタイプ
国産天然油性塗料は、個性豊かな天然木の木目を活かし、木そのもの
の表情を感じることができます。

洗面所や脱衣所の小窓に“チェッカーガラス”を
使えばプライバシー性も高くて安心。

■価格（税別）：2枚折戸 120,600円 （※H2000枠セット価格）
　　　　　　 両 開 戸 119,800円 （※H2000枠セット価格）

http://etos-wood.jp/



軽やか（LIGHT）でシンプルなデザインシリーズと多彩なコーディネートをご用意しました。

■ パネルドア EWD  （※枠セット価格）

天然無垢材にこだわり、日本の気象条件に合った、日本と
同緯度の木材（松・タモ）を使用し、天然木だけが持つも木
目の美しさ、そして安心・安全性を大切にしながら、ものづ
くりを続けています。天然木の持つ暖かさを生かしながら、
幅広い年齢層、様々な空間にお使い頂けます。

▼ 軽やかでシンプルなデザイン ソピアライト

22 23

▼ドアタイプ

樟子松
明るい色合いで、木の温かみも兼
ね備えているため、自然美がとて
もよく出た素材です。人肌になじ
みやすく、柔らかい雰囲気の空間
を造り出すことができます。

タモ
年輪がはっきりと出ていて、 木目
が細かく、美しい材です。高級感
のある、落ち着いた雰囲気の空間
を作ることができます。

無垢材と突板（フラッシュ構造）を組み合わせる
ことにより、天然木の持つ暖かさや良さを生かし
つつ、無垢材の欠点でもある反りや、伸縮等の問
題点を解消することができます。

本体（框・パネル）の材種を松・タモの2種類と、
横桟の色を、クリアー色・カリン色・ダーク色と3
種類からお選びいただけますので、バリエーショ
ンが豊富で、コーディネートの幅が広がりまし
た。そして何よりお客様に選んでいただける楽し
みがあります。

本体：樟子松材

横桟 横桟

■品番：EWD-31SD
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 174,700円

■品番：EWD-32SK
■価格（税別）：
　片開ドア 152,350円
　片引戸（上吊り） 179,700円

■品番：EWD-35SD
■価格（税別）：
　片開ドア 135,950円
　片引戸（上吊り） 164,300円

■品番：EWD-36S
■価格（税別）：
　片開ドア 132,050円
　片引戸（上吊り） 158,200円

■品番：EWD-37S
■価格（税別）：
　片開ドア 152,350円
　片引戸（上吊り） 179,700円

■品番：EWD-38S（通気用スリット）
■価格（税別）：
　片開ドア 150,550円
　片引戸（上吊り） 179,000円

■品番：EWD-33SC
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 174,700円

■品番：EWD-34SK
■価格（税別）：
　片開ドア 139,950円
　片引戸（上吊り） 164,300円

■ パネルドア EWD  （※枠セット価格）

■品番：EWD-31TK
■価格（税別）：
　片開ドア 174,550円
　片引戸（上吊り） 205,000円

■品番：EWD-32TC
■価格（税別）：
　片開ドア 179,150円
　片引戸（上吊り） 206,700円

■品番：EWD-35TK
■価格（税別）：
　片開ドア 150,250円
　片引戸（上吊り） 180,700円

■品番：EWD-36T
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 179,600円

■品番：EWD-37T
■価格（税別）：
　片開ドア 179,150円
　片引戸（上吊り） 206,700円

■品番：EWD-33TD
■価格（税別）：
　片開ドア 174,550円
　片引戸（上吊り） 205,000円

■品番：EWD-34TC
■価格（税別）：
　片開ドア 150,250円
　片引戸（上吊り） 180,700円

■品番：EWD-38T（通気用スリット）
■価格（税別）：
　片開ドア 177,350円
　片引戸（上吊り） 205,700円

http://etos-wood.jp/



軽やか（LIGHT）でシンプルなデザインシリーズと多彩なコーディネートをご用意しました。

■ パネルドア EWD  （※枠セット価格）

天然無垢材にこだわり、日本の気象条件に合った、日本と
同緯度の木材（松・タモ）を使用し、天然木だけが持つも木
目の美しさ、そして安心・安全性を大切にしながら、ものづ
くりを続けています。天然木の持つ暖かさを生かしながら、
幅広い年齢層、様々な空間にお使い頂けます。

▼ 軽やかでシンプルなデザイン ソピアライト

22 23

▼ドアタイプ

樟子松
明るい色合いで、木の温かみも兼
ね備えているため、自然美がとて
もよく出た素材です。人肌になじ
みやすく、柔らかい雰囲気の空間
を造り出すことができます。

タモ
年輪がはっきりと出ていて、 木目
が細かく、美しい材です。高級感
のある、落ち着いた雰囲気の空間
を作ることができます。

無垢材と突板（フラッシュ構造）を組み合わせる
ことにより、天然木の持つ暖かさや良さを生かし
つつ、無垢材の欠点でもある反りや、伸縮等の問
題点を解消することができます。

本体（框・パネル）の材種を松・タモの2種類と、
横桟の色を、クリアー色・カリン色・ダーク色と3
種類からお選びいただけますので、バリエーショ
ンが豊富で、コーディネートの幅が広がりまし
た。そして何よりお客様に選んでいただける楽し
みがあります。

本体：樟子松材

横桟 横桟

■品番：EWD-31SD
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 174,700円

■品番：EWD-32SK
■価格（税別）：
　片開ドア 152,350円
　片引戸（上吊り） 179,700円

■品番：EWD-35SD
■価格（税別）：
　片開ドア 135,950円
　片引戸（上吊り） 164,300円

■品番：EWD-36S
■価格（税別）：
　片開ドア 132,050円
　片引戸（上吊り） 158,200円

■品番：EWD-37S
■価格（税別）：
　片開ドア 152,350円
　片引戸（上吊り） 179,700円

■品番：EWD-38S（通気用スリット）
■価格（税別）：
　片開ドア 150,550円
　片引戸（上吊り） 179,000円

■品番：EWD-33SC
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 174,700円

■品番：EWD-34SK
■価格（税別）：
　片開ドア 139,950円
　片引戸（上吊り） 164,300円

■ パネルドア EWD  （※枠セット価格）

■品番：EWD-31TK
■価格（税別）：
　片開ドア 174,550円
　片引戸（上吊り） 205,000円

■品番：EWD-32TC
■価格（税別）：
　片開ドア 179,150円
　片引戸（上吊り） 206,700円

■品番：EWD-35TK
■価格（税別）：
　片開ドア 150,250円
　片引戸（上吊り） 180,700円

■品番：EWD-36T
■価格（税別）：
　片開ドア 147,750円
　片引戸（上吊り） 179,600円

■品番：EWD-37T
■価格（税別）：
　片開ドア 179,150円
　片引戸（上吊り） 206,700円

■品番：EWD-33TD
■価格（税別）：
　片開ドア 174,550円
　片引戸（上吊り） 205,000円

■品番：EWD-34TC
■価格（税別）：
　片開ドア 150,250円
　片引戸（上吊り） 180,700円

■品番：EWD-38T（通気用スリット）
■価格（税別）：
　片開ドア 177,350円
　片引戸（上吊り） 205,700円

http://etos-wood.jp/



■ パネルドア  （※枠セット価格）

▼ 国内で一から手作りしています 日本の杉物語 ソピアなごみ

24 25

▼ドアタイプ

http://etos-wood.jp/
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お手軽に和モダンの空間が楽しめる琉球畳風、縁なし畳です。

■ カラーバリエーション ■ カラーバリエーション

▼ 貼る畳 花たたみ HAL ▼ 置く畳 花たたみ OKU
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施工例 ローズグレー×マロンブラウン

質感・肌触りが心地よく、手軽に和モダンのおもてなし空間を演出します。

施工例 チャコール

【防炎】

③防炎認定
『花たたみHAL』は全て防災認定を取得
しております。住宅・施設・保育園・店舗など
幅広く使用できます。

④アンモニア消臭機能（業界初）
ネオグリーン（HAL-01）は業界初の消臭
機能付です。
生活の気になるにおいを短時間で吸着・
強力消臭。

※アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。

①加工性
花たたみHALは、部屋の形に合わせて簡単
にカットできます。図面から割り付けし現場
で加工ができるため採寸業務が軽減できま
す。カット面は表面材がほつれやすいため、
壁際に使用するか熱処理を行います。

②耐水性
表面材、芯材は耐水性がある素材を使用し
ており、洗面所や脱衣場、店舗、宴会場など
幅広いシーンでご使用いただけます。水ぶき
可能なため、飲み物をこぼした際のお手入
れも容易に行えます。

防　炎

汗臭 加齢臭 排泄臭

タバコ臭 生ゴミ臭

ネオグリーン
（アンモニア消臭機能付き）
■品番：HAL-01

リーフグリーン
■品番：HAL-02

コルクブラウン
■品番：HAL-07

ゴールド
■品番：HAL-08

ペールグリーン
■品番：HAL-09

ベビーピンク
■品番：HAL-10

シルバーグレー
■品番：HAL-11

ブルーバイオレット
■品番：HAL-12

アイボリー
■品番：HAL-03

ローズグレー
■品番：HAL-04

マロンブラウン
■品番：HAL-05

チャコール
■品番：HAL-06

ネオグリーン
（アンモニア消臭機能付き）
■品番：OKU-01

リーフグリーン
■品番：OKU-02

コルクブラウン
■品番：OKU-07

ゴールド
■品番：OKU-08

ペールグリーン
■品番：OKU-09

ベビーピンク
■品番：OKU-10

シルバーグレー
■品番：OKU-11

ブルーバイオレット
■品番：OKU-12

アイボリー
■品番：OKU-03

ローズグレー
■品番：OKU-04

マロンブラウン
■品番：OKU-05

チャコール
■品番：OKU-06

【在庫色 防炎】

【別注色 防炎】

②グリップ性
裏面は防滑性のあるグリップシートを
採用しています。

④アンモニア消臭機能（業界初）
ネオグリーン（OKU- 01）は業界初の
消臭機能付です。
生活の気になるにおいを短時間で吸
着・強力消臭。
アンモニア臭気が発生した後、24時間
で臭気を約100％吸着・消臭する結果
となりました。

※アンモニア消臭機能は、ネオグリーン色のみとなります。

③防炎認定
『花たたみOKU』は全て防災認定を取得
しております。住宅・施設・保育園・店舗
など幅広く使用できます。 防　炎

24時間で
アンモニア臭気
約100%消臭

汗臭 加齢臭 排泄臭

タバコ臭 生ゴミ臭

①お手入れ簡単／高品質
畳表は樹脂製（ポリプロピレン）で、耐久性に優れます。変色しにくく、
水拭きもできるので、お手入れが簡単です。
芯材には独自開発した薄畳用の天然素材ボードを採用しており、
わずかな段差で置き畳をお楽しみいただけます。

