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サービスの流れ

邸別ごとに分けてパッケージ表記したものを

自社配送業者が現場までお届けします。

※一部地域除く

製造・加工

検品・出荷
邸別出荷・配送

お客様のご希望に合わせて

一つ一つ仕上げます。

お見積りご相談

木材に関するお困りのことを

細やかに対応します。

こんにちは、木質建材メーカーの丸紀と申します。

和歌山県美浜町という海と山のあいだにある自然豊か場所から

木と人がつながり、より豊かな暮らしの提案と

より良い未来のために、日々、取り組んでおります。

ひとは五感を持っています。

その中でも

素肌で触れる＝触覚  目で見る＝視覚  鼻で香る＝嗅覚

この「3つの感」で木のぬくもりを感じることができているのです。

木は、ひとつひとつ違った表情を持っています。

木目はそれぞれ違います。 堅い木、柔らかい木。 小さな節、大きな節。

ひとと同じで、木それぞれにも個性があります。

私たちは、心を込めて、手間を惜しむことなく、

「個性ある木」と「ひと」、その一期一会のような出会いを

一人でも多くの方に感じていただけるように

わたしたちは、ものづくりを通してお手伝いをします。

木と人をつなげ、ぬくもりのある空間を

暮らしとつながる

内装部材

1.造作材
　突板貼(造作材・合板)／無垢／積層

2.フローリング
　無垢／三層／挽板複合／ヘリンボーン／

　国産無垢

3.壁・天井材
　Vw／fw／fw+／S-SERIES／

　羽目板／SOLI Deco／オンザウォール

4.無垢幅はぎ材
　インテリアパネル／ノージョイントボード／

　ソリッド幅はぎ 耳付きパネル

5.インテリア合板
　ホワイトバーチ合板

6.室内建具
　maruto／Doo／Shikiri／KITOTE

7.和室材
　和室造作材／縁甲板／置き和室シリーズ／畳

8.収納部材

9.木製手洗器

外装部材

10.木製デッキ材

11.木製外壁材
　   杉 下見板／杉 ログ加工／

　   カラマツ T＆Tパネル／焼杉

塗装サービス

木製品に関して
　  日頃のお手入れ／特徴と注意事項

会社概要
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2｜木製建具であたたかさを
木製建具は、何といっても手で触れたときの柔らかさとあたたかさです。
毎日触れるものだから、永く大切に使い続ける豊かさと味わい深さを感じていただけます。

3｜樹種や色味の違いで、空間にアクセント
床だけじゃなく、家具・天井・窓枠など様々な場所に木を取り入れる事で、
木の香りと共に、空間にいいアクセントを与えてくれます。

木の暮らしは素材選びから
日々の暮らしの中で「木の素材を選ぶ」という小さな選択をしてみませんか。
木のある暮らしは、ぬくもりのあるあたたかな場所になり、私たちを癒してくれます。
素材が生き続けられる、飽きのこないシンプルなデザインは、
永く使い続ける豊かさを教えてくれます。
子供たちが生きる未来に豊かな自然を残すために少しでも私たちにできることを
木を通して伝え、つなげていきたい。

１｜天然素材の気持ちよさ
厚みのある無垢材は心地よい肌触りです。
杉のような柔らかい樹種を床材に取り入れると木のぬくもりをより体感いただけます。
豊富な樹種の中から自分の素肌にあうものをお選びください。

65

木と暮らす



4｜木の特徴を知って好きになる

1.柔らかいぬくもり
木のお箸やお椀、取っ手を持っても手は熱くなりませんよね。

木は細胞の中に空気が入っていて熱が伝わりにくい特徴があります。

また、木の家にいると夏はすずしく冬はあたたかく感じるのも、

熱い空気や冷たい空気が伝わりにくい木の働きのおかげです。

87

2. じめじめしない
木は細胞に水分を含ませる事ができるので、湿度が高い時には

空気中の水分を吸い込み乾燥してくると水分を出して、

部屋の中を過ごしやすくしてくれます。

それが調湿作用です。窓の水滴やカビを防ぎ、健康にも良いのです。

3. やさしいクッション
空気を含んだ木の細胞は、クッションのように

衝撃をやわらげる働きがあります。

体になじみやすく木材の上を歩くとコンクリートよりも

やわらかく感じられるのはそのためです。

4. リラックス
木には種類によって、いろいろな香りがあり、

人をリラックスさせます。

また、細胞の中に多くの空気を含むため

体温が奪われにくく、ぬくもりを感じます。

5. 長持ち
木は人にとって昔から身近な建築材料です。

世界で最も古い木造の建物は今から約 1300 年前に

建てられた日本の法隆寺です。

木材はしっかり愛情を持って手入れをすれば

とても長く使うことができます。

6. 暮らしを守る
酸素が無ければ人間や動物は生きていけませんが、

森の木々は空気中の二酸化炭素を吸収して酸素に

変える働きがあり、地球の温暖化を抑える大切な

役割を果たしています。そんな樹木が育つ森林の

恩恵を受けて私たちの暮らしは守られています。

木と暮らす



造作材



ひのき 柾目 ひのき 板目 杉赤 板目 杉赤 柾目 

突板貼造作材
積層した芯材に突板という薄板を貼り合わせたものです。
表情は無垢材と同じような仕上がりで、反りや割れを少なくしました。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。

＜用途＞
　窓枠／開口枠／建具枠／飾り棚
　カーテン BOX／化粧梁

＜オプション＞
　溝加工／組み加工／塗装サービス

＜参考サイズ＞
　厚：10~300
　幅：10～1200
　　※200 以上は幅はぎになる場合があります
　長：300～7950
　　※4000以上はジョイントになる場合があります
　　※樹種により対応サイズは異なります

【 突板｜対応樹種 】

突板

芯材

スプルース 柾目

メープル 柾目

米栂 柾目

ブラックウォルナット 柾目

タモ 柾目 タモ 板目 ホワイトオーク 柾目 ホワイトオーク 板目

チーク 柾目

ブラックウォルナット 板目ピーラー 柾目 ブラックチェリー  柾目

ホワイトアッシュ 柾目

サペリマホガニー 柾目

突板貼合板
突板をラワン合板の表面に貼った天然木の化粧貼合板です。
軽くて扱いやすいのが特徴で、ゆがみにくく割れにくいので主に家具や建具や壁材に使用します。
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内装
造作材

突板

合板

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

シューズボックス

樹種：ホワイトオーク

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

要お問い
　合わせ

塗装受注

※実働2週間～
　（要問合せ）

2.5mm 4mm 5.5mm 4mm 5.5mm 4mm 5.5mm

V36-□-2.5 V36-□-4 V36-□-5.5 V38-□-4 V38-□-5.5 V48-□-4 V48-□-5.5

S スプルース 柾目

HE 米栂 柾目

TA-F 板目

TA-S 柾目

WO-F 板目

WO-S 柾目

OP ピーラー 柾目

BC ブラックチェリー

M メープル

SM サペリマホガニー

WA ホワイトアッシュ

BW-F 板目

BW-S 柾目

H-F 板目

H-S 柾目

JC-F 板目

JC-S 柾目

TE チーク 柾目 ¥14,300 ¥14,600 ¥15,500 ¥18,900 ¥20,600 ¥24,600 ¥25,200

¥8,600 ¥9,500 ¥10,900 ¥12,600 ¥14,300 ¥14,900

¥16,600

¥18,600

¥12,900 ¥14,600 ¥16,000

¥22,900

3’×6’  (910×1820) 3’×8’（910×2440) 4’×8’（1220×2440)

¥13,200 ¥14,000 ¥17,800 ¥19,500 ¥22,300

¥10,900 ¥11,800 ¥14,300 ¥16,000 ¥18,000

¥10,000 ¥10,900

□＝樹種

突板貼合板　参考価格

ひのき

杉

¥8,300

¥9,800

¥10,600

¥12,900

柾目

ブラックウォルナット

タモ

ホワイトオーク

品番記入例　　　V36　-　TA-F　-　2.5
(3’×6’合板) (タモ板目) (2.5mm厚)
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内装
造作材

突板貼造作材　納入実績
建具、柱、鴨居、敷居、造作家具、框など突板貼だからこそ可能な樹種が豊富です。
木目揃えなど品質の良さと柔軟さで、様々な造作に対応いたします。

