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内装
和室材

和室造作材　価格表
既製品形状にオプション加工 ( 厚み落し、ボード加工、フロア加工 ) 別途にて対応可能です。
品番、断面図については別冊専用カタログ【MARUKI GENERAL CATALOG】をご確認ください。

※掲載商品は一部です。大壁工法用、２×４工法用などその他部材も承ります。
【MARUKI GENERAL CATALOG　Vol.3】p.3~65

※溝位置変更等は別途金額がかかります。

厚み 幅 長さ 無目 1本溝 2本溝 3本溝

40 100 1950 ¥6,000 ¥7,000 ¥7,000 ー

40 100 2950 ¥12,000 ¥13,500 ¥13,500 ー

40 100 3950 ¥15,000 ¥17,000 ¥17,000 ー

45 103 1950 ¥7,000 ¥8,000 ¥8,000 ー

45 103 2950 ¥14,000 ¥15,500 ¥15,500 ー

45 103 3950 ¥18,000 ¥20,000 ¥20,000 ー

40 100 1950 ¥8,000 ¥9,000 ¥9,000 ー

40 100 2950 ¥15,000 ¥17,000 ¥17,000 ー

40 100 3950 ¥19,000 ¥21,000 ¥21,000 ー

40 115 1950 ¥9,000 ¥10,000 ¥10,000 ¥10,000

40 115 2950 ¥16,500 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000

40 115 3950 ¥23,000 ¥25,000 ¥25,000 ¥25,000

45 118 1950 ¥10,500 ¥11,500 ¥11,500 ¥11,500

45 118 2950 ¥18,500 ¥20,000 ¥20,000 ¥20,000

45 118 3950 ¥24,000 ¥26,000 ¥26,000 ¥26,000

ひのき

3.5寸

鴨居
（カモイ）

敷居
（シキイ）

中鴨居
(ﾅｶｶﾓｲ)

4寸

鴨居
（カモイ）

敷居
（シキイ）

厚み 幅 長さ １面無地 2面無地 ３面無地 ４面無地

103 103 2950 ¥15,000 ¥15,000 ¥16,500 特注対応

118 118 2950 ¥22,000 ¥22,000 ¥23,500 特注対応

ひのき柱
（4方貼）

幅 長さ 厚み15 厚み30 厚み38 厚み53

40 1950 ー ¥2,700 ー ー

40 2950 ¥3,600 ¥4,800 ー ー

40 3950 ¥4,800 ¥5,500 ー ー

40 4950 ¥11,000 ¥13,500 ー ー

43 2950 ー ー ¥5,300 ¥8,000

43 3950 ー ー ¥6,000 ¥9,500

43 4950 ー ー ¥15,400 ¥19,600

ひのき付け鴨居
（2方貼）

/
ひのき り縁
（2方貼）

幅 長さ 厚み15 厚み30

55 1950 ー ¥3,000

55 2950 ¥3,900 ¥5,000

55 3950 ¥5,600 ¥6,500

55 4950 ¥11,800 ¥13,000

90 1950 ー ¥5,300

90 2950 ー ¥8,300

90 3950 ー ¥11,500

ひのき畳寄せ
（2方貼）

サイズ 杉芯

¥40,000

¥80,000

ひのき
長押

タイプ

100
　  8畳用（4M×4本）

　10畳用（4M×2本・5M×2本）

＝受注生産

幅 長さ 厚み15 厚み30 厚み43 厚み60

103 1950 ー ¥6,500 ¥8,800 ¥11,800

103 2150 ー ¥7,000 ー ー

103 2950 ¥8,000 ¥8,800 ¥12,800 ¥17,000

118 1950 ー ¥7,300 ¥9,900 ¥13,400

118 2150 ー ¥9,900 ー ー

118 2950 ー ¥11,000 ¥15,200 ¥19,300

ひのき
付け柱 15 mm
（3方貼)
 /

半柱  30・43・60 mm
（3方貼+見返し)