サイズ（㎜）

820×820

820×820

シリーズ

在庫6色

別注11色（受注生産）

ブランド

OKU

入数・価格（税別）
1枚あたり（円）　

9,800

12,800

4枚入り（円）　

39,200

51,200

3枚入り（円）　

29,400

38,400

厚み（㎜）

約 15

約 15

サイズ（㎜）

450×450
900×900
450×450
900×900
450×450
900×900

シリーズ

ベーシック
12色
（防炎）

ブランド

HAL

タイプ・価格（税別）
スタンダード（円）　　

2,000　　　
8,000　　　
2,200　　　
8,800　　　
2,500　　　
10,000　　　

MTシート（円）　 　　
2,300　　　
9,200　　　
2,500　　　
10,000　　　
2,700　　　
10,800　　　

厚み（㎜）

4

7

12

H
A
L

id am a r i
s o b i
i f e

ひだまり

あそび

ライフ

O
K
U

motenash i

utsurog i

tsukush isa

おもてなし

くつろぎ

うつくしさ

◀コーナー処理と裏面のグリップシート。
　破損しやすいコーナーも丈夫な仕上りです。

https://www.koyoweb.com/
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材の濃淡が引き出す独特な風合いが個性的でやすらぎのある
空間を創造します。

■ バリエーション

▼  アカシア

28 29

アカシア Nグレード オイル塗装 120巾
■品番：AC12U-03F
■定価：￥15,500/ケース
■入数：7枚＝1.528㎡ /ケース
■サイズ：15×120×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：オイル

アカシア Nグレード 無塗装 乱尺 
■品番：AC12R-03M
■定価：￥13,500/ケース
■入数：0.5 坪 /ケース
■サイズ：15×120×乱尺
■重量：16㎏ /ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装

アカシア Nグレード 無塗装 90巾
■品番：AC90U-03M
■定価：￥10,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装

http://www.will-suzuki.com/

芯材は濃茶色、辺材は白色と色の差がはっきりしているのが
特徴です。しなやかで硬く、耐久性に優れ、腐りにくい性質を
兼ね備えています。

洋風建築には欠かせない材として世界中で愛用されています。
しっとりとした質感と、経年劣化によって更に魅力を増す気品
ある風合いのハーモニーがこだわりの空間創りに最適です。

▼  チーク

芯材は濃茶色、辺材は白色と色の差がはっきりしているの
が特徴です。しなやかで硬く、耐久性に優れ、腐りにくい性
質を兼ね備えています。

アカシア Nグレード オイル塗装 90巾
■品番：AC90U-03F
■定価：￥13,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：オイル

アカシア Nグレード 無塗装 120巾
■品番：AC12U-03M
■定価：￥12,500/ケース
■入数：7枚＝1.528㎡ /ケース
■サイズ：15×120×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：アカシア
■仕上げ：無塗装

■ バリエーション

チーク Pグレード オイル塗装 120巾
■品番：JT12U-01F
■定価：￥27,000/ケース
■入数：7枚＝1.528㎡ /ケース
■サイズ：15×120×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：オイル

チーク Sグレード UV塗装 90巾
■品番：JT90U-02T
■定価：￥16,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：17㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

チーク Sグレード UV塗装 120巾
■品番：JT12U-02T
■定価：￥17,000/ケース
■入数：7枚＝1.528㎡ /ケース
■サイズ：15×120×1820㎜
■重量：16㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

チーク Pグレード 無塗装 90巾
■品番：JT90U-01M
■定価：￥22,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：17㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：無塗装

チーク Pグレード UV塗装 90巾
■品番：JT90U-01T
■定価：￥23,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：17㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：UV

チーク Pグレード オイル塗装 90巾
■品番：JT90U-01F
■定価：￥25,000/ケース
■入数：10枚＝1.638㎡ /ケース
■サイズ：15×90×1820㎜
■重量：17㎏ /ケース
■素材：チーク
■仕上げ：オイル
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▼ マグネットがつく優れた意匠性の壁面材 アイパネル®▼ マグネットでつける家具・グッズ マグネットアイテム

▼ マグネットがつく不燃建材 マグピタボード®

30 31

http://www.nichilaymagnet.co.jp/
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独自の技術を使用して生地を折り曲げること
で、なめらかな曲線を実現。中材に半硬質ウレ
タンとフェルトを組み合わせて使用することで、
豊かなクッション性が生まれました。カラーも
伝統的ない草色・藍色をラインナップ。和室だ
けではなく、様々なシーンにご提案頂けます。

独自の技術を使用して生地を折り曲げること
で、なめらかな曲線を実現。中材に半硬質ウレ
タンとフェルトを組み合わせて使用することで、
豊かなクッション性が生まれました。カラーも
伝統的ない草色・藍色をラインナップ。和室だ
けではなく、様々なシーンにご提案頂けます。

32 33

丸ユニット畳／い草色
■重さ：2.7 ㎏
■サイズ：約 82丸×2.7 ㎝
■素材：表地／い草
　　　　中材／
　　　　半硬質ウレタン10㎜
　　　　フェルト10㎜
　　　　裏地／滑り止め不織布
■価格（税別）：20,000円

丸ユニット畳／藍色
■重さ：2.7 ㎏
■サイズ：約 82丸×2.7 ㎝
■素材：表地／い草
　　　　中材／
　　　　半硬質ウレタン10㎜
　　　　フェルト10㎜
　　　　裏地／滑り止め不織布
■価格（税別）：25,000円

▼ 丸ユニット畳
今まで不可能とされてきた円形の置き畳が遂に完成しました！

商品特長／い草・中材も全て国産・裏面はすべり止め加工

※イメージ写真です。

https://piso-comodo.co.jp/tatami-datebase/

世界最高峰の漆喰
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新潟の県北で生まれ育った70～90年の高樹齢杉の間伐材を使用しています。
かねそえた、強さと優しさ。越後杉の集成材。
古くから家屋や寺社仏閣の材料として用いられ、日本人の暮
らしとともにあった杉。屋久杉や吉野杉などが有名ですが、
新潟県産のブランドとして知られるのが「越後杉」です。山新
林業は、高樹齢の越後杉を原材料とした様々な木製品を企
画・製造・加工しています。

こちらの商品は、表面スリット加工によりデザイン性にも優れ天井材・羽目板
等の室内造作材として住宅・店舗・各種リフォームにおいて活用できる商品と
なっております。

挽き板、もしくは小角材を集成接着した素地の表面に、美観を目的として薄板を貼り付けた集成材。
または、これらの表面に溝切り等の加工を施したもので主として建築物等の内部造作に用いられております。

▼ 越後杉集成材

34 35

■ 羽目板およびフローリング ■ 天井材（スリット付）

■ 化粧貼造作用集成材

NFボード
■特徴：
フインガージョイント加工が無い材を接着した片面無地
上小製品です。

ECOボード
■特徴：
フインガージョイント加工が無い材を接着した両面有
節製品です。

FJボード
■特徴：
無地上小・有節の2種類があります。
特注サイズの対応も出来ます。

NF羽目板（1束／5枚入り） FJ羽目板（1束／5枚入り） 無垢羽目板（1束／8枚入り）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L） 3,900㎜
幅（W） 300㎜

14,500円 21,500円 24,000円 31,500円

17,000円 25,000円 27,500円 37,000円

19,500円 29,000円 32,000円 43,500円

450㎜ 500㎜ 600㎜
20
㎜

25
㎜

30
㎜

厚み
（t）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 175㎜ 12㎜ 27,500円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 175㎜ 12㎜ 30,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

杉材（NF）
■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 110㎜ 9㎜ 33,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

杉材（FJ）
■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 110㎜ 9㎜ 30,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

パイン材
■特徴：スリット付・相シャクリ・目透し加工
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 110㎜ 9㎜ 28,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

NFフローリング（1束／5枚入り）
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,700㎜ 165㎜ 30㎜ 55,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,640㎜ 110㎜ 12㎜ 21,500円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

無垢フローリング（1束／8枚入り）
■規格サイズ及び設計価格

長さ（L）

3,640㎜ 110㎜ 15㎜ 30,000円

幅（W） 厚み（t） 価格（税別）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L） 3,900㎜
幅（W） 450㎜

15,000円

19,000円

22,500円

20
㎜

25
㎜

30
㎜

厚み
（t）

■規格サイズ及び設計価格

長さ（L） 4,200㎜
幅（W） 500㎜

22,500円

28,000円

34,000円

20
㎜

25
㎜

30
㎜

厚み
（t）

上記ご案内製品の他にご要望に応じて特注製品の製作、各種材料の取り扱いを行っております。お気軽にお声掛けくださいませ。

スプルース タモ 桧 杉 シルバーハート メラピー ハードメイプル ウエンジ

単板/材種例
■用途：和室／長押、廻り縁、鴨居、敷居他　洋室／ドア枠、窓枠、巾木、廻り縁、ケーシング他

http://yamashin-echigo.co.jp/
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業界初！ 施工費0円！ マグネットだから職人いらずの簡単設置。
オフィスの間仕切りに必ずみかける「スチールパーテーション」。オフィス環境
を簡単に、リーズナブルに変えたいオーナーさん、必見です！
いつでも・どこでも、高級感あふれるデザイン空間に早変わりします。

▼ オフィスの環境改善！ ドコデモストーン series

36 37

http://idecostyle.jp/
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K A G A M O K U

もえんげん® ７つの強み
①ほぼ結露、白華しません（すぎ集成のみ）
②塗装付き認定で26色に対応（すぎ集成のみ）
③業界最薄の厚さ12mm対応（杉・桧無垢）
④全数検査による品質管理
⑤都道府県産材対応
⑥既製品があるから短納期にも対応
⑦森林認証に対応

▼ 最強の耐湿性能 「不燃木材もえんげん®」
　　 国土交通省の不燃認定商品／雨がかかる部分では使用できません。

▼ 天然石・クオーツストーン

能登ヒバは石川県の能登地方に群生している、
とっても強い木です。
特徴として、独自の成分ヒノキチオールを含んでおり、強
く爽やかな香りを持ち、耐久性が高く、水にも強いので、
住宅用の土台から外壁材、内装材はもちろん、金沢城や
輪島塗の素地にも使用されています。

能登ヒバ３つの効果
① 抗菌・殺菌・防腐／湿気や菌、ウイルスに強く腐りにくい
② 防虫／ゴキブリ、シロアリ、ダニ、蚊などの忌避効果
③ 消臭・アロマ／アンモニアやタバコの嫌なニオイを消臭、爽快感のある香り

▼ 最強の国産針葉樹「能登ヒバ（NOTOHIBAKARA）」

品名 グレード 塗装 型番 サイズ（ｍｍ） 加工 梱包・入数 設計価格（ケース） 設計価格（㎡） 認定番号
MSSH-100 15×105×4,000 3.36㎡（8枚） 113,400円／ｹｰｽ 33,750円／㎡
MSSH-101 15×150×4,000 3.6㎡（5枚） 101,250円／ｹｰｽ 33,750円／㎡
MSSK-200 30×40×4,000 9本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSSK-203 30×60×4,000 6本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSSK-206 30×90×4,000 4本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSMH-300 12×110×4,000 3.52㎡（8枚） 84,500円／ｹｰｽ 24,000円／㎡
MSMH-301 12×110×2,000 1.76㎡（8枚） 42,300円／ｹｰｽ 24,000円／㎡
MSMK-400 30×40×4,000 9本入 86,400円／ｹｰｽ -
MSMK-403 30×60×4,000 6本入 86,400円／ｹｰｽ -
MSMK-406 30×90×4,000 4本入 86,400円／ｹｰｽ -
MHMH-500 12×110×4,000 3.52㎡（8枚） 89,800円／ｹｰｽ 25,500円／㎡
MHMH-501 12×110×2,000 1.76㎡（8枚） 44,900円／ｹｰｽ 25,500円／㎡
MHMK-600 30×40×4,000 9本入 91,800円／ｹｰｽ -
MHMK-603 30×60×4,000 6本入 91,800円／ｹｰｽ -
MHMK-606 30×90×4,000 4本入 91,800円／ｹｰｽ -