格子

樹種：ホワイトオーク

塗装：チーク色

※拭き取り仕上げ

照明 BOX

樹種：ウォルナット

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

建具

樹種：ピーラー

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

造作

樹種：スプルース

無塗装

造作

樹種：ひのき

塗装：ホワイト

※拭き取り仕上げ
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内装
造作材

無垢造作材
開口枠・巾木・廻縁などの造作加工を承ります。
フローリングや壁・天井材と樹種を揃えることや近い色味に着色塗装することも可能です。
天然木の重厚さと質感の良さを楽しむことができます。

★厚み・幅・長さ・形状・樹種をご指定の上、お問い合わせください。

チーク

ナラ 柾目

ホワイトアッシュ

ピーラー

ウォールナット

ハードメープル ブラックチェリー

国産ひのき 柾目 スプルース

米栂

※形状やサイズにより、柾目のみ板目のみと限定されることがございます。【 無垢｜対応樹種 】
国産杉 柾目 国産杉 板目

国産ひのき 板目

ナラ 板目

タモ 柾目 タモ 板目

ブラックウォルナット

塗装受注

※実働2週間～
　（要問合せ）

開口枠

樹種：国産ひのき

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

開口枠

樹種：国産杉

塗装：無塗装

＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

要お問い
　合わせ



1817

内装
造作材

無垢造作材　納入実績

姿見

樹種：ナラ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

手摺

樹種：ナラ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

ルーバー

樹種：タモ

塗装：ブラウン色

階段

樹種：国産ひのき

塗装：蜜蠟ワックス

※拭き取り仕上げ

式台

樹種：国産杉

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

キッチンカウンター

樹種：タモ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ
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内装
造作材

積層造作材
木材の接合面をジグザグに加工し、相互にはめ込んで接着した材です。
接合部分は指を組み合わせたように見えることから「フィンガージョイント」と名付けられました。
接着面積が多くなるため、安定した強度を保つことができます。
短尺材・端材から長尺材を製造できるというメリットがあり、エコにも寄与しています。

レッドパイン　無地 タモ

ラバーウッド

国産杉

ナラ

フィンガージョイント

【 用途 】
棚板、カウンター、家具材、階段など

溝加工／ R加工／ C面取加工／穴あけ加工

オプション加工

国産ひのき

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

塗装受注

※実働2週間～
　（要問合せ）

品番記入例　　　FJ　-　RP　-　203001000
(積層材) (レッドパイン) (サイズ：20×300×1000)

★特注サイズは厚み・幅・長さ・樹種をご指定の上、

　お問い合わせください。

積層材　参考価格 ※無塗装品

RP RU TA NA JC H

厚み 幅 長さ レッドパイン ラバーウッド タモ ナラ 国産杉 国産ひのき

1000 ¥5,100 ¥4,800 ¥10,200

2000 ¥10,200 ¥9,600 ¥20,400

3000 ¥15,300 ¥14,400 ¥30,600

4000 ¥20,400 ¥19,200 ¥40,800

1000 ¥8,800 ¥8,000 ¥17,000

2000 ¥17,600 ¥16,000 ¥34,000

3000 ¥26,400 ¥24,000 ¥51,000

4000 ¥35,200 ¥32,000 ¥68,000

1000 ¥10,500 ¥9,600 ¥20,400

2000 ¥21,000 ¥19,200 ¥40,800

3000 ¥31,500 ¥28,800 ¥61,200

4000 ¥42,000 ¥38,400 ¥81,600

1000 ¥5,700 ¥5,400 ¥12,800 ¥16,000 ¥12,000 ¥15,000

2000 ¥11,300 ¥10,800 ¥25,500 ¥32,000 ¥24,000 ¥30,000

3000 ¥17,000 ¥16,200 ¥38,300 ¥48,000 ¥36,000 ¥45,000

4000 ¥22,700 ¥21,600 ¥51,000 ¥67,200 ¥48,000 ¥60,000

1000 ¥10,000 ¥9,000 ¥21,300 ¥26,800 ¥20,000 ¥25,000

2000 ¥20,000 ¥18,000 ¥42,500 ¥53,600 ¥40,000 ¥50,000

3000 ¥30,000 ¥27,000 ¥63,800 ¥80,400 ¥60,000 ¥75,000

4000 ¥40,000 ¥36,000 ¥85,000 ¥112,000 ¥80,000 ¥100,000

1000 ¥12,000 ¥10,800 ¥25,500 ¥32,000 ¥24,000 ¥30,000

2000 ¥24,000 ¥21,600 ¥51,000 ¥64,000 ¥48,000 ¥60,000

3000 ¥36,000 ¥32,400 ¥76,500 ¥96,000 ¥72,000 ¥90,000

4000 ¥48,000 ¥43,200 ¥102,000 ¥135,000 ¥96,000 ¥120,000

1000 ¥6,800 ¥6,500 ¥15,300 ¥19,200 ¥14,400 ¥18,000

2000 ¥13,500 ¥13,000 ¥30,600 ¥38,400 ¥28,800 ¥36,000

3000 ¥20,300 ¥19,500 ¥45,900 ¥57,600 ¥43,200 ¥54,000

4000 ¥27,000 ¥26,000 ¥61,200 ¥81,000 ¥57,600 ¥72,000

1000 ¥12,000 ¥10,800 ¥25,500 ¥32,000 ¥24,000 ¥30,000

2000 ¥24,000 ¥21,600 ¥51,000 ¥64,000 ¥48,000 ¥60,000

3000 ¥36,000 ¥32,400 ¥76,500 ¥96,000 ¥72,000 ¥90,000

4000 ¥48,000 ¥43,200 ¥102,000 ¥135,000 ¥96,000 ¥120,000

1000 ¥14,400 ¥13,000 ¥30,600 ¥38,400 ¥28,800 ¥36,000

2000 ¥28,800 ¥26,000 ¥61,200 ¥76,800 ¥57,600 ¥72,000

3000 ¥43,200 ¥39,000 ¥91,800 ¥115,200 ¥86,400 ¥108,000

4000 ¥57,600 ¥52,000 ¥122,400 ¥162,000 ¥115,200 ¥144,000

受注生産 ※実働一週間～

600

30

品番：FJ-樹種-サイズ

20

25

300

500

600

300

500

600

300

500

要お問い合わせ

【 積層｜対応樹種 】



積層造作材　納入実績
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内装
造作材

階段

樹種：タモ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

メルクシパイン ラジアータパイン スプルース

米栂 チーク ブラックウォルナット

カバ桜 アメリカンブラックチェリー

【 その他｜対応可能樹種 】

要お問い
　合わせ

開口枠

樹種：タモ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

フィンガージョイント
溝加工／ R加工／ C面取加工／穴あけ加工

オプション加工

＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

積層造作材



フローリング
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内装
フローリング

無垢フローリング

「毎日触れるものだから天然木がいい。」

木のそのものの素材感や調湿効果を実感していただけます。

ナラAB

ナラ CD

カバ C

ナラは、美しい木目と無垢材そのものが強度を持つ素材で

フローリングの中でも人気の高い樹種です。

表面に比較的傷が付きにくい硬さです。

またインテリアを選ばない優しい色合いをしており、

家具のテイストによって、違った雰囲気を楽しめます。

タモ BC

ブラックウォルナット AB

ネシアチーク

場所によって色の深さが異なる、木目が美しい人気の樹種です。
ナラとよく似ていますが、ナラに比べて木目が比較的はっきりしています。

木目が美しく無塗装でも独特の光沢を放ち、反りや縮みなどの狂いが少ないです。
使い込むほどに色の深さや光沢が増し、年月の経過と共に格調高さを感じさせます。
エレガントで品のある空間に仕上がります。

チーク、マホガニーと共に世界三大銘木とされる高級材です。
落ち着いた濃淡のある色合いと木目で重厚感のあるインテリアを演出します。

木肌は緻密で均等です。
硬い木ではありますが加工性はよく反り等の狂いも少ないです。

無垢フローリング　断面

床

樹種：ナラ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

ナラ グレード：AB タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FUO-NAAB-12 オイルクリア 15 120 1820 1.53 7 ¥17,100 ¥26,100 

カバ グレード：C タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FUO-KAC-13 オイルクリア 15 130 1820 1.66 7 ¥13,000 ¥21,500 

タモ グレード：BC タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-TABC-12 無塗装 ¥13,900 ¥21,100 
FUO-TABC-12 オイルクリア ¥14,300 ¥21,800 

120 71.53182015

ネシアチーク タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-NT-12 無塗装 15 120 1820 1.53 7 ¥22,700 ¥34,700 