NM-1716

NM-1705

NM-1702

もえんげん®すぎ集成羽目板
米ぬか系油
塗装仕上

無地上小
・不燃タイプ

もえんげん®すぎ集成格子材

本実加工

4面仕上

4面仕上

4面仕上

無地上小
・不燃タイプ

もえんげん®すぎ無垢格子材

無地上小
・不燃タイプ

無塗装

無塗装

もえんげん®すぎ無垢羽目板 本実加工

もえんげん®ひのき無垢羽目板 本実加工

もえんげん®ひのき無垢格子材

品名 グレード サイズ 加工 入数・数量 設計価格

ブロックフローリング用エポキシ系接着剤 A駅（主剤）10kg B液（硬化剤）10kg
（1ｾｯﾄ　25～30㎡） - - 1セット 16,300円／ｾｯﾄ

節あり 3900×105×12mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 21,500円／ｹｰｽ
節あり 1900×105×12mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 10,800円／ｹｰｽ
無地上小 3900×105×12mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 41,300円／ｹｰｽ
無地上小 1900×105×12mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 20,700円／ｹｰｽ
節あり 3900×105×15mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 24,000円／ｹｰｽ
節あり 1900×105×15mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 12,000円／ｹｰｽ
無地上小 3900×105×15mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 47,200円／ｹｰｽ
無地上小 1900×105×15mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 23,600円／ｹｰｽ

能登ヒバ 三層フロア 無地上小 1820×150×15mm 本実突付加工 6枚入 45,000円／坪
ソフトタイプ 1820×910×4mm - 1.65㎡ 14,500円／枚

マグネットタイプ 1820×910×4mm - 1.65㎡ 30,800円／枚
能登ヒバ　塗り壁材　のとひばMOKKUN 3～5㎡施工 - - 1kg 10,300円
MOKKUN専用下塗り材 8～10㎡施工 - - 20kg 4,800円

能登ヒバ　ストランドボード

能登ヒバ　フローリング

能登ヒバ　羽目板

節あり・無地MIX
UV塗装品　マット塗装3分艶 303×303×15mm 1.65㎡（18枚） 33,000円／ｹｰｽ能登ヒバ ブロックフローリング（4枚はぎ） 直貼り（カルプ付き）

4方面取り

マンションエントランス（半屋外）マンションエントランス（半屋外）

26色対応（すぎ集成）26色対応（すぎ集成）

バーコード管理バーコード管理

■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1716
■米ぬか系油塗装仕上げ　
■厚さ15～ 50㎜に対応

塗装付き認定の不燃集成材
もえんげん®すぎ集成

■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1705
■無塗装
■厚さ12～ 50㎜に対応

もえんげん®すぎ無垢
■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1702 
■無塗装
■厚さ12～ 50㎜に対応

◆運賃・消費税別途。
◆他サイズの既製品もございます。
◆既製品については在庫がございま
すが、タイミングにより欠品してい
る場合もございます。恐れ入ります
が、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見
積り承ります。

◆価格は予告なく変更する場合がご
ざいます。予めご了承くださいませ。
◆地域産材でのお見積りも承ります。

◆運賃・消費税別途。
◆既製品については在庫がございま
すが、タイミングにより欠品してい
る場合もございます。恐れ入ります
が、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見積
り承ります。
◆価格は予告なく変更する場合がご
ざいます。予めご了承くださいませ。

もえんげん®ひのき無垢

https://www.nihonshinka.co.jp/ http://www.kagamoku.co.jp/

フローリング・羽目板（保育園）フローリング・羽目板（保育園） ブロックフローリングブロックフローリング

三層フロア三層フロア ストランドボードストランドボード
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K A G A M O K U

もえんげん® ７つの強み
①ほぼ結露、白華しません（すぎ集成のみ）
②塗装付き認定で26色に対応（すぎ集成のみ）
③業界最薄の厚さ12mm対応（杉・桧無垢）
④全数検査による品質管理
⑤都道府県産材対応
⑥既製品があるから短納期にも対応
⑦森林認証に対応

▼ 最強の耐湿性能 「不燃木材もえんげん®」
　　 国土交通省の不燃認定商品／雨がかかる部分では使用できません。

▼ 天然石・クオーツストーン

能登ヒバは石川県の能登地方に群生している、
とっても強い木です。
特徴として、独自の成分ヒノキチオールを含んでおり、強
く爽やかな香りを持ち、耐久性が高く、水にも強いので、
住宅用の土台から外壁材、内装材はもちろん、金沢城や
輪島塗の素地にも使用されています。

能登ヒバ３つの効果
① 抗菌・殺菌・防腐／湿気や菌、ウイルスに強く腐りにくい
② 防虫／ゴキブリ、シロアリ、ダニ、蚊などの忌避効果
③ 消臭・アロマ／アンモニアやタバコの嫌なニオイを消臭、爽快感のある香り

▼ 最強の国産針葉樹「能登ヒバ（NOTOHIBAKARA）」

品名 グレード 塗装 型番 サイズ（ｍｍ） 加工 梱包・入数 設計価格（ケース） 設計価格（㎡） 認定番号
MSSH-100 15×105×4,000 3.36㎡（8枚） 113,400円／ｹｰｽ 33,750円／㎡
MSSH-101 15×150×4,000 3.6㎡（5枚） 101,250円／ｹｰｽ 33,750円／㎡
MSSK-200 30×40×4,000 9本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSSK-203 30×60×4,000 6本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSSK-206 30×90×4,000 4本入 97,200円／ｹｰｽ -
MSMH-300 12×110×4,000 3.52㎡（8枚） 84,500円／ｹｰｽ 24,000円／㎡
MSMH-301 12×110×2,000 1.76㎡（8枚） 42,300円／ｹｰｽ 24,000円／㎡
MSMK-400 30×40×4,000 9本入 86,400円／ｹｰｽ -
MSMK-403 30×60×4,000 6本入 86,400円／ｹｰｽ -
MSMK-406 30×90×4,000 4本入 86,400円／ｹｰｽ -
MHMH-500 12×110×4,000 3.52㎡（8枚） 89,800円／ｹｰｽ 25,500円／㎡
MHMH-501 12×110×2,000 1.76㎡（8枚） 44,900円／ｹｰｽ 25,500円／㎡
MHMK-600 30×40×4,000 9本入 91,800円／ｹｰｽ -
MHMK-603 30×60×4,000 6本入 91,800円／ｹｰｽ -
MHMK-606 30×90×4,000 4本入 91,800円／ｹｰｽ -

NM-1716

NM-1705

NM-1702

もえんげん®すぎ集成羽目板
米ぬか系油
塗装仕上

無地上小
・不燃タイプ

もえんげん®すぎ集成格子材

本実加工

4面仕上

4面仕上

4面仕上

無地上小
・不燃タイプ

もえんげん®すぎ無垢格子材

無地上小
・不燃タイプ

無塗装

無塗装

もえんげん®すぎ無垢羽目板 本実加工

もえんげん®ひのき無垢羽目板 本実加工

もえんげん®ひのき無垢格子材

品名 グレード サイズ 加工 入数・数量 設計価格

ブロックフローリング用エポキシ系接着剤 A駅（主剤）10kg B液（硬化剤）10kg
（1ｾｯﾄ　25～30㎡） - - 1セット 16,300円／ｾｯﾄ

節あり 3900×105×12mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 21,500円／ｹｰｽ
節あり 1900×105×12mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 10,800円／ｹｰｽ
無地上小 3900×105×12mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 41,300円／ｹｰｽ
無地上小 1900×105×12mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 20,700円／ｹｰｽ
節あり 3900×105×15mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 24,000円／ｹｰｽ
節あり 1900×105×15mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 12,000円／ｹｰｽ
無地上小 3900×105×15mm 本実突付加工 3.276㎡（8枚） 47,200円／ｹｰｽ
無地上小 1900×105×15mm 本実突付加工 1.596㎡（8枚） 23,600円／ｹｰｽ

能登ヒバ 三層フロア 無地上小 1820×150×15mm 本実突付加工 6枚入 45,000円／坪
ソフトタイプ 1820×910×4mm - 1.65㎡ 14,500円／枚

マグネットタイプ 1820×910×4mm - 1.65㎡ 30,800円／枚
能登ヒバ　塗り壁材　のとひばMOKKUN 3～5㎡施工 - - 1kg 10,300円
MOKKUN専用下塗り材 8～10㎡施工 - - 20kg 4,800円

能登ヒバ　ストランドボード

能登ヒバ　フローリング

能登ヒバ　羽目板

節あり・無地MIX
UV塗装品　マット塗装3分艶 303×303×15mm 1.65㎡（18枚） 33,000円／ｹｰｽ能登ヒバ ブロックフローリング（4枚はぎ） 直貼り（カルプ付き）

4方面取り

マンションエントランス（半屋外）マンションエントランス（半屋外）

26色対応（すぎ集成）26色対応（すぎ集成）

バーコード管理バーコード管理

■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1716
■米ぬか系油塗装仕上げ　
■厚さ15～ 50㎜に対応

塗装付き認定の不燃集成材
もえんげん®すぎ集成

■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1705
■無塗装
■厚さ12～ 50㎜に対応

もえんげん®すぎ無垢
■羽目板 /格子材 /
　オーダーサイズ
■認定番号NM-1702 
■無塗装
■厚さ12～ 50㎜に対応

◆運賃・消費税別途。
◆他サイズの既製品もございます。
◆既製品については在庫がございま
すが、タイミングにより欠品してい
る場合もございます。恐れ入ります
が、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見
積り承ります。

◆価格は予告なく変更する場合がご
ざいます。予めご了承くださいませ。
◆地域産材でのお見積りも承ります。

◆運賃・消費税別途。
◆既製品については在庫がございま
すが、タイミングにより欠品してい
る場合もございます。恐れ入ります
が、都度お問い合わせください。
◆特殊サイズ・加工についてもお見積
り承ります。
◆価格は予告なく変更する場合がご
ざいます。予めご了承くださいませ。

もえんげん®ひのき無垢

https://www.nihonshinka.co.jp/ http://www.kagamoku.co.jp/

フローリング・羽目板（保育園）フローリング・羽目板（保育園） ブロックフローリングブロックフローリング

三層フロア三層フロア ストランドボードストランドボード
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大手メーカーの主なサイディング本体を一括して取り付けられる、独自の画期的な製品です。

▼ 共用留付金具

44 45

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK2（2㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 42.8 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 46.8 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.8 ㎜
　　　　横幅 53㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 45.3 ㎜
　　　　横幅 56㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 50㎜
　　　　横幅 50㎜

ニチハ専用金具
OZN5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 43.2 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ専用金具
OZN15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.6 ㎜
　　　　横幅 53㎜

KMEW専用金具
OZKM5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 45.3 ㎜
　　　　横幅 56㎜

KMEW専用金具
OZKM15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.2 ㎜
　　　　横幅 53㎜

■ スペーサー 

① 遮熱性能 外壁からの輻射熱を反射
ABSSは赤外線を約80％反射する性能があります。室内に侵入す
る熱をカットすることにより消費電力を抑える効果も期待できます。

② 透湿性能 本来の防水シート機能が高く結露を防止
ABSSはアルミを蒸着させているため、透湿性能が高く高温多湿の
日本の住環境に適した透湿性抜群の遮熱シートです。

▼ 遮熱透湿防水シート ABSS［アビス］ ハードタイプ OZSP2 シール付スペーサー2㎜
（片面粘着テープ付）
■規格：厚み2㎜／ L=988 ㎜／ 25コマ
■材質 ： ポリプロピレン　■入数 ： 30本／1梱包

OZSP5 シール付スペーサー5㎜
（片面粘着テープ付）
■規格：厚み5㎜／ L=988 ㎜／ 25コマ
■材質 ： ポリプロピレン　■入数 ： 30本／1梱包

OZSP15 シール付スペーサー15㎜
（片面粘着テープ付）
■規格：厚み15㎜／ L=988 ㎜／ 25コマ
■材質 ： ポリプロピレン　■入数 ： 10本／1梱包

■ ダイヤモンドチップソー

■ ビス・釘

■ スターター

■ 留付金具
OZSUBS
木下地用金具留ステンレスビス
■規格： Φ4.2×35㎜
■材質 ： ステンレスSUS410
　　　　(高耐食性表面処理)
■入数 ： 300本／袋
　　　　25袋／ケース

OZMBS
木下地用金具留ビス
■規格： Φ4.2×35㎜
■材質 ： 鉄・クロムフリー
　　　　(高耐食性表面処理)
■入数 ： 300本／袋
　　　　25袋／ケース

OZKG
木下地用金具留釘
■規格： Φ2.3×40㎜
■材質 ： 鉄・クロムフリー
　　　　(高耐食性表面処理)
■入数 ： 300本／袋
　　　　20袋／ケース

OZGBS
鉄骨下地用直留ビス
■規格： Φ4.2×60㎜（サラ頭）
■材質 ： ステンレスSUS410
　　　　(スーパーパシペート処理)
■入数 ： 100本／袋
　　　　10袋／ケース

OZTBS
鉄骨下地用金具留ビス
■規格： Φ4.2×19㎜（なべ頭）
■材質 ： ステンレスSUS410
　　　　(スーパーパシペート処理)
■入数 ： 300本／袋
　　　　25袋／ケース

横張り用ロングスターター
OZSTA2（2㎜）
■規格： 厚さ0.8 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質 ： 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数 ： 5本／ケース　ビス40本同梱

横張り用ロングスターター
OZSTA5（5㎜）
■規格： 厚さ0.8 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質 ： 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数 ： 5本／ケース　ビス40本同梱

横張り用ロングスターター
OZSTA15（15㎜）
■規格： 厚さ1.2 ㎜／ L=3.030 ㎜
■材質 ： 高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
■入数 ： 5本／ケース　ビス40本同梱

縦張り用ロングスターター
OZSTB5（5㎜）
■規格： 厚さ1.0㎜／L=3.030㎜
■材質 ： カラーGL
■入数 ： 5本／ケース

験もすべて実施しており、部材としての安全性を徹底して追
求しています。また、メーカー共用なので金具の在庫管理が
しやすく、縦張り、横張り、出隅にも共通して使用できるた
め、コスト削減効果も期待できます。

各メーカーのサイディングのさね形状に共通する支持ポイ
ントを洗い出し、確実に固定できる爪形状の設計を実現し
ました。（実用新案取得済）材質には構造用の高耐食性溶
融亜鉛めっき鋼板を採用。第三者機関での耐風圧強度試

③ 強度 多重構造で防水性が向上
ABSSは3層構造でJIS規格を大きく上回る約2.4倍の強度があり、
破れにくい！そのため、防水性に優れ、音鳴りも軽減されます。

OZABSS-H
■規格：厚み0.3 ㎜／幅 1,000 ㎜／巻 50m
■材質 ：不織布、透湿フィルム、アルミ蒸着基材   ■入数 ：1箱／2本

ZAN3 100 -10P
■規格：外径 100 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 10 ／刃型 平刃

ZAN3 125 -10P
■規格：外径 125 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 10 ／刃型 平刃

ZAN3 100 -12P
■規格：外径 100 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 12 ／刃型 平刃

ZAN3 125 -12P
■規格：外径 125 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 12 ／刃型 平刃

■ タッチ de Pon
窯業系サイディング
補修用塗布具
補修塗料を入れて撹拌すれば 、
片手で簡単に釘頭等の補修箇所へ
塗布することができます。 
これにより作業効率を大幅に上げる
ことが可能となります。
■入数： 10 本／袋

10年保証

10年保証

10年保証

https://www.ozwork.co.jp/



大手メーカーの主なサイディング本体を一括して取り付けられる、独自の画期的な製品です。

▼ 共用留付金具

44 45

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK2（2㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 42.8 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 46.8 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ・KMEW 共用金具
OZNK15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.8 ㎜
　　　　横幅 53㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 45.3 ㎜
　　　　横幅 56㎜

旭トステム・神島 共用金具
OZATKO15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 50㎜
　　　　横幅 50㎜

ニチハ専用金具
OZN5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 43.2 ㎜
　　　　横幅 56㎜

ニチハ専用金具
OZN15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.6 ㎜
　　　　横幅 53㎜

KMEW専用金具
OZKM5（5㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 45.3 ㎜
　　　　横幅 56㎜

KMEW専用金具
OZKM15（15㎜）
■規格：厚み0.8 ㎜
　　　　縦幅 41.2 ㎜
　　　　横幅 53㎜

■ スペーサー 

① 遮熱性能 外壁からの輻射熱を反射
ABSSは赤外線を約80％反射する性能があります。室内に侵入す
る熱をカットすることにより消費電力を抑える効果も期待できます。

② 透湿性能 本来の防水シート機能が高く結露を防止
ABSSはアルミを蒸着させているため、透湿性能が高く高温多湿の
日本の住環境に適した透湿性抜群の遮熱シートです。

▼ 遮熱透湿防水シート ABSS［アビス］ ハードタイプ OZSP2 シール付スペーサー2㎜
（片面粘着テープ付）
■規格：厚み2㎜／ L=988 ㎜／ 25コマ
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■ ダイヤモンドチップソー

■ ビス・釘

■ スターター

■ 留付金具
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■材質 ： ステンレスSUS410
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ZAN3 100 -10P
■規格：外径 100 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 10 ／刃型 平刃

ZAN3 125 -10P
■規格：外径 125 ㎜／刃厚 1.6 ㎜／穴 20㎜
　　　　刃数 10 ／刃型 平刃
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■ タッチ de Pon
窯業系サイディング
補修用塗布具
補修塗料を入れて撹拌すれば 、
片手で簡単に釘頭等の補修箇所へ
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10年保証

10年保証

10年保証

https://www.ozwork.co.jp/



外部用防振ゴム

外部用AP接着剤

ボルト回転止め 接着剤誘導溝（PAT）
パイプボルト

接着剤でスラブと固定

ハット型根太鋼

ハット型大引鋼
接着剤注入

幼稚園、保育園、認定こども園、病院、リハビリ施設、老健施設などの屋外施設に最適です！

❶ ネダシングル・ネダクロスtype
●床高対応
ネダシングルtypeH=  55～   150㍉（鋼材天端）
ネダクロスtypeH=105～1,190㍉（鋼材天端）

              （使用部材）               （材質）              （めっき組成）
a）大引鋼W5０×H50×t1.6㎜     steel     高耐食溶融めっき鋼板（ZAM）
b）根太鋼W50×H30×t1.6㎜     steel     高耐食溶融めっき鋼板（ZAM）
c）ＰＤ支持脚                           steel     亜鉛ニッケル合金メッキ

❷ 耐風圧type(PDP)
●鋼製プレート仕様支持脚1本あたり引張り強度が≒ 330㎏fとなります。
●高層階や沿岸地域等で風圧に対処が求められる場所に最適です！
●適用はその施工場所や高さによって条件が変わるため都度打合せが必要となります！

文教playタイプは、体育館に求められる床の適度な硬
さ・柔らかさを取り入れた実用新案登録製品です！
●文教playタイプは、屋内体育館ＪＩＳA-6519の準拠試験
にてその安全性を実証しました！
●面剛性と弾性を同時に備え、それを数値で実証したのが国
内初文教playタイプです！

▼ 外部用ウッドデッキシステム K-1デッキ
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荷重試験機による試験状況

K-1デッキは、ウッドデッキと
鋼製床下地と組合わせた性
能試験を行なってます！

【文教シリーズ】　❸ 文教typeスタンダード
文教typeスタンダードは、転倒衝突時の安全性を最優先
したローコストの屋外ウッドデッキシステム！子供たちや高
齢者に優しい、安全性を国内で初めて数値で実証！

K-1デッキは安全性の確保から、標準で文教typeスタン
ダードを推奨しています！

文教シリーズは、転倒して頭をぶつけた時に備え、床の硬さを屋内体育館で求められる安全性の基準値内に抑えた国内初
デッキシステムです！

転
倒
衝
突
時
の
硬
さ

文教typeスタンダード

ＪＩＳAｰ6519規格

88Ｇｓ

100Ｇｓ以下

【結果一覧】 床の硬さ（単位Gs）

K-１デッキ（標準タイプ） 109Ｇｓ

文教playタイプ 94Ｇｓ

【文教シリーズ】　❹ 文教playタイプ
●屋外ウッドデッキシステムとして、国内で初めて安全性を数
値で実証しました！
●文教playタイプは、二重床メーカー(万協㈱）との共同実用
新案登録製品です！

特徴１ スラブロックシステム
●支持脚固定はスラブロックシステムを採用!
●防水層などに傷をつけずに支持脚を固定！
●パイプボルト仕様のため、圧縮・曲げせん断強度がUP!