ナラ グレード：CD タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-NACD-12 無塗装 ¥13,400 ¥20,400 
FUO-NACD-12 オイルクリア ¥14,100 ¥21,500 

15 120 71.531820

ブラックウォルナット グレード：AB タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FUO-BWAB-12 オイルクリア 15 120 1820 1.53 7 ¥25,100 ¥38,300 
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内装
フローリング

無垢フローリング

レッドパイン 節有
クリ A

アカシア

美しい木目で独特の光沢があります。
重くて硬いクリは昔から、枕木や建築用の土台に使われていました。
防虫効果にも優れ、年月が経つとより色が濃く変化します。

色の差がはっきりして、独特の木目が特徴です。
耐久性に優れ、シロアリに対する抵抗力も備えています。
アンティークのインテリアと相性が良いです。

やわらかくあたたかみがあり、親しみやすい木目と色味です。
建築、家具、土木、パルプなどに幅広く使われ、インテリアに取り入れやすいです。

重厚な質感で、寸法安定性や耐久性に優れています。
古来より最高の建築材として珍重されてきました。

チーク /乱尺

チーク / ユニ

床

樹種：チーク

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

クリ グレード：A タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-KUA-12 無塗装 ¥16,400 ¥25,000 
FUO-KUA-12 オイルクリア ¥18,000 ¥27,500 

120 71.53182015

アカシア タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-AC-12 無塗装 ¥12,900 ¥19,700 
FUO-AC-12 オイルクリア ¥18,300 ¥27,900 

120 71.53182015

レッドパイン グレード：節有 タイプ：一枚もの(OPC)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FO-RPC-15112 15 112 3.45 8 ¥9,000 ¥30,800 
FO-RPC-21137 21 137 3.17 6 ¥11,000 ¥34,700 
FO-RPC-31134 31 134 1.55 3 ¥18,300 ¥28,300 
FOO-RPC-15112 15 112 3.45 8 ¥14,300 ¥49,300 
FOO-RPC-21137 21 137 3.17 6 ¥16,400 ¥51,800 
FOO-RPC-31134 31 134 1.55 3 ¥23,800 ¥36,800 

3850無塗装

オイルクリア 3850

チーク タイプ：ユニ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FU-TE-12 無塗装 ¥26,200 ¥40,000 
FUO-TE-12 オイルクリア ¥28,600 ¥43,600 

15 120 1820 1.53 7

チーク タイプ：乱尺

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FR-MT-12 無塗装 15 120 乱尺 1.52 ー ¥27,800 ¥42,000 

※長さ 400 ～ 1200mmの組み合わせで入ります。
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内装
フローリング

三層フローリング

ナラ BC  キャタピラーカット ( ノコ目 )　※

ナラ AB 

ナラ    なぐり /UV ダーク

表層、中間層、裏層それぞれ違った木材を貼り合わせたものになります。 
無垢に比べて収縮、膨張が起こりにくい構造です。   

ナラ    なぐり /UV ミディアム

※表面が粗い肌触りのため、
　〔土足用〕としてご利用ください。

三層フローリング　断面

三層フローリング　なぐり加工　断面

三層フローリング　キャタピラーカット　断面

ナラ CD

UV 塗装：木の表面にUV( 紫外線 ) を照射し、塗料を硬貨させます。
　　　　  耐熱性、防滑性にすぐれます

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【 土足用】

床

樹種：ナラ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

挽板厚4

挽板厚 4

挽板厚 4

ナラ グレード：BC タイプ：三層　なぐり加工

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FTND-NABC-15 UVダーク 15(4) 150 1820 1.64 6 ¥20,100 ¥32,900 
※(表面の挽板厚)

ナラ グレード：BC タイプ：三層　なぐり加工

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FTNM-NABC-15 UVミディアム 15(4) 150 1820 1.64 6 ¥20,100 ¥32,900 
※(表面の挽板厚)

ナラ グレード：BC タイプ：三層キャタピラーカット(ノコ目)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FTK-NABC-15 無塗装 15(4) 150 1820 1.64 6 ¥20,300 ¥33,100 
※(表面の挽板厚)

ナラ グレード：AB タイプ：三層

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FT-NAAB-15 無塗装 150 1.64 6 ¥21,500 ¥35,200 
FTO-NAAB-15 オイルクリア 150 1.64 6 ¥22,700 ¥37,200 

※(表面の挽板厚)

182015(4)

ナラ グレード：CD タイプ：三層

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FT-NACD-189 無塗装 189 1.72 5 ¥19,500 ¥33,400 
FTO-NACD-189 オイルクリア 189 1.72 5 ¥20,400 ¥35,000 

※(表面の挽板厚)

182015(4)
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内装
フローリング

挽板複合フローリング

挽板複合フローリングとは合板の上に挽き板を重ねたものになります。 
表面は無垢材同様の素材感と合板の安定性を兼ね備え、
床暖房にも対応します。 三層タイプよりもさらに収縮が少ないです。

※一部、非対応となる床暖房システムがございます。 

ブラックウォールナット

ブラックチェリー

ハードメープル

ミャンマーチーク

床暖対応

挽板複合フローリング　断面

オーク

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※

床

樹種：ブラックウォルナット

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

挽板厚 
3(2)

オーク タイプ：挽板複合

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FFO-OA-15 オイルクリア 15(3) 150 1818 1.64 6 ¥25,200 ¥41,100 
FFU-OA-12 ウレタンマット 12(2) 120 909 1.53 14 ¥18,800 ¥28,600 

※(表面の挽板厚)

ハードメープル タイプ：挽板複合

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FFO-HM-15 オイルクリア 15(3) 150 1818 1.64 6 ¥25,200 ¥41,100 
FFU-HM-12 ウレタンマット 12(2) 120 909 1.53 14 ¥18,800 ¥28,600 

※(表面の挽板厚)

ブラックチェリー タイプ：挽板複合

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FFO-BC-15 オイルクリア 15(3) 150 1818 1.64 6 ¥25,200 ¥41,100 
FFU-BC-12 ウレタンマット 12(2) 120 909 1.53 14 ¥18,800 ¥28,600 

※(表面の挽板厚)

ブラックウォルナット タイプ：挽板複合

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FFO-BW-15 オイルクリア 15(3) 150 1818 1.64 6 ¥29,600 ¥48,300 
FFU-BW-12 ウレタンマット 12(2) 120 909 1.53 14 ¥18,800 ¥28,600 

※(表面の挽板厚)

ミャンマーチーク タイプ：挽板複合

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FFO-MT-15 15(2) 150 1818 1.64 6 ¥33,900 ¥55,400 
FFO-MT-12 12(2) 120 909 1.53 14 ¥27,000 ¥41,100 

※(表面の挽板厚)

オイルクリア
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内装
フローリング

ヘリンボーン

ヘリンボーンとはニシンの骨からイメージされた文様といわれています。 
日本では、杉の葉に見立てて杉綾・綾杉と言われる文様で 弓矢の弦にかける部分に似ていることから
矢筈 ( やはず ) ともいわれています。
古くからある張り方で、歴史建造物などにも多く使われています。 

オーク ラスティック

ブラックウォールナット

ネシアチーク

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

床

樹種：オーク

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

オーク グレード：ラスティック　タイプ：ヘリンボーン

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FH-OA-6 無塗装 15 60 420 1.64 65 ¥20,800 ¥34,000 

ネシアチーク 　タイプ：ヘリンボーン

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FH-NT-6 無塗装 15 60 420 1.64 65 ¥27,300 ¥44,700 

ブラックウォルナット 　タイプ：ヘリンボーン

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

FH-BW-6 無塗装 15 60 420 1.64 65 ¥29,500 ¥48,300 
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内装
フローリング

紀州杉 源平　無地・上小 紀州杉 源平　生節 ( 埋木 )

紀州ひのき　無地・上小 紀州ひのき　生節 ( 埋木 )

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

塗装受注

※実働2週間～

【加工オプション】
・エンドマッチ加工  　   ￥1,600/枚（加工後、-50㎜になります）
・浮造り加工 　　　　   ￥1,600/m
・塗装：蜜蝋ワックス　   ￥3,000/㎡ 
　　　ウレタンクリア　￥4,500/㎡
　　　自然塗料　　　 ￥4,000/㎡~
                                             (オスモ/リボス/プラネット等、塗料によって異なります）

幅

6 5

【加工形状】
本実・突き付け

本実・突き付け加工　断面図

国産無垢フローリング
代表的な杉とひのきは古くから使われている身近な木で、日本の気候と環境に適しています。
国産材を積極的に使うことで、地域の活性化や日本の森林を守ることに繋がります。