特徴2  ZAM鋼板 仕様
●メイン部材はZAM鋼板仕様（高耐食性）
●一般では高速道路のガードレールや防風板・遮音壁に
　利用されています。 （ZAM:溶融亜鉛 - 6%アルミニウム3% マグネシウムめっき）

【文教シリーズ】
❺ 文教playタイプストロング 5t　

鋼製床下地（ZAM鋼板）＋ウッドデッキ
K-1デッキは、『積載荷重500㎏局部曲げ荷重試験300㎏』時に
おいての安全を確認しております。

青　空　体　育　館
転倒時の

衝撃を緩和！
ケガを

しづらい！
適度な硬さと
弾力性！

＜屋内体育館ＪＩＳ A-6519準拠試験＞

⑴ かたさ試験 ⑵ 弾力性試験 ⑶ 鉛直載荷たわみ試験 ⑷ 繰り返し衝撃試験

※総重量 5ｔ 車両 走行試験にて、異常が無いことを確認！

万協㈱PAT

緊急時の救急車の乗り入れや、
キャンプ場・イベント会場での

車両の乗り入れが
可能に！

https://www.k-one.jp/
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家やアパートの防音対策に、低コストで高性能・リフォーム粘弾性防音(遮音)材料
グリーングルーは2枚のボード（石膏ボート、合板など）の間にサンドイッチすることに
よってボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を小さくすることができる、
塗布タイプの新しい防音材料です。従来の遮音対策として使用される遮音シート等と比
べて、コストパフォーマンスが優れています。簡単な施工で床・壁・天井に遮音性能を付
加することができるグリーングルーを使用すれば、静かで快適な暮らしへの一歩を踏み
出すことができます。

■ 4つの特長
1. 施工が容易
　コーキングガンを使用して簡単に素早くボード上に塗布できます。
　コテを使って塗り広げる必要はありません。
2. 優れた遮音性能
　木製間柱構造の壁にグリーングルーを適用した試験結果では、同重量でグリーングルーを使っていない壁と比較して、遮音性能TLD値が12
　ポイント向上しました。1.6mmの遮音シートとの比較では遮音性能TLD値で6ポイント良い性能を示しました。
3. 経済的な価格
　1ケース（12チューブ入り）で、18平方メートルもの面積を塗布でき、とても経済的です。
4. 高い安全性
　ホルムアルデヒドは使用していません。厚生労働省により室内濃度指針値が定められているVOC13物質も含まれません。衣類や皮膚につい
　ても水と石鹸で簡単に洗い落とせます。

■入り数：12本 /ケース※

■価格（税別）：26,000円 / ケース
■納期：受注後２日後出荷

※ノズル12本、取扱説明書1部、製品安全データ
　シート1部が同梱されております。

▼ 塗布型防音材 グリーングルー

48 49

カートリッジガン（大型）に
チューブをセットします。

ボードの表面にグリーングルーを
塗布します。
塗布量：チューブ1本で1.5平米
（チューブ1本でサブロク板1枚）

既存のボードに貼りつけます ネジ留めして完了です

１ ２ ３ ４カートリッジガン
（大型 850ml）
【別途購入】

※ 弊社独自の測定方法にて測定した結果であり、上記数値は一測定値となりますので、この数値を保証するものではございません。

40.1 dB

45.4 dB

35

40

45

50

グリーングルー使用無し グリーングルー使用

(d
B)

56.1 dB

52.0 dB

45

50

55

60

グリーングルー使用無し グリーングルー使用

(d
B)

【空気伝播音の音響透過損失比較】 【隣室より伝わる衝撃音の音圧比較】

グリーングルーの使用により、

4.1 dBの改善効果 !
グリーングルーの使用により、

5.3 dBの改善効果 !

[ 音源の大きさ：89 dB ]
グラフの数値はどれだけ音を低減して
いるかを表すので、数値が大きいほど、
防音性が良い結果と言えます。

[ 衝撃音：ゴルフボールを壁から吊るして測定 ]
グラフの数値は実際の音の大きさを表すので、　
数値が小さいほど、防音性が良い結果と言えます。

■ 施工方法

■ 性能に関する参考資料：界壁における測定データ

https://www.saint-gobain.co.jp/ http://www.shizureki.co.jp/
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■納期：受注後２日後出荷

※ノズル12本、取扱説明書1部、製品安全データ
　シート1部が同梱されております。

▼ 塗布型防音材 グリーングルー
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カートリッジガン（大型）に
チューブをセットします。

ボードの表面にグリーングルーを
塗布します。
塗布量：チューブ1本で1.5平米
（チューブ1本でサブロク板1枚）

既存のボードに貼りつけます ネジ留めして完了です

１ ２ ３ ４カートリッジガン
（大型 850ml）
【別途購入】

※ 弊社独自の測定方法にて測定した結果であり、上記数値は一測定値となりますので、この数値を保証するものではございません。
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【空気伝播音の音響透過損失比較】 【隣室より伝わる衝撃音の音圧比較】

グリーングルーの使用により、

4.1 dBの改善効果 !
グリーングルーの使用により、

5.3 dBの改善効果 !

[ 音源の大きさ：89 dB ]
グラフの数値はどれだけ音を低減して
いるかを表すので、数値が大きいほど、
防音性が良い結果と言えます。

[ 衝撃音：ゴルフボールを壁から吊るして測定 ]
グラフの数値は実際の音の大きさを表すので、　
数値が小さいほど、防音性が良い結果と言えます。

■ 施工方法

■ 性能に関する参考資料：界壁における測定データ

https://www.saint-gobain.co.jp/ http://www.shizureki.co.jp/



細ビスの決定版、MDF材、LVL材の枠組みに最適です。

▼ RN細ビス ▼ ウッドデッキ材用ビス WD　硬木以外は下穴不要　性能重視！

▼ ハイメタルキャップ　高級感のあるメタリックな仕上がりのビスキャップ。屋外でも使用可能。

▼ 座掘りと下穴用錐 ウッドデッキ用　ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできる！

施工性重視、各種造作に最適！RNシリーズの中細タイプ。

▼ RN中細ビス

50 51

12号箱

12号箱

https://www.dandori.co.jp/
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▼ いたずら防止キャップ　はずされたくない場所の施工に

52 53

下地の取付が驚きの省施工！作業時間が10分の1に！木・角スタッドの壁下地に対応可能！

▼ 下地一発 /スリム
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▼ セメント系高性能/クラック補修材 ひびうめーる▼ 木材保護塗料 ノンロット

建築・建設・土木工事現場のクラック補修
エクステリア・外構工事のクラック補修
工場・駐車場・倉庫の床面のクラック補修など

「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という発想から開発されました。  
木材が本来持つ通気性という特長を生かしながら、「耐UV」「超撥水」「防
腐・防カビ・防虫」の三つの性能によって厳しい外部環境から保護します。
日本のような高温多湿（特に夏季）の風土では、屋内・屋外ともに「通気
性」という木材の特長を、積極的に生かすことが特に重要です。

誰でも簡単施工！コンクリートにできたひび割れを簡単に補修できます。木目を生かす設計デザインのために生まれた。いつまでも木の香りに包まれて…。塗膜をつくらず“木”を守る。

３つの特長
☆強度抜群！！
　曲げ強度、圧縮強度も高い為、補修してもすぐ
　にひび割れしにくい。

☆微細なクラックにも素早く浸透！！
　0.3mm～3mm程度のクラックに充填が可能。

☆補修箇所が目立ちにくい
　セメント系の為、コンクリートとの相性が良く、
　補修箇所が目立ちにくい。

54 55

1

4

2

5

3

完成
24時間後、
ひび割れが
目立たなく
なります。

ブラシなどを使用し、ひび割れ箇所の
汚れやゴミを取り除きます。
ひび割れ部分に水を注入します。

ボールのようなものに「ひびうめーる」の
質量の30%の水を入れて、混ぜます。
粉末と水が完全に混ざるようにしっかり
混練します。

混練した本製品をクラックに充填し
ます。
ひび割れが深い場合は、何度も重ねて
充填してください。

１、

２、

１、

２、

１時間程度で、粘土
ぐらいの硬さになっ
たら、余分な部分を
ヘラなどで、取り除
きます。
その後、24時間程
度、養生してくだ
さい。

１、

２、

１、

２、

施工ステップを
動画でご確認
いただけます！

▼

強度
抜群！

ひび割れ部分に
流し込むだけ！

■ 施工ステップ

標準使用量
●500g あたり、約25m　※幅0.3㎜、深さ40㎜のクラックの場合
●標準水量 本製品500gに対し、水150cc
●カラー ホワイト・グレー・ダークグレー



　

500g単品 500g施工キット 色見本

　
ダークグレーホワイト

グレー

※この色見本は、実際の色調
　とは多少異なります。

桐床の居住快適性
1.やわらかく、クッション性がある
2.肌触りが良く、結露せず１年中
　裸足で過ごせる
3.足腰への負担が少なく、疲れにくい
4.空気の浄化効果があり・吸音性がある
5.体温を奪われずに足元が冷えにくい

床暖房よりも心地いい
桐フローリング『桐暖』

※冷暖房効率も良く、省エネ効果があります。

http://www.daiwat.co.jp/ http://tunemi.shop-pro.jp/?mode=f1
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経年劣化による耐震力の低下を防止します！

56 57

▼ 耐震座金 タイトニック 世界で唯一!日本・米国・中国などで特許取得（PAT No.2934218）
■取付簡単スピーディー！　～あらかじめアンカーボルトの埋込深さを設定できる～
■確実に固定して精度向上　～田植え方式などによる自沈や横倒れの問題も解決できる～

▼ アンカーボルト止めの決定版 グリッパー PAT No.6133606

かんたん水平と圧倒的な換気機能

▼ 土台用パッキンの革命 リレベル PAT No.4172649 意匠登録済

換気面積は余裕の110㎠/m

▼ リレベル用 防虫グリル

通気パッキンの施工時起こるズレや経年劣化による防止します。

▼ 高規格通気パッキン フジクニ PAT/PAT.P 意匠登録済

http://www.t-kato.co.jp/

取付はワンタッチ、ボルトに入れてナットで締めるだけ！
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キヌカの主原料は米糖です。
私たちの主食であるお米を、精米すると米糖が出ます。昔の
人は床や家具をこの米糖で磨いていたのをご存知ですか。米
糖を煎り布に包んだ糖袋で、家中をピカピカにしていたので
す。それが便利さを優先する時代とともに化学物質に代わ
り、現代病ともいえるシックハウスの問題が、大きくなってき
たのです。日本人の生活の知恵
である糖袋を現代に蘇らせ、先
人の知恵に、私たちの知恵をプ
ラスしたのがお米から生まれた
自然塗料「キヌカ」です。

▼ お米から生まれた自然塗料 キヌカ

58 59

■ 製品情報

キヌカ／160㎖
■塗り面積：12.8㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具メンテナンス用、教材用
■サイズ：高152 ㎜ × 幅 43 ㎜× 奥 43 ㎜
■荷姿：160㎖×12本×8個／
　　　　1ダンボール96本入
■価格（税別）：1,780円／本

キヌカ／1L
■塗り面積：80㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具一般用、教材用
■サイズ：高177 ㎜ × 幅 177 ㎜× 奥 75 ㎜
■荷姿：1L×12本／ 1ダンボール入
■価格（税別）：6,500円／本

キヌカ／4L
■塗り面積：320㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具業務用、教材用
■サイズ：高265 ㎜ × 幅193 ㎜× 奥108 ㎜
■荷姿：4L×3本／ 1ダンボール入
■価格（税別）：24,700円／本

キヌカ／18L
■塗り面積：1,440㎡／１缶
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具業務用
■サイズ：高350 ㎜ × 幅238 ㎜× 奥238 ㎜
■荷姿：18L／一斗缶
■価格（税別）：105,300円／缶

日本キヌカ株式会社

「練る 混ぜる 貼り合わせる」の加工技術を柱とし、日々技術開発・改良に積極的に取り組んでいます。
練るから創造する新しい機能
プラスチックやゴムに各種特徴ある材料を加えて練る事によ
り、新しい機能を持たせたプラスチックを作る事が可能です。

多種の設計が可能な混合
混ぜる技術は、水のようにサラサラした液体から、餡のような
固体で柔らかい製品まで混ぜ合わせる事が出来ます。

様々な用途に合わせた貼り合わせ
天然ゴムや合成ゴムに各種材料を練り合わせ、それを布や
フィルム等の基材に貼りあわせる事により、様々な用途に合
わせた粘着テープを製造することができます。

▼ 粘着テープ／コンパウンド

■ 製品情報

両面防水気密テープ
W-513（ブチル系）
■サイズ：0.5 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

■サイズ：0.5 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：12巻入

■サイズ：0.5 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：8巻入

■サイズ：0.5 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：8巻入

アクリル系養生テープ
№821（中粘着）
■サイズ：48㎜×25m
■ダンボール入り数：30巻入

布粘着テープ
■サイズ／ダンボール入り数：
　0.2 ㎜×25㎜×25M／ 60巻入
　0.2 ㎜×38㎜×25M／ 48巻入
　0.2 ㎜×50㎜×25M／ 30巻入
　0.2 ㎜×75㎜×25M／ 24巻入
　0.2 ㎜×100㎜×25M／ 18巻入

布マスカー
■サイズ／ダンボール入り数：
　550㎜×25M／ 60巻入
　1100㎜×25M／60巻入

強力両面テープ
（パネル用）
■サイズ／ダンボール入り数：
　1㎜×20m×10M／ 10巻入

その他製品
■両面テープ　  ■防食テープ
■電気用テープ  ■補修テープ

アクリル系養生テープ
№812（強粘着）
■サイズ：50㎜×25m
■ダンボール入り数：30巻入

 はっとこ

貼床（床養生シート）
■サイズ／ダンボール入り数：
　1m×30m 正巻／ 4巻入 
　1m×30m 逆巻／ 4巻入 

アクリル系養生テープ№822（弱粘着）
■サイズ：50㎜×25m　■ダンボール入り数：30巻入
■カラー：グリーン、ナチュラル、スカイブルー、ブラック、ホワイト
　　　　  オレンジ、シルバー、レッド、イエロー、ピンク、ゴールド

両面防水気密テープ
D5331（アクリル系）
■サイズ：0.2 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：36巻入

■サイズ：0.2 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：24巻入

■サイズ：0.2 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：18巻入

片面防水気密テープ
S4011（ブチル系）
■サイズ：0.5 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

■サイズ：0.5 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：12巻入

■サイズ：0.17 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：18巻入

片面防水気密テープ
№411（アクリル系）
■サイズ：0.17 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：36巻入

■サイズ：0.17 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：24巻入

両面防水気密テープ
D5036
（アクリルブチル系）
■サイズ：0.4 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

防水気密テープ施工例

養生シート施工例

養生テープ施工例

http://www.kinuka.co.jp/ http://www.furuto.co.jp/



キヌカの主原料は米糖です。
私たちの主食であるお米を、精米すると米糖が出ます。昔の
人は床や家具をこの米糖で磨いていたのをご存知ですか。米
糖を煎り布に包んだ糖袋で、家中をピカピカにしていたので
す。それが便利さを優先する時代とともに化学物質に代わ
り、現代病ともいえるシックハウスの問題が、大きくなってき
たのです。日本人の生活の知恵
である糖袋を現代に蘇らせ、先
人の知恵に、私たちの知恵をプ
ラスしたのがお米から生まれた
自然塗料「キヌカ」です。

▼ お米から生まれた自然塗料 キヌカ

58 59

■ 製品情報

キヌカ／160㎖
■塗り面積：12.8㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具メンテナンス用、教材用
■サイズ：高152 ㎜ × 幅 43 ㎜× 奥 43 ㎜
■荷姿：160㎖×12本×8個／
　　　　1ダンボール96本入
■価格（税別）：1,780円／本

キヌカ／1L
■塗り面積：80㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具一般用、教材用
■サイズ：高177 ㎜ × 幅 177 ㎜× 奥 75 ㎜
■荷姿：1L×12本／ 1ダンボール入
■価格（税別）：6,500円／本

キヌカ／4L
■塗り面積：320㎡／１本
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具業務用、教材用
■サイズ：高265 ㎜ × 幅193 ㎜× 奥108 ㎜
■荷姿：4L×3本／ 1ダンボール入
■価格（税別）：24,700円／本

キヌカ／18L
■塗り面積：1,440㎡／１缶
　　　　　　1㎡／ 12.5 ㎖
■用途：木部─床等、
　　　　家具業務用
■サイズ：高350 ㎜ × 幅238 ㎜× 奥238 ㎜
■荷姿：18L／一斗缶
■価格（税別）：105,300円／缶

日本キヌカ株式会社

「練る 混ぜる 貼り合わせる」の加工技術を柱とし、日々技術開発・改良に積極的に取り組んでいます。
練るから創造する新しい機能
プラスチックやゴムに各種特徴ある材料を加えて練る事によ
り、新しい機能を持たせたプラスチックを作る事が可能です。

多種の設計が可能な混合
混ぜる技術は、水のようにサラサラした液体から、餡のような
固体で柔らかい製品まで混ぜ合わせる事が出来ます。

様々な用途に合わせた貼り合わせ
天然ゴムや合成ゴムに各種材料を練り合わせ、それを布や
フィルム等の基材に貼りあわせる事により、様々な用途に合
わせた粘着テープを製造することができます。

▼ 粘着テープ／コンパウンド

■ 製品情報

両面防水気密テープ
W-513（ブチル系）
■サイズ：0.5 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

■サイズ：0.5 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：12巻入

■サイズ：0.5 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：8巻入

■サイズ：0.5 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：8巻入

アクリル系養生テープ
№821（中粘着）
■サイズ：48㎜×25m
■ダンボール入り数：30巻入

布粘着テープ
■サイズ／ダンボール入り数：
　0.2 ㎜×25㎜×25M／ 60巻入
　0.2 ㎜×38㎜×25M／ 48巻入
　0.2 ㎜×50㎜×25M／ 30巻入
　0.2 ㎜×75㎜×25M／ 24巻入
　0.2 ㎜×100㎜×25M／ 18巻入

布マスカー
■サイズ／ダンボール入り数：
　550㎜×25M／ 60巻入
　1100㎜×25M／60巻入

強力両面テープ
（パネル用）
■サイズ／ダンボール入り数：
　1㎜×20m×10M／ 10巻入

その他製品
■両面テープ　  ■防食テープ
■電気用テープ  ■補修テープ

アクリル系養生テープ
№812（強粘着）
■サイズ：50㎜×25m
■ダンボール入り数：30巻入

 はっとこ

貼床（床養生シート）
■サイズ／ダンボール入り数：
　1m×30m 正巻／ 4巻入 
　1m×30m 逆巻／ 4巻入 

アクリル系養生テープ№822（弱粘着）
■サイズ：50㎜×25m　■ダンボール入り数：30巻入
■カラー：グリーン、ナチュラル、スカイブルー、ブラック、ホワイト
　　　　  オレンジ、シルバー、レッド、イエロー、ピンク、ゴールド

両面防水気密テープ
D5331（アクリル系）
■サイズ：0.2 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：36巻入

■サイズ：0.2 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：24巻入

■サイズ：0.2 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：18巻入

片面防水気密テープ
S4011（ブチル系）
■サイズ：0.5 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

■サイズ：0.5 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：12巻入

■サイズ：0.17 ㎜×100㎜×20m
■ダンボール入り数：18巻入

片面防水気密テープ
№411（アクリル系）
■サイズ：0.17 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：36巻入

■サイズ：0.17 ㎜×75㎜×20m
■ダンボール入り数：24巻入

両面防水気密テープ
D5036
（アクリルブチル系）
■サイズ：0.4 ㎜×50㎜×20m
■ダンボール入り数：16巻入

防水気密テープ施工例

養生シート施工例

養生テープ施工例

http://www.kinuka.co.jp/ http://www.furuto.co.jp/
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▼ 樹脂二重窓パネル まどりーど ▼ コンセント型 感震ブレーカー

62 63

株式会社エコミナミ

本機１台の設置で家中の電気を

すべて落とすので、電源ＯＮに

なったままの電気器具からの出

火や、損傷した電気コードに通

電することによる火災を防ぐこ

とができます。

http://www.ecominami.jp/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%A1%88%E5%86%85/
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▼ 全自動で消火 ケスジャン

64 65

これからの高齢化社会に備え 住まい・公共施設・商業施設、あらゆる建物の水まわり
ニーズを実現するのがSFAの排水圧送ポンプ
■ 大掛かりな工事は不要で価格も良心的　■ 設置はとても簡単
■ 理想の間取りを実現　　　　　　　　　■ 安心のクオリティ

▼ フランス生まれの排水圧送ポンプ SFAポンプ
http://www.irsystem.co.jp/ http://www.sfa-japan.jp/
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根太間サイズの高性能・高耐久シート床暖房
床暖房は、遠赤外線が身体の温点をほどよく刺激する「輻射
熱」と、床面から直に伝わる「伝導熱」の相乗効果で暖める暖
房システムです。
PTC遠赤外線床暖房「ぽから」は、発熱体が自己温度に反応
して通電量を自己抑制しながらあたためますので、少ない電
力量で安全・快適な床暖房生活が実現できます。
「ぽから」の長さは150㎜単位で300㎜～5100㎜まで、お
部屋の広さや間取りに応じてオーダーメイドでき、あらゆる
プランに対応可能です。

▼ PTC遠赤外線床暖房 ぽから

66 67

MTK standard heating system

■ ぽから／タイプ

トイレタイプ
■品番：KT2-0600P
■価格（税別）：102,800円
　ぽから／
　2枚（@15,600円）
　追　線／
　SS5-2×1本（@3,600円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

洗面所タイプ
■品番：KT2-1500P
■価格（税別）：137,900円
　ぽから／
　3枚（@21,900円）
　追　線／
　SS5-3×1本（@4,200円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

キッチンタイプ
■品番：KT2-2400P
■価格（税別）：138,400円
　ぽから／
　2枚（@33,400円）
　追　線／
　SS5-2×1本（@3,600円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

4.5帖タイプ
■品番：KT2-2100P
■価格（税別）：281,800円
　ぽから／
　7枚（@29,600円）
　追　線／
　SS5-7×1本（@6,600円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

6帖タイプ
■品番：KT2-2100P
■価格（税別）：372,400円
　ぽから／
　10枚（@29,600円）
　追　線／
　SS5-10×1本（@8,400円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

8帖タイプ
■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：489,800円
　ぽから／
　10枚（@41,100円）
　追　線／
　SS5-5×2本（@5,400円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

10帖タイプ
■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：614,900円
　ぽから／
　13枚（@41,100円）
　追　線／
　SS5-7×1本（@6,600円）
　SS5-6×1本（@6,000円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）

16帖タイプ
■品番：KT2-3000P
■価格（税別）：906,200円
　ぽから／ 18枚（@41,100円）
　追　線／
　SS5-5×2本（@5,400円）
　SS5-6×1本（@6,000円）
　SS5-2×1本（@3,600円）
　1chコントローラ／
　TM-151M×1台（@68,000円）
　2chコントローラ／
　TM-152M×1台（@78,000円）

https://www.mtk-web.jp/
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いままでのロフトはしごの半分の重さ！！
しかも丸パイプ使用で強度は2倍！！

▼ 固定ロフトはしご

移動の必要なし！！  引掛けバーから
はずすことなく足元をスイング収納！！

▼ 固定一段伸縮タイプ
伸縮自在でクローゼットにも収納！！
フローリングを傷つけない脚キャップ！！

▼ 伸縮ロフトはしご

特殊梯子製作所
https://super-ladder.co.jp/

※特注サイズも製作可能
日本製

※特注サイズも製作可能

※特注サイズも製作可能
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エクステリア /その他エクステリア /その他