床

樹種：国産杉

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

紀州ひのき　無地

品番記入例　　　FO　-　JCAB　-　151052000
(OPCフローリング) (杉 無地・上小) (サイズ：15×105×2000)

紀州ひのき タイプ：一枚もの(OPC) ※無塗装品

品番 厚み 幅 ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

A 無地 ¥20,238 ¥68,000 ¥24,702 ¥83,000 

AB 無地・上小 ¥17,262 ¥58,000 ¥20,238 ¥68,000 

C 生節  (埋木) ¥9,821 ¥33,000 ¥9,821 ¥33,000 

A 無地 ¥20,238 ¥68,000 ¥24,702 ¥83,000 

AB 無地・上小 ¥17,262 ¥58,000 ¥20,238 ¥68,000 

C 生節  (埋木) ¥9,821 ¥33,000 ¥9,821 ¥33,000 

A 無地 ¥41,667 ¥140,000 ¥47,917 ¥161,000 

AB 無地・上小 ¥36,310 ¥122,000 ¥42,560 ¥143,000 

C 生節  (埋木) ¥17,262 ¥58,000 ¥17,262 ¥58,000 

A 無地 ¥21,944 ¥79,000 ¥25,000 ¥90,000 

AB 無地・上小 ¥18,056 ¥65,000 ¥20,833 ¥75,000 

C 生節  (埋木) ¥9,167 ¥33,000 ¥9,167 ¥33,000 

A 無地 ¥38,889 ¥140,000 ¥44,722 ¥161,000 

AB 無地・上小 ¥33,889 ¥122,000 ¥39,722 ¥143,000 

C 生節  (埋木) ¥16,111 ¥58,000 ¥16,111 ¥58,000 

15

30

3.60 6

FO-H� -�
(� =グレード-サイズ)

グレード

2000

15

3.36

105 16

30

12150 3.60

14120

15

4000

長さ

3.36

8

7

紀州杉 源平 タイプ：一枚もの(OPC) ※無塗装品

品番 厚み 幅 ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

AB 無地・上小 ¥10,714 ¥36,000 ¥10,714 ¥36,000 

C 生節  (埋木) ¥7,143 ¥24,000 ¥7,143 ¥24,000 

AB 無地・上小 ¥10,714 ¥36,000 ¥10,000 ¥36,000 

C 生節  (埋木) ¥7,143 ¥24,000 ¥6,667 ¥24,000 

AB 無地・上小 ¥10,000 ¥36,000 ¥10,000 ¥36,000 

C 生節  (埋木) ¥6,667 ¥24,000 ¥6,667 ¥24,000 

AB 無地・上小 ¥16,111 ¥58,000 ¥16,111 ¥58,000 

C 生節  (埋木) ¥12,222 ¥44,000 ¥12,222 ¥44,000 

AB 無地・上小 ¥16,111 ¥58,000 ¥16,111 ¥58,000 

C 生節  (埋木) ¥12,222 ¥44,000 ¥12,222 ¥44,000 

15

105

120

150

30

180

16

14

12

10

3.60

3.36

グレード

FO-JC� -�
(� =グレード-サイズ)

長さ

2000 4000

3.36

8

7

3.60

6

5

要お問い
　合わせ紀州杉 赤味のみも対応可能です。



壁・天井材
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内装
壁・天井材

一般的な壁・天井材よりも厚みのある天然素材をふんだんに使用しました。

深い溝の加工を施すことによって印象的で心地よい陰影を表現します。

ヘムロックファー ( 米栂 ) 柾目 上小節 / 幅はぎ

100

20

国産杉 柾目 上小節 / 幅はぎ

Vertical wood

Vw(Vertical wood)
塗装受注

※実働2週間～

天井・壁

樹種：ヘムロックファー

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※収納部材

　「アームハング棚柱 SS」

　と併用可能です。　➡p.87

アームハング棚柱 SS

棚受 ( 木質棚板用 )

ヘムロックファー グレード：上小節 タイプ：柾目幅はぎ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PVW-HE-2010 無塗装 ¥36,500 ¥43,800 
PVWO-HE-2010 オイルクリア ¥39,800 ¥47,760 

20 100 42980 1.20

 国産杉源平 グレード：上小節 タイプ：柾目幅はぎ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PVW-JC-2010 無塗装 ¥40,000 ¥48,000 
PVWO-JC-2010 オイルクリア ¥44,000 ¥52,800 

20 100 42980 1.20



内装
壁・天井材

42

壁

樹種：国産杉　源平

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

41

羽目板　目透かし

flat wood /flat wood plus

f  lat wood plusf  lat wood

80

10

羽目板　突き付け

30

10

廻り縁

幅木 ( 巾木 )

3101
ノーマルクリア

3137
チェリー

3119
シルクグレー

3138
マホガニー

3161
エボニー

3163
ウォルナット

3164
オーク

3166
チーク

塗装受注

※実働2週間～

木目をいかしたカラーバリエーションです。　あたたかみのある印象的な空間を演出します。
【塗装｜8色】

80
7

10

60

10

fw  国産杉源平 グレード：上小節 タイプ：突き付け

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PFW-JC-80 無塗装 ¥5,750 ¥19,320 
PFWO-JC-80 オイルクリア ¥9,000 ¥30,240 
PFWC-JC-80 着色(8色) ¥10,000 ¥33,600 

143000 3.3610 80

fw+  国産杉源平 グレード：上小節 タイプ：目透かし

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PFWP-JC-80 無塗装 ¥5,750 ¥19,320 
PFWPO-JC-80 オイルクリア ¥9,000 ¥30,240 
PFWPC-JC-80 着色(8色) ¥10,000 ¥33,600 

143000 3.3610 80

巾木　国産杉源平 グレード：上小節

品番 塗装 厚み 幅 長さ M/束 入数/束 参考価格(本) 参考価格(束)

HTFW-JC-60 無塗装 ¥6,000 ¥72,000 
HTFWO-JC-60 オイルクリア ¥8,400 ¥100,800 
HTFWC-JC-60 着色(8色) ¥9,600 ¥115,200 

3000 3610 60 12

廻り縁　国産杉源平 グレード：上小節

品番 塗装 厚み 幅 長さ M/束 入数/束 参考価格(本) 参考価格(束)

MWFW-JC-30 無塗装 ¥4,800 ¥57,600 
MWFWO-JC-30 オイルクリア ¥6,900 ¥82,800 
MWFWC-JC-30 着色(8色) ¥7,800 ¥93,600 

3000 3610 30 12

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。
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内装
壁・天井材

YOFU-NAGURI
DESIGN PANEL S-SERIES

ZUCCHINI

天井

STRIPSMALL WAVE

樹種：杉　 無地・上小

塗装：クリア塗装

国産杉の羽目板をウェーブ加工によって独特な杢目と陰影を表現したデザインウォールです。
デザインによってそれぞれ違った味わい深い杢目が印象的です。

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

STRIPE BIG WAVE

STRIPE SMALL WAVE SAZANAMI WAVE 

YOFU-NAGURI 杉 グレード：節あり(埋木・パテあり)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PYN-JCC-1220 無塗装 ¥4,700
PYNO-JCC-1220 クリア塗装 ¥5,900
PYN-JCC-1230 無塗装 ¥7,350
PYNO-JCC-1230 クリア塗装 ¥9,200
YOFU-NAGURI 杉 グレード：無地上小

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PYN-JCAB-1220 無塗装 ¥7,900
PYNO-JCAB-1220 クリア塗装 ¥9,900
PYN-JCAB-1230 無塗装 ¥12,300
PYNO-JCAB-1230 クリア塗装 ¥15,400

15

15

15

15

120 2000 0.24

120 3000 0.36

120 2000 0.24

120 3000 0.36

ZUCCHINI 杉 グレード：節あり(埋木・パテあり)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PZC-JCC-1520 無塗装 ¥8,500
PZCO-JCC-1520 クリア塗装 ¥10,700
PZC-JCC-1530 無塗装 ¥15,000
PZCO-JCC-1530 クリア塗装 ¥18,800
ZUCCHINI 杉 グレード：無地上小

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PZC-JCAB-1520 無塗装 ¥14,200
PZCO-JCAB-1520 クリア塗装 ¥17,800
PZC-JCAB-1530 無塗装 ¥25,000
PZCO-JCAB-1530 クリア塗装 ¥31,300