LIFE LIKE HOME / PB SELECT CATALOG
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ミラノ、シンガポー
ル、バンコク、サン
フランシスコのデザ
イン展にも出品。
イタリアのデザイン
賞で金賞を受賞しま
した。
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防草シートで砂利下等の雑草抑制。
～お庭空間のデザインお手伝い～

お庭の雑草にお困りなら、KOMAシリーズで防草対策を。
KOMAシリーズは高い遮光率で雑草の成長を抑制します。
高密度のポリエステル素材を使用しており、耐久性に優れて
いるため貫通の強いスギナ・チガヤなどにも防草効果を発揮
します。定期的な草
刈り作業を軽減し、
素敵なお庭ライフを
演出します。

防草シート施工方法（埋設用途）
現場に合わせて、防草シートを敷設します。埋土種子や栄養根が無い現場で、将来飛来種子の懸念がある場合は、KOMA100EXもし
くは150を推奨します。埋土種子や栄養根が存在する可能性がある場合は、KOMA150もしくは200を推奨します。
敷設の際、一定の目串を使用し地面と防草シートを固
定します。固定の目的は、敷設中に捲れが発生させな
いためですので、仮留め程度とします。目串は仮留め程
度のため、デカピンもしくは、U型目串を推奨します。打
設本数も0.1～1本/㎡とします。PEワッシャーの使用
を推奨します。
シート同士の固定や端部の固定については、埋土種子
や栄養根の残存が懸念される場合は、使用することを
推奨します。
防草シート敷設後は砕石や砂利を10㎝程度覆石し、
防草シートが隠れるようにしてください。また砕石や砂
利に種子や栄養根がある場合は、事前に取り除くこと
を推奨します。

▼ 防草シート KOMA
雨の時、困っていませんか？ ぬかるんだ現場も安心！

滑りにくく、柔軟性のあるマット。

▼ プラスチック製敷板

▼ ゴム製敷板

72 73

防草シート敷設後防草シート敷設前

スリー

一人で運べ、軽トラにも積める
便利な敷板です。

SHINODA TOUGH MAT-X
エックス

● 標準寸法／
　 1,220×2,440×基盤厚さ13mm　
● 標準重量／40kg　
● 耐荷重／最大車両重量80t 

● 標準寸法／
    915×1,830×基盤厚さ13mm　
● 標準重量／22kg　
● 耐荷重／最大車両重量80t

敷鉄板に比べ、運賃コストが安価です。

４×８サイズ

３×６サイズ

土　用コンクリート用

〔連結金具（別売り）〕 〔Ｘ向け 移動用取手（別売り）〕

定　価品　名
タフマットⅢ（両面リブ付）
タフマットⅢ（片面リブ付）
タフマットＸ（両面リブ付）
タフマットＸ（片面リブ付）
連結金具（コンクリート用）
連結金具（土用）
Ｘ向け移動用取手

35,000円
35,000円
50,000円
50,000円
900円
900円
2,500円

品　名 寸法（mm） 重量（kg） 定　価
ニューストロングマット
ニューストロングマット
ストロングマット
ストロングマット

  5×1,000×2,000
10×1,000×2,000
15×1,000×2,000
20×1,000×2,000

11,000円
14,000円
14,500円
16,300円

13
24
35
45

※表示価格に消費税は含まれておりません。

※表示価格に消費税は含まれておりません。



http://www.koizumiseima.co.jp/ http://www.shinoda-gomu.co.jp/

防草シートで砂利下等の雑草抑制。
～お庭空間のデザインお手伝い～

お庭の雑草にお困りなら、KOMAシリーズで防草対策を。
KOMAシリーズは高い遮光率で雑草の成長を抑制します。
高密度のポリエステル素材を使用しており、耐久性に優れて
いるため貫通の強いスギナ・チガヤなどにも防草効果を発揮
します。定期的な草
刈り作業を軽減し、
素敵なお庭ライフを
演出します。

防草シート施工方法（埋設用途）
現場に合わせて、防草シートを敷設します。埋土種子や栄養根が無い現場で、将来飛来種子の懸念がある場合は、KOMA100EXもし
くは150を推奨します。埋土種子や栄養根が存在する可能性がある場合は、KOMA150もしくは200を推奨します。
敷設の際、一定の目串を使用し地面と防草シートを固
定します。固定の目的は、敷設中に捲れが発生させな
いためですので、仮留め程度とします。目串は仮留め程
度のため、デカピンもしくは、U型目串を推奨します。打
設本数も0.1～1本/㎡とします。PEワッシャーの使用
を推奨します。
シート同士の固定や端部の固定については、埋土種子
や栄養根の残存が懸念される場合は、使用することを
推奨します。
防草シート敷設後は砕石や砂利を10㎝程度覆石し、
防草シートが隠れるようにしてください。また砕石や砂
利に種子や栄養根がある場合は、事前に取り除くこと
を推奨します。

▼ 防草シート KOMA
雨の時、困っていませんか？ ぬかるんだ現場も安心！

滑りにくく、柔軟性のあるマット。

▼ プラスチック製敷板

▼ ゴム製敷板
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防草シート敷設後防草シート敷設前

スリー

一人で運べ、軽トラにも積める
便利な敷板です。

SHINODA TOUGH MAT-X
エックス

● 標準寸法／
　 1,220×2,440×基盤厚さ13mm　
● 標準重量／40kg　
● 耐荷重／最大車両重量80t 

● 標準寸法／
    915×1,830×基盤厚さ13mm　
● 標準重量／22kg　
● 耐荷重／最大車両重量80t

敷鉄板に比べ、運賃コストが安価です。

４×８サイズ

３×６サイズ

土　用コンクリート用

〔連結金具（別売り）〕 〔Ｘ向け 移動用取手（別売り）〕

定　価品　名
タフマットⅢ（両面リブ付）
タフマットⅢ（片面リブ付）
タフマットＸ（両面リブ付）
タフマットＸ（片面リブ付）
連結金具（コンクリート用）
連結金具（土用）
Ｘ向け移動用取手

35,000円
35,000円
50,000円
50,000円
900円
900円
2,500円

品　名 寸法（mm） 重量（kg） 定　価
ニューストロングマット
ニューストロングマット
ストロングマット
ストロングマット

  5×1,000×2,000
10×1,000×2,000
15×1,000×2,000
20×1,000×2,000

11,000円
14,000円
14,500円
16,300円

13
24
35
45

※表示価格に消費税は含まれておりません。

※表示価格に消費税は含まれておりません。



ロートアイアンを選ぶことは、唯一無二の価値を選ぶこと。
まさにアート作品を選ぶこと。その満足感は、ロートアイアン
だからこそのものです。近年、本物志向が強まる中でやわら
かな自然の風合いの天然素材と相反する人が一つ一つ手掛
けた無骨なアイアンの絶妙なハーモニーが魅力のサントーリ
オにおいてテーブルの脚のご提案です。ご自身で好きな天板
と組み合わせて「オンリーワン」
を楽しみください。職人の手作
業によって生み出されるロート
アイアンは、決して同じものは
存在しません。

▼ ロートアイアン/テーブル脚

74 75

■ 製品情報

■ カラー＆マテリアル
共通基本アイアン色

木部色（type1A/1C/1D/2A/2B/2D）

KA（ブラックエイジング）

type1
■品番：SA-TP01KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥74,000
■納期：12日

type2
■品番：SA-TP02KA
■サイズ：W760×H700×D50㎜
■価格：¥105,000
■納期：12日

type3
■品番：SA-TP03KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥93,000
■納期：12日

type5
■品番：SA-TP05KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日

type6
■品番：SA-TP06KA
■サイズ：W770×H700×D50㎜
■価格：¥156,000
■納期：12日

type7
■品番：SA-TP07KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日

type9
■品番：SA-TP09KA
■サイズ：W約770×H700×D約 110㎜
■価格：¥120,000
■納期：12日

type12
■品番：SA-TP12KA
■サイズ：W700×H730×D144㎜
■価格：¥135,000
■納期：14日

アイアンと木・レザーが生み出す深い味わい。その手触りが本物の証
であり、アイアンの剛性感は安心感を与えてくれます。使えば使うほど
馴染んでいく木のぬくもりとレザーのしっとり感。毎日、触っていただき
たい。エイジングを楽しめるのがまた魅力のアイテムがこの手摺り達。
フォルムや多彩な金具のバリエーションで、きっと貴方のお気に入り
が見つかるはずです。

▼ 手摺り・ハンドバー
https://www.santuario2018.com/

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。  ●サイズオーダーや色の変更も可能です。（屋外用塗装を含む）  ●組立ビス、床面キズ防止シール同梱。  ●価格は２脚setを標準としてお
りますが、片持ちテーブル等の為に１脚での販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。  ●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生
する場合があります。予めご了承ください。  ●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物が異なる場合があります。予めご了承ください。

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。 ●サイズオーダーや色の変更も可能です。 ●手摺金具のみの販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。 ●木の丸棒の太さは32φを
規格サイズとしていますが、特注サイズ（太さ）にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。 ●天然木を使用しておりますので色の濃淡や柄に多少のばらつきがあります。 ●レザータイプはレザー
プロテクター、レザークリーナーでの定期的なメンテナンスをお勧めします。 ●皮革は使用するうちに乾燥、ひび割れ、色あせ、黒ずみが発生することがあります。 ●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物
が異なる場合があります。 ●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生する場合があります。予めご了承ください。 ●壁下地補強が必要です。 

「Wrought（ロート）」とは、Workの過去分詞。「念入りに加工された」を意味する言葉。ロー
トアイアンは、その名が示す通り、職人が丹精を込めた手作業によって生み出しています。作
り手の美意識を映し出す、その独特の造形、味わい深い表情・・・。そこには、いつの時代にも
人々の心を惹きつける魅力が存在します。その価値を生かすことで、もっと豊かな空間づくり
をお手伝いしたい。『Santuario（サントーリオ）』は、そんな想いから誕生したブランドです。

■ 製品情報

type1A
■品番：SA-HB1AKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D69㎜
■価格：¥37,000 ～ ¥39,500
■納期：14日

type1C
■品番：SA-HB1CKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D67㎜
■価格：¥35,500 ～ ¥37,500
■納期：14日

type1D
■品番：SA-HB1DKA
　　　　[ 木部色 ]01(L)(R)
■サイズ：
　L1(H)=600×L2(W)=600×D67㎜
■価格：¥61,000
■納期：14日
※他サイズあり。
　別途お問い合わせください。

type12
■品番：SA-HB12[ 握り棒色 ]
　　　　60(90)[ テクスチャー ]
■KAサイズ：
　W38×H600(900)×D53㎜
■BCサイズ：
　W36×H600(900)×D52㎜
■価格：¥30,000 ～ ¥60,000
■納期：14日

type15（レザータイプ）
■品番：SA-HB15KA
　　　　[レザー色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D69㎜
■価格：¥49,000 ～ ¥58,000
■納期：16日

type19（ロングネック）
■品番：SA-HB19BM
　　　　[握り棒色 ]60(90)
■サイズ：
　W45×H600(900)×D79㎜
■価格：¥30,500 ～ ¥68,000
■納期：10日～ 21日

type2A
■品番：SA-HB2AKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W60×H600(900)×D72㎜
■価格：¥28,500 ～ ¥31,500
■納期：14日

type2B
■品番：SA-HB2BKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D68㎜
■価格：¥34,000 ～ ¥36,000
■納期：14日

type2D
■品番：SA-HB2DKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W70×H600(900)×D70㎜
■価格：¥32,000 ～ ¥34,000
■納期：14日