15

15

15

15

150

150

150

150

2000

3000

2000

3000

0.30

0.45

0.30

0.45

SAZANAMI WAVE 杉 グレード：節あり(埋木・パテあり)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSW-JCC-1520 無塗装 ¥8,500
PSWO-JCC-1520 クリア塗装 ¥10,700
PSW-JCC-1530 無塗装 ¥15,000
PSWO-JCC-1530 クリア塗装 ¥18,800
SAZANAMI WAVE 杉 グレード：無地上小

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSW-JCAB-1520 無塗装 ¥14,200
PSWO-JCAB-1520 クリア塗装 ¥17,800
PSW-JCAB-1530 無塗装 ¥25,000
PSWO-JCAB-1530 クリア塗装 ¥31,300

15

15

15

15

150

150

150

150

2000

3000

2000

3000

0.30

0.45

0.30

0.45

STRIPE BIG  WAVE 杉 グレード：節あり(埋木・パテあり)

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSB-JCC-13520 無塗装 ¥7,700
PSBO-JCC-13520 クリア塗装 ¥9,700
STRIPE BIG  WAVE 杉 グレード：無地上小

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSB-JCAB-13520 無塗装 ¥12,900
PSBO-JCAB-13520 クリア塗装 ¥16,200

15 135 2000 0.27

15 135 2000 0.27

STRIPE SMALL  WAVE 杉 グレード：節あり(埋木・パテあり)
品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSS-JCC-13520 無塗装 ¥7,700
PSSO-JCC-13520 クリア塗装 ¥9,700
STRIPE SMALL  WAVE 杉 グレード：無地上小

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/枚 参考価格(枚)

PSS-JCAB-13520 無塗装 ¥12,900
PSSO-JCAB-13520 クリア塗装 ¥16,200

15

15

135

135

2000

2000

0.27

0.27
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内装
壁・天井材

ヘムロックファー ( 米栂 ) 柾目

レッドシダー

無垢羽目板

ヴィレ　パイン

ソルミ　パイン

カラマツ 柾目

85

8

95

10

90

10

80

15

10

83

15

10

国産無垢羽目板

【加工オプション】
・エンドマッチ加工  　   ￥1,600/枚（加工後、-50㎜になります）
・浮造り加工 　　　　   ￥1,600/m
・塗装：蜜蝋ワックス　   ￥10,000/㎡ 
　　　ウレタンクリア　￥14,400/㎡

【加工形状】
アイジャクリ・目透かし／本実・目透かし

幅
62 7

本実・目透かし加工　断面図

幅
66 3

アイジャクリ・目透かし加工　断面図

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※1束 ( ケース ) に長さ 1800mmが 4枚、3600mmが 9枚入っています。

紀州杉 源平　無地・上小 紀州杉 源平　生節 ( 埋木 )

紀州ひのき　無地・上小 紀州ひのき　生節 ( 埋木 )紀州ひのき　無地

紀州ひのき ※無塗装品

品番 厚み 幅 ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

A 無地 ¥18,750 ¥63,000 ¥18,156 ¥63,000 ¥22,321 ¥75,000 
AB 無地・上小 ¥14,881 ¥50,000 ¥14,698 ¥51,000 ¥18,750 ¥63,000 
C 生節  (埋木) ¥8,631 ¥29,000 ¥8,358 ¥29,000 ¥8,631 ¥29,000 
A 無地 ¥18,750 ¥63,000 ¥17,500 ¥63,000 ¥22,321 ¥75,000 
AB 無地・上小 ¥14,881 ¥50,000 ¥13,889 ¥50,000 ¥18,750 ¥63,000 
C 生節  (埋木) ¥8,631 ¥29,000 ¥8,056 ¥29,000 ¥8,631 ¥29,000 
A 無地 ¥20,000 ¥72,000 ¥20,000 ¥72,000 ¥23,889 ¥86,000 
AB 無地・上小 ¥16,944 ¥61,000 ¥16,945 ¥61,000 ¥18,889 ¥68,000 
C 生節  (埋木) ¥8,056 ¥29,000 ¥8,056 ¥29,000 ¥8,056 ¥29,000 

グレード

PO-H� -�
(� =グレード)
(� =サイズ)

105

3.36

16

3.60 12

8

14 7

長さ
2000 4000

3.36

3000

11

10

3.47

3.60

12

3.60 68

120

150

紀州杉 源平 ※無塗装品

品番 厚み 幅 ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束) ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

AB 無地・上小 10 90 3.60 20 ¥6,389 ¥23,000 3.51 13 ¥6,553 ¥23,000 3.60 10 ¥7,222 ¥26,000 
AB 無地・上小 ¥9,821 ¥33,000 ¥9,510 ¥33,000 ¥9,821 ¥33,000 
C 生節  (埋木) ¥6,845 ¥23,000 ¥6,628 ¥23,000 ¥6,845 ¥23,000 
AB 無地・上小 ¥9,821 ¥33,000 ¥9,167 ¥33,000 ¥9,821 ¥33,000 
C 生節  (埋木) ¥6,845 ¥23,000 ¥6,389 ¥23,000 ¥6,845 ¥23,000 
AB 無地・上小 ¥9,167 ¥33,000 ¥9,167 ¥33,000 ¥9,167 ¥33,000 
C 生節  (埋木) ¥6,389 ¥23,000 ¥6,389 ¥23,000 ¥6,389 ¥23,000 

150 3.60 12 3.60 68

8

120 14 710

105
3.36

16
3.36PO-JC� -�

(� =グレード)
(� =サイズ)

3.47

3.60

3000

11

長さ
2000 4000

グレード

12

品番記入例　　　PO　-　JCAB　-　10902000
(羽目板) (杉 無地・上小) (サイズ：10×90×2000)

ヘムロックファー グレード：A ※無塗装

品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PO-HEA-109019 1900 3.08 18 ¥10,500 ¥32,200 
PO-HEA-109039 3900 3.16 9 ¥13,900 ¥43,600 

10 90

レッドシダー グレード：A ※無塗装

品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

※1800 ※4
※3600 ※9

8 85 ¥21,400 ¥71,800 PO-RCA-885 3.37

カラマツ柾目 グレード：A ※無塗装

品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PO-LAA-109519 1900 3.25 18 ¥14,100 ¥45,800 
PO-LAA-109529 2900 3.31 12 ¥16,400 ¥54,000 
PO-LAA-109539 3900 3.34 9 ¥19,000 ¥63,300 

10 95

ヴィレ　レッドパイン グレード：無地・上小 ※無塗装

品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

POV-RPAB-158039 15 80 3900 1.87 6 ¥24,800 ¥46,300 

ソルミ　レッドパイン グレード：無地・上小 ※無塗装

品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

POS-RPAB-158339 15 83 3900 1.94 6 ¥23,900 ¥46,300 
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内装
壁・天井材

サーモ処理を施してあるので、無垢材の欠点でもある反り・狂い・伸縮が低減されています。
厚み4mmと薄く軽量なので、壁、 天井、 ドア、収納扉等に直接貼ることができます。
自然素材の表情を活かした豊富なデザインを揃えています。

両面テープ無し
4×128×1180mm

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

RAIN OLD

樹種：パイン

塗装：PRINT

※浮造り仕上げ

NATURAL AGING

樹種：パイン

塗装：着色

※浮造り+ノコ目仕上げ

KIRI CKEAR 樹種：桐 タイプ：フラット

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P01KC クリア 4 128 1180 1.66 11 ¥12,350 ¥20,500

PINE CLEAR 樹種：パイン タイプ：浮造り+ノコ目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P02PC クリア 4 128 1180 1.66 11 ¥11,450 ¥19,000

WHITE BRASH 樹種：パイン タイプ：浮造り+目出し

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P03WB 着色 4 128 1180 1.66 11 ¥11,450 ¥19,000

NATURAL AGING 樹種：パイン タイプ：浮造り+ノコ目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P04NA 着色 4 128 1180 1.66 11 ¥11,450 ¥19,000

OAK NATURAL 樹種：パイン タイプ：浮造り

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P05ON PRINT 4 128 1180 1.66 11 ¥13,380 ¥22,200

OAK WHITE GRAY 樹種：パイン タイプ：浮造り

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P06OWG PRINT 4 128 1180 1.66 11 ¥13,380 ¥22,200

RAIN OLD 樹種：パイン タイプ：浮造り

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PSD-P07RO PRINT 4 128 1180 1.66 11 ¥13,380 ¥22,200
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内装
壁・天井材

オンザウォール
炭酸カルシウムを主原料とし、様々なミネラル（鉱物）などを配合して作られた漆喰系塗り壁材です。
天然系塗り壁材の弱点あるクラック防止として、ひび割れしにくい材料が使われています。
従来の塗り壁の特徴は維持しつつ、日本の室内環境に寄り添った塗料です。

【 テクスチャー・パターン 】

下地：上パテ

下地：下パテ

オンザウォール

ジョイント部：メッシュテープ

下地：プラスターボード

【 カラー 】
白色の材料に顔料を混ぜることで色付きの材料になり、豊富なカラーバリエーションが実現します。
無垢の木肌と相性のいいカラーをセレクトいたしました。モダンから和風テイストまで、様々な空間を演出します。

◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ○  ○
○  ◎  ◎  ○  ○  ◎  ◎
△  ◎  ◎  ◎  ◎  △  △

◎  ◎  ◎  ◎  ◎  ◎  △
◎  ◎  ◎  ○  ○  ◎  ◎
◎  ○  ◎  ◎  ○  ◎  △

コスト サポート カラー対応 施工性 天然 耐クラック 耐こすれ

防火性 調湿性 消臭性 断熱性 防カビ性 ノンホルム 耐水性

プレーン

ファイバー

ナチュレ

プレーン

ファイバー

ナチュレ

オンザウォール　プレーン
天然成分にこだわり鮮やかな白が木部によく
映えます。炭酸カルシウムを主原料とし、
様々なミネラル（鉱物）を配合しています。

オンザウォール　ファイバー
強度と耐水性に優れ、使う場所を選びません。
プレーンの５倍の強度を発揮し、耐水性も
高いため、軽い水拭きが可能です。

オンザウォール　ナチュレ
珪藻土含有の天然塗り壁材です。珪藻土を
約 15％含み、化粧品に使われるカオリン
などのミネラルから精製されています。

砂骨ローラークシ

ランダムフラット

【 構造層 】

N-101 N-103 N-107

J-303 S-501 E-701

【 商品性能比較表 】

オンザウォール

プレーン

テクスチャー：フラット

カラー：原色 ( 白 )

オンザウォール

プレーン

テクスチャー：ランダム

カラー：J-303

＊こちらの商品は塗料のみの販売です。　＊価格・施工に関してはお問い合わせください。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

<共通 >
内容量 　　　　22kg/ 缶
標準施工面積　 20 ～ 22 ㎡
標準塗り厚　　 1 ～ 2mm

要お問い
　合わせ



無垢幅はぎ材

インテリア合板
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内装
無垢幅はぎ材

インテリアパネル
まるで一枚の無垢板に見えるこのインテリアパネルは、数枚の無垢板をつなぎ合わせて出来ています。
無垢材だからこそ感じられる温かみのあるパネルです。

ブラックウォルナット
チーク、マホガニーと共に世界三大銘木として人気がある樹種です。
波杢や縮み杢といった装飾的な美しい木目が含まれます。
重厚な木目と落ち着いた色味、光沢のよさは高級感が漂い、
古くから高級家具材として使われています。

ホワイトオーク
耐久性が高いため、ウイスキー樽用材として使われている事でも有名です。
日本のナラに近い雰囲気を持ち、木目ははっきりとしていて、
まれに装飾的なシルバーグレイン ( 虎斑 ) が現れます。

チェリー
古くからヨーロッパなどでは高級家具材料として使われている樹種です。
木肌は細かくやわらかい色合いを持ち、造作材、内装材としても重宝されます。
明るい琥珀色の表面は経年変化により色合いが深まります。

ホワイトアッシュ
外国産の木材でありながら和室にも合う上品な木目です。
清潔感のある白系の柔らかい印象は、爽やかな空間作りに最適です。
高い強度と優れた加工性を併せ持つ品質の高さを活かして、
家具や木製バットの素材としても用いられています。

ハードメープル
明るい色合いの中に、優しい木目と独特な杢目があり、
自然にコントラストが形成されています。
重くて硬い木質は、すり傷や物の落下などによる衝撃に強く、
ボーリングのレーンやピンの素材としても用いられています。

【用途】
棚板、カウンター、家具材、造作材など

テーブル

樹種：ウォルナット

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

在庫
要確認

ブラックウォルナット ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-BW-8686 860 ¥46,000 

H-BW-86122 1220 ¥65,000 

H-BW-86152 1520 ¥81,500 

H-BW-91182 1820 ¥103,500 

H-BW-91242 2420 ¥164,500 

H-BW-101302 1010 3020 ¥228,500 

860

910

30

ホワイトオーク ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-WO-86860 860 ¥34,000 

H-WO-86122 1220 ¥48,500 

H-WO-86152 1520 ¥61,000 

H-WO-91182 1820 ¥77,000 

H-WO-91242 2420 ¥123,500 

H-WO-101302 1010 3020 ¥171,500 

860

910

30

チェリー ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-CE-86860 860 ¥30,000 

H-CE-86122 1220 ¥43,000 

H-CE-86152 1520 ¥54,000 

H-CE-91182 1820 ¥68,500 

H-CE-91242 2420 ¥109,500 

H-CE-101302 1010 3020 ¥152,500 

910

860

30

ハードメープル ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-HM-86860 860 ¥30,000 

H-HM-86122 1220 ¥43,000 

H-HM-86152 1520 ¥54,000 

H-HM-91182 1820 ¥68,500 

H-HM-91242 2420 ¥109,500 

H-HM-101302 1010 3020 ¥152,500 

860

910

30

ホワイトアッシュ ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-WA-86860 860 ¥30,000 

H-WA-86122 1220 ¥43,000 

H-WA-86152 1520 ¥54,000 

H-WA-91182 1820 ¥68,500 

H-WA-91242 2420 ¥109,500 

H-WA-101302 1010 3020 ¥152,500 

860

910

30
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内装
無垢幅はぎ材

※パイン特有の節があります。（入り皮もあります）

※長手方向のフィンガージョイントはありません。

ノージョイントボード　ユーロパイン(北欧赤松)

天板

樹種：ユーロパイン

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

棚

樹種：ユーロパイン

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

ノージョイントボード　ユーロパイン ( 北欧赤松 )
家具や造作板に用いる最高級グレード ( 生節 ) 品を使用しています。
長手方向のフィンガージョイントが無いため一枚板のような美しい仕上がりになっています。
美しい無垢フリー板は、あらゆる造作材、そしてオリジナル家具の材料としても使えます。

テーブル

樹種：ユーロパイン

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

ユーロパイン ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

H-EP-246022 2200 ¥16,200 

H-EP-246038 3800 ¥25,600 

H-EP-306022 2200 ¥19,000 

H-EP-306038 3800 ¥29,800 

24

600

30
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内装
無垢幅はぎ材

ソリッド幅はぎ　耳付きパネル

タモ（片耳付き） タモ（両耳付き）

「幅はぎ」とは、木材の集成方法のひとつです。
集成とは、木材を接着している状態です。
小さな木片を長さ方向に継ぎ、さらに幅方向にも接着した木材を「積層材」と呼びます。
 
長さも継いでいる集成材に対して、長さ継ぎはなく幅方向のみ数枚の板を接ぐ ( はぐ ) ことを「幅はぎ」といい、
幅はぎされた木材を「幅はぎ材」と呼びます。
何枚の板を接いでいるかにより、「２枚はぎ」「３枚はぎ」などと呼びます。

「幅はぎ材」は、無垢の一枚板に近いイメージを期待できますので
カウンター材やテーブルの天板、棚板など、日常的によく目に触れる場所に使用されていることが多いです。
また、枠組み等の造作材としても使用され、さまざまことに気軽に利用できる汎用性の高い材です。

無垢の天板+スチールの脚で、テーブルにすることもできます。

幅はぎ材積層材

耳

端に丸太状の材 ( 皮 ) がついたままの状態ことを

「耳付き」といいます。

【用途】
棚板、カウンター、家具材、造作材など

テーブル

樹種：タモ（両耳付き）

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

塗装受注

※実働2週間～

L 型　スチール製フレーム ( 2 本 ) 脚　¥45,000/ 組

T 型　スチール製フレーム ( 3 本 ) 脚　¥45,000/ 組

※耳付きのため、商品の幅は働き450㎜以上、900㎜以上になります。

※幅はぎのピッチはランダムです。

在庫
要確認

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

タモ（片耳付き） ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

HM1-TA-45 40 450※ 2000 ¥80,000 

タモ（両耳付き） ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

HM2-TA-90 40 900※ 2000 ¥160,000 
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内装
インテリア合板