BM（ブラックマット） ※type19のみ

ＥＢ
(エボニー)

ＲＷ
（ローズウッド）

ＣＥ
（シーダー）

ＷＷ
（ホワイト）

アイアン＆真鍮（握り棒）カラー テクスチャー（type12）

テクスチャーA テクスチャーB テクスチャーC テクスチャーD

テクスチャーA テクスチャーC

レザー（握り棒）色（type15/19）

革BK
（ブラック）

革RE
（レッド）

革DB
（ダークブラウン）

革BR
（ブラウン）

革LB
（ライトブラウン）

革NB
（ナチュラルブラウン）

※type19握り棒の規定の色は、革NB
　（ナチュラルブラウン）もしくは、アイ
　アンBM（ブラックマット）です。

KA（ブラックエイジング）

BC（ブラスエイジング）



ロートアイアンを選ぶことは、唯一無二の価値を選ぶこと。
まさにアート作品を選ぶこと。その満足感は、ロートアイアン
だからこそのものです。近年、本物志向が強まる中でやわら
かな自然の風合いの天然素材と相反する人が一つ一つ手掛
けた無骨なアイアンの絶妙なハーモニーが魅力のサントーリ
オにおいてテーブルの脚のご提案です。ご自身で好きな天板
と組み合わせて「オンリーワン」
を楽しみください。職人の手作
業によって生み出されるロート
アイアンは、決して同じものは
存在しません。

▼ ロートアイアン/テーブル脚
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■ 製品情報

■ カラー＆マテリアル
共通基本アイアン色

木部色（type1A/1C/1D/2A/2B/2D）

KA（ブラックエイジング）

type1
■品番：SA-TP01KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥74,000
■納期：12日

type2
■品番：SA-TP02KA
■サイズ：W760×H700×D50㎜
■価格：¥105,000
■納期：12日

type3
■品番：SA-TP03KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥93,000
■納期：12日

type5
■品番：SA-TP05KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日

type6
■品番：SA-TP06KA
■サイズ：W770×H700×D50㎜
■価格：¥156,000
■納期：12日

type7
■品番：SA-TP07KA
■サイズ：W700×H700×D50㎜
■価格：¥200,000
■納期：12日

type9
■品番：SA-TP09KA
■サイズ：W約770×H700×D約 110㎜
■価格：¥120,000
■納期：12日

type12
■品番：SA-TP12KA
■サイズ：W700×H730×D144㎜
■価格：¥135,000
■納期：14日

アイアンと木・レザーが生み出す深い味わい。その手触りが本物の証
であり、アイアンの剛性感は安心感を与えてくれます。使えば使うほど
馴染んでいく木のぬくもりとレザーのしっとり感。毎日、触っていただき
たい。エイジングを楽しめるのがまた魅力のアイテムがこの手摺り達。
フォルムや多彩な金具のバリエーションで、きっと貴方のお気に入り
が見つかるはずです。

▼ 手摺り・ハンドバー
https://www.santuario2018.com/

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。  ●サイズオーダーや色の変更も可能です。（屋外用塗装を含む）  ●組立ビス、床面キズ防止シール同梱。  ●価格は２脚setを標準としてお
りますが、片持ちテーブル等の為に１脚での販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。  ●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生
する場合があります。予めご了承ください。  ●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物が異なる場合があります。予めご了承ください。

●価格に消費税・施工費・送料は含まれておりません。 ●サイズオーダーや色の変更も可能です。 ●手摺金具のみの販売もしております。詳しくはお問い合わせ下さい。 ●木の丸棒の太さは32φを
規格サイズとしていますが、特注サイズ（太さ）にも対応致します。詳しくはお問い合わせください。 ●天然木を使用しておりますので色の濃淡や柄に多少のばらつきがあります。 ●レザータイプはレザー
プロテクター、レザークリーナーでの定期的なメンテナンスをお勧めします。 ●皮革は使用するうちに乾燥、ひび割れ、色あせ、黒ずみが発生することがあります。 ●手拭き塗装仕上げの為、画像と実物
が異なる場合があります。 ●錆防止の塗装には万全を期しておりますが、当商品は鉄を主な素材にしておりますので錆が発生する場合があります。予めご了承ください。 ●壁下地補強が必要です。 

「Wrought（ロート）」とは、Workの過去分詞。「念入りに加工された」を意味する言葉。ロー
トアイアンは、その名が示す通り、職人が丹精を込めた手作業によって生み出しています。作
り手の美意識を映し出す、その独特の造形、味わい深い表情・・・。そこには、いつの時代にも
人々の心を惹きつける魅力が存在します。その価値を生かすことで、もっと豊かな空間づくり
をお手伝いしたい。『Santuario（サントーリオ）』は、そんな想いから誕生したブランドです。

■ 製品情報

type1A
■品番：SA-HB1AKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D69㎜
■価格：¥37,000 ～ ¥39,500
■納期：14日

type1C
■品番：SA-HB1CKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D67㎜
■価格：¥35,500 ～ ¥37,500
■納期：14日

type1D
■品番：SA-HB1DKA
　　　　[ 木部色 ]01(L)(R)
■サイズ：
　L1(H)=600×L2(W)=600×D67㎜
■価格：¥61,000
■納期：14日
※他サイズあり。
　別途お問い合わせください。

type12
■品番：SA-HB12[ 握り棒色 ]
　　　　60(90)[ テクスチャー ]
■KAサイズ：
　W38×H600(900)×D53㎜
■BCサイズ：
　W36×H600(900)×D52㎜
■価格：¥30,000 ～ ¥60,000
■納期：14日

type15（レザータイプ）
■品番：SA-HB15KA
　　　　[レザー色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D69㎜
■価格：¥49,000 ～ ¥58,000
■納期：16日

type19（ロングネック）
■品番：SA-HB19BM
　　　　[握り棒色 ]60(90)
■サイズ：
　W45×H600(900)×D79㎜
■価格：¥30,500 ～ ¥68,000
■納期：10日～ 21日

type2A
■品番：SA-HB2AKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W60×H600(900)×D72㎜
■価格：¥28,500 ～ ¥31,500
■納期：14日

type2B
■品番：SA-HB2BKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W50×H600(900)×D68㎜
■価格：¥34,000 ～ ¥36,000
■納期：14日

type2D
■品番：SA-HB2DKA
　　　　[ 木部色 ]60(90)
■サイズ：
　W70×H600(900)×D70㎜
■価格：¥32,000 ～ ¥34,000
■納期：14日

BM（ブラックマット） ※type19のみ

ＥＢ
(エボニー)

ＲＷ
（ローズウッド）

ＣＥ
（シーダー）

ＷＷ
（ホワイト）

アイアン＆真鍮（握り棒）カラー テクスチャー（type12）

テクスチャーA テクスチャーB テクスチャーC テクスチャーD

テクスチャーA テクスチャーC

レザー（握り棒）色（type15/19）

革BK
（ブラック）

革RE
（レッド）

革DB
（ダークブラウン）

革BR
（ブラウン）

革LB
（ライトブラウン）

革NB
（ナチュラルブラウン）

※type19握り棒の規定の色は、革NB
　（ナチュラルブラウン）もしくは、アイ
　アンBM（ブラックマット）です。

KA（ブラックエイジング）

BC（ブラスエイジング）



地盤調査から判定・改良工事・20年地盤補償までワンストップでサポートいたします。

▼ 地盤オプティマイズサービス
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在住ビジネス株式会社
MEMOhttps://zaijubiz.jp/
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MEMO

 

生年月日１９８９年６月　２８歳
幼い頃から茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MIND をコンセプトにコミカルやジョークをモチーフとした表現を得意とするキャラクターデザイナー。
ポップな色合いとオリジナリティ溢れるキャラクターでポスター、絵本、テキスタイル、や壁への落書きアート等で国内外において積極的に
活動している。
小さい頃から「トムとジェリー」「宇宙家族ジェットソン」等を代表作とするハンナ・バーベラが大好きで、いつも見様見まねで絵を描いていた。
この頃から描き続けてきた絵が、徐々に人に認められるようになり、自分の存在価値に気づく。
それからキャラクターデザインする事が大好物となり、キャラクターデザイナーとして生きて行く事を決意。
２０１５年に絵本「あからんくん」（スペースシャワー出版）が正式なデビュー作となるが、本格的に作品の発表活動を始めたのは
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バリ島等、気になる街を生活するように旅をし、その街の持つバイブレーションを自分のインスピレーションに変え作品を発表してきており、それをライフワークとして活動している。

Ryu Ambe character designer

@ryuambe



MEMO

 

生年月日１９８９年６月　２８歳
幼い頃から茅ヶ崎で育つ。CHILDISH MIND をコンセプトにコミカルやジョークをモチーフとした表現を得意とするキャラクターデザイナー。
ポップな色合いとオリジナリティ溢れるキャラクターでポスター、絵本、テキスタイル、や壁への落書きアート等で国内外において積極的に
活動している。
小さい頃から「トムとジェリー」「宇宙家族ジェットソン」等を代表作とするハンナ・バーベラが大好きで、いつも見様見まねで絵を描いていた。
この頃から描き続けてきた絵が、徐々に人に認められるようになり、自分の存在価値に気づく。
それからキャラクターデザインする事が大好物となり、キャラクターデザイナーとして生きて行く事を決意。
２０１５年に絵本「あからんくん」（スペースシャワー出版）が正式なデビュー作となるが、本格的に作品の発表活動を始めたのは
２０１６年１０月の茅ヶ崎「MARVISTA GARDEN」での個展からとなる。
その間、CA4LAやジャーナルスタンダード等を始めアパレルや多数のショップとコラボレーションし、帽子、Tシャツ、パーカー、バッグ、時には、
街の壁やショップのウィンドウなどを通し作品を発表し続けている。
２０１７年４月からBSフジTV「ポンキッキーズ」へのイラストの提供を始める。
これまでロサンゼルス、SAYURITA(メキシコ)、マドリード、リスボン、パリ、
バリ島等、気になる街を生活するように旅をし、その街の持つバイブレーションを自分のインスピレーションに変え作品を発表してきており、それをライフワークとして活動している。

Ryu Ambe character designer

@ryuambe



■ 問い合わせ営業所

担  当



本　　　社　東京都荒川区西日暮里5ｰ14ｰ3 サンキエームビル6階
〠116ｰ0013　☎03ｰ3807ｰ2 1 1 1（代表） FAX 03ｰ3807ｰ2 1 1 7

http://www.waibi.co.jp

本　　　社　東京都荒川区西日暮里5ｰ14ｰ3 サンキエームビル6階
〠116ｰ0013　☎03ｰ3807ｰ2 1 1 1（代表） FAX 03ｰ3807ｰ2 1 1 7

http://www.waibi.co.jp
2019.42019.4

PB  SELEC
T C

A
TA

L   G

#waibi_1932
#waibishop
#waibi_pb
#waibidiystudio

#waibi_1932
#waibishop
#waibi_pb
#waibidiystudio