ホワイトバーチ合板
全層 1.4mm等厚のホワイトバーチ単板で構成し、木口がきれいな縞模様になっています。
建築用だけでなく音響用や、輸送機床板、梱包用品、家具建具など、幅広い用途にご活用いただけます。

表面・裏面ともにパッチ補修（抜節や死節などの欠点部分をくり抜き、くり抜いた部分に埋め木する補修）が混入する
BBグレードです。耐水性の高い接着剤を使用しているので、水まわりにもお使いいただけます。※

※板面を保護する場合は別途ウレタン塗装を推奨します。

断面：1.4mm等厚

木目方向：長さ方向に平行

グレード：BB（埋木、パッチ補修が混入）

カウンター棚

樹種：ホワイトバーチ

テーブル・棚

樹種：ホワイトバーチ

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【 共通仕様】

パッチ補修

ホワイトバーチ合板 グレード：BB ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格(枚)

V-WB-4 4 ¥14,300
V-WB-65 6.5 ¥15,200
V-WB-9 9 ¥17,800
V-WB-12 12 ¥21,200
V-WB-15 15 ¥26,300
V-WB-18 18 ¥31,500
V-WB-21 21 ¥36,900
V-WB-24 24 ¥42,000
V-WB-30 30 ¥52,900

1220 2440



室内建具
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内装
室内建具

シンプルで心地いい暮らしを提案します。
白を基調にした清潔感のある空間におすすめです。

 シンプル框戸

M-KA

 中桟付き框戸

M-KY

 腰板付き框戸

M-KP

暮らしにとけ込むさりげない木の建具

引き戸のみ対応可能

アルミLアングル引き手

 調整戸車

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

　
　

チーク

ホワイトオーク タモ

杉赤

材種：杉赤突板

アクリル：半透明 ( 型板 )

引き手：アルミ丸パイプ   覗き穴タイプ

材種：オーク突板

アクリル：透明

引き手：アルミ丸パイプ   光窓タイプ

材種：タモ突板

アクリル：半透明 ( 型板 )

引き手：アルミ丸パイプ  ノーマルタイプ

※受注後4週間～

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

中桟付き框戸

樹　　種：ホワイトオーク

アクリル：透明

引 き 手 ：アルミ丸パイプ

透明

乳白

半透明（型板）

【 突板 ( 柾目 )｜4種】 【 アクリル｜3種】 【 共通仕様】

※枠は含まれておりません。

maruto
品名 品番 厚み 幅(DW) 高(DH) 参考価格(枚) 幅(DW) 高(DH)

シンプル框戸 M-KA ¥92,000 
中桟付き框戸 M-KY ¥89,200 
腰板付き框戸 M-KP ¥109,200 

特注対応サイズ

35 725 1985
725
～
900

1785
～
1985



【 共通仕様｜引き戸】 【 共通仕様｜開き戸】

6665

内装
室内建具

シナフラッシュ戸

D-FD

ポリ合板フラッシュ戸　

D-HD

ナチュラル板戸

D-KD

どこでも誰でも気軽に使えるドア

ありそうでなかった ”ふつう ”を素敵に

D-FD　シナ突板 D-HD　白ポリ合板

D-KD　ピーラー無垢

材種：シナ突板

引き手：アルミ丸パイプ 光窓タイプ

材種：白ポリ合板

引き手：アルミ丸パイプ  覗き穴タイプ

材種：ピーラー無垢

引き手：ドアノブ

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

　
　

ピポットヒンジ

引き戸・開き戸　両方対応可能

アルミLアングルアルミ丸パイプ

 調整戸車

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

※受注後4週間～

シナフラッシュ戸

樹　　種：シナ突板

引 き 手 ：レバーハンドル

【 材種】

※枠は含まれておりません。

Doo
品名 品番 厚み 幅(DW) 高(DH) 参考価格(枚) 幅(DW) 高(DH)

シナフラッシュ戸 D-FD ¥78,000 
ポリ合板フラッシュ戸 D-HD ¥82,000 
ナチュラル板戸 D-KD 40 728 ¥186,000 728/819

特注対応サイズ

1985
1785
～
2385

35 725
725
～900
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内装
室内建具

間仕切り戸

S-PS

縦格子戸

S-TS

横格子戸

S-YS

飾らないモダンな空間に仕立てます。

ひと  と  ひと

へや　と　へや

ほどよく 仕切って

心地いい 距離感をつくる建具

それが〈Sh i k i r i 〉です

ほどよく仕切って心地いい距離感をつくる

施工性の良い室内木製建具です。
建具枠のセットオプションもご用意しております。

製作範囲内のサイズ変更も承ります。

※建具の厚み、変更可能サイズはデザインによって異なります。
※サイズ特注の場合、規格品と比較しデザインバランスや意匠が異なりますので、予めご了承ください。

　
　

材種：オーク突板

アクリル：半透明 ( 型板 )

引き手：アルミ丸パイプ  覗き穴タイプ

材種：杉赤突板

アクリル：透明

引き手：なし※

※格子戸の縦枠を引き手にしていただくため、

　金物の引き手はございません。

材種：チーク突板

アクリル：乳白

引き手：真鍮　ゴールド

※DH2200mm以上

は意匠が変更します

引き戸のみ対応可能

透明

乳白

半透明（型板） アルミLアングル  調整戸車

チーク

ホワイトオーク タモ

杉赤

※受注後4週間～

縦格子戸

樹　　種：杉赤

アクリル：透明

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【 突板 ( 柾目 )｜4種】 【 アクリル｜3種】 【 共通仕様】

※枠は含まれておりません。

Shikiri
品名 品番 厚み 幅(DW) 高(DH) 参考価格(枚) 幅(DW) 高(DH)

横格子戸 S-YS 35 ¥179,200 1773/1878/1985

間仕切り戸 S-PS ¥110,000 
縦格子戸 S-TS ¥213,000 725/795/865

40
725 1785

～2385

特注対応サイズ

1985
725
～900
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内装
室内建具

天然木（木）の良さと、受け継がれる職人の技（手）の素晴らしさを伝えるために、
「木と手」をコンセプトに生まれたブランドです。
空間との一体感を追求し、障子を暮らしの中で生きる日本の文化として残せるようにという想いが込められています。

グラデーション・ラージ

キリコ　チェス ヌキ　ムーン

アシメトリー　スロープ

「スリムライン」では、組子を美しく見せることを追求し、
一般的な障子で使用される、8㎜よりも細い 6㎜の組子を使用しています。
繊細な組子の技法を生かした障子が、空間を彩ります。

グリッド・ラージ

樹種：ひのき

塗装：無塗装

グラデーション・スモール

樹種：ひのき

塗装：無塗装

＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。



和室材
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内装
和室材

和室造作材
現代の住まいにおいて自然美にあふれた和室は時を忘れ、心やすらぐ空間です。
ワンランク上の和室つくりをお手伝いいたします。
和室造作材以外に書院や違い棚、和風建具などもご相談ください。
さらに詳しい内容は別冊「MARUKI GENERAL CATALOG」をご参照ください。

和室の部材名称

白木枠

スプルース

ひのき

竿縁

天井板

長押
落掛

雲板

床の間

床柱

雑巾摺り 地板
床框床束

押入れ

鴨居

敷居

襖

畳

柱

付鴨居

廻縁

床　柱

地　板

床　框

落　掛

無　双

角 甲丸 前彫 丸太

ケヤキ 黒檀 紫壇 楓 花梨 人黒 杉人工絞り 杉面皮 ひのき錆

ケヤキ /スライサー杢 ケヤキ /ロータリー杢

米松 /ロータリー杢

黒檀 黒面皮 呂色

ケヤキ 花梨

杉柾 杉杢 黒檀

杉柾目 杉板目 杉中杢

突板天井 ( 底目 )

竿縁天井

網代天井 ( ハス市松 +竹の竿縁 )

天井材

銘竹　各種

赤松皮付ひのき

紫檀

桐 釘付

【 特注対応】

ケヤキ黒

ケヤキ古色 ケヤキ春慶

黒檀 メープル

ひのき

＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

【MARUKI GENERAL CATALOG　Vol.3】
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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

【MARUKI GENERAL CATALOG　Vol.3】p.69

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊和室材は地域により、仕様が異なる場合がございます。

床の間部材　価格表

＝受注生産

※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）

/
ひのき廻り縁
（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)

黒檀(ｺｸﾀﾝ) 紫檀(ｼﾀﾝ) 花梨(ｶﾘﾝ) 楓(ｶｴﾃﾞ) ケヤキ ひのき

¥65,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥82,000
¥65,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥77,000 ¥77,000 ¥82,000

120φ 135φ 150φ

床柱 丸太 (無垢) 杉人工絞り ¥100,000 ¥120,000 ¥150,000

杉面皮
ひのき錆※ ※参考価格
赤松皮付※ ※参考価格

前彫 人黒

黒檀(ｺｸﾀﾝ) 紫檀(ｼﾀﾝ) 花梨(ｶﾘﾝ) 欅(ｹﾔｷ) 黒面皮(ﾒﾝｶﾜ) 呂色(ﾛｲﾛ)

¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥19,000 ¥22,000 ¥22,000

杉・杢目 杉・柾目 黒檀  紫檀  花梨 ケヤキ 桐(ｷﾘ)

¥10,000 ¥12,000 ¥16,000 ¥18,500 ¥13,000
¥10,000 ¥12,000 ー ー ー
¥17,400 ー ー ー ー

床の間　天井板

¥36,000
¥29,000 ¥39,000

松
ロータリー杢

¥83,000
¥100,000

¥53,000

サイズ

床柱
2950×115×115
2950×120×120

甲丸(3.8寸)
角   (4寸)

松
ロータリー杢

要お問い合わせ

¥35,000
¥63,000
¥39,000
¥72,000

ケヤキ
ロータリー杢

ケヤキ
ロータリー杢

¥22,000
¥40,000
¥25,000
¥47,000

要お問い合わせ

ケヤキ
スライサー杢

¥42,000

¥21,000

サイズ

2000×  390×30
2000×  480×30
2000×  600×30

サイズ

地板
（裏桟タイプ）

サイズ

  910×  910×30
1820×  910×30
1000×1000×30
2000×1000×30

サイズ

サイズ

床束

床柱
丸太 (無垢)

¥90,000
¥112,000

雑巾摺り

サイズ

1950×14×9
1950×30×9

ケヤキ 松

¥3,000 ¥4,000
¥3,000 ¥4,000

框付き地板

¥103,000

1820×600×105
1820×910×105
2000×600×105
2000×1000×105

¥75,000
¥88,000
¥84,000

ケヤキ 松

300×90×15 ¥3,800 ¥5,000
300×90×30 ¥3,800 ¥5,000

2000×21×21 ¥5,000

杉 無垢

3880×475
1920×330
1920×390

床框 1950×105×75

サイズ

落し掛け
1950×90×60
1950×100×55
1950×115×60

サイズ

¥56,000 ¥57,000
¥46,000 ¥46,000
¥50,000 ¥50,000

軸掛け

雲板

無双
（釘付）

1920×180×18 ¥10,000
910×21×21 ¥2,200
1330×21×21 ¥3,600
1820×21×21 ¥4,200
1000×21×21 ¥3,000

天井材

底目天井
（目透）

竿縁天井

2710×440
3630×440

サイズ 杉・柾目 杉・板目

¥54,000 ¥55,000
¥54,000 ¥55,000
¥56,000 ¥57,0002990×475

天井竿縁（猿棒）

サイズ ひのき貼/小 (27×24) ひのき貼/大 (30×27)

L=2950 ¥5,500 ¥6,700
L=3950 ¥6,800 ¥8,300

網代天井
サイズ 杉・柾目

1820×910 ¥18,000

3000×115×115

3000×120×120 ¥120,000

3000×90φ
￥120,000~
￥120,000~
¥65,000

L=3000

サイズ
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内装
和室材

ケヤキ 板目　ハード塗装着色M

タモ 柾目

ホワイトオーク 柾目

吉野ひのき 板目　ハード塗装

吉野ひのき 板目　民芸調仕上げ

米松 柾目　ハード塗装着色Y

米松 柾目　ハード塗装着色R

縁甲板　断面

縁甲板
主に日本家屋の縁側、廊下などの床仕上げ材として用いられます。
台板に天然銘木単板を貼り合わせ、その上にポリエステル樹脂をオーバレイする
WPGハード加工を施した捨張り工法専用縁甲板です。

※厚み 15mm対応可能です。

※その他対応樹種ございます。

在庫
要確認

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

ケヤキ 板目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

EHM-KE-2152 152 3.60 6 ¥42,400

EHM-KE-2303 303 3.59 3 ¥43,400
ハード着色M 12 3940

タモ 柾目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

E-TA-2105 無塗装 12 105 3940 3.31 8 ¥37,000

ホワイトオーク 柾目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

E-WO-2105 無塗装 12 105 3940 3.31 8 ¥39,100

吉野ひのき 板目

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

EH-H-2114 114 8 ¥32,400
EH-H-2152 152 6 ¥47,300
EH-H-2303 303 3.59 3 ¥65,600

3.60
ハード 12 3940

吉野ひのき 板目　民芸調仕上げ

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

EM-H-2114 民芸調 12 114 3940 3.60 8 ¥39,800

米松 柾目　着色Y

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

EHY-OP-2105 ハード着色Y 12 105 3940 3.31 8 ¥29,800

米松 柾目　着色R

品番 塗装 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(束)

EHR-OP-2105 ハード着色R 12 105 3940 3.31 8 ¥31,500
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内装
和室材

和室
和室は四季を楽しみ、自然を感じることを大切にしてきた日本の伝統的な住まいです。
障子や襖などの建具でゆるやかに仕切られ、光や風をほどよく取り入れた心地よい空間です。
和の伝統を活かした本格風なものから、現代の生活スタイルにも馴染むモダンなものまで、
天然素材ならではの品格と技術で幅広くご提案いたします。
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内装
和室材

和室 和紙調畳
機械すき和紙からできた畳は日焼けや色あせしにくく、美しさが長持ちします。
豊富なカラーバリエーションでお部屋のインテリアに合わせてコーディネートが自由自在です。

【カラー｜へりなしタイプ】

要お問い
　合わせ

灰桜色 黄金色 亜麻色 薄桜色 白茶色

乳白色 青磁色 藍色 銀白色 若草色

黒染色 胡桃色 栗色 小麦色 銀鼠色

木楽座 30

樹種：タモ

畳：藍色 /白茶色

腰掛畳 特注

樹種：ひのき

畳：若草色

＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。
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内装
和室材

座禅畳 腰掛畳

Special order
規格サイズ 規格サイズ

その他サイズ

お客様のご希望に合わせて製作いたします

900×900×30

Size order

お部屋に合わせたサイズで製作いたします

製作実績：腰掛畳特注 ( 引き出し収納式 )

70

900

30

（畳サイズ：760×760×30）

１ユニット標準サイズ

框 ( 枠 )

腰パネル

脚 810

350

25

（畳サイズ：760×760×30）

１ユニット標準サイズ

木部カラー
　天然木の質感を活かした自然塗装仕上げです。5色の中からお選びいただけます。
　※樹種によって色の仕上がりが異なります。

3188
ホワイト

3101
ノーマルクリア

工事不要
　床や壁にビスなどで固定せず、

    現場で組み立てて設置できます。

豊富なカラーバリエーション
　お好みの畳、木部のカラーを

     お選びいただけます。

空間に合わせたオーダーメイド
　現場で採寸してサイズオーダー、

    特注も対応いたします。

座禅畳

腰掛畳

畳

⑴和紙調畳
　メンテナンスしやすく、長く使っていただけます。

　15 色の中から 2色までお選びいただけます。

⑵国産イグサ畳
　弾力性があり、天然イグサの香りにはリラックス効果をもたらします。

置き和室シリーズ
木と畳の心地よい肌触りでオールシーズン快適に過ごせます。
工事ほど手間がかからず、置き畳よりも本格的な置き和室を提案します。

3119
シルクグレー

3163
ウォルナット

3161
エボニー

木部 ( 塗装 5色 )

　□タモ積層　□ひのき積層

木部 ( 塗装 5色 )

・框 ( 枠 ) ／脚

　□ひのき

畳

　□イグサ畳　□和紙畳 (15 色 )

畳

　□イグサ畳　□和紙畳 (15 色 )

座禅畳
品番 幅 奥行き 高さ 参考価格

MO-JSRZ 900 900 30 ¥25,000 

・腰パネル

　□杉　□ひのき

腰掛畳
品番 幅 奥行き 高さ 参考価格

MO-JSRK 810 810 350 ¥82,000 

腰掛畳

樹種：( 框 ) ひのき

　　　( 腰パネル ) 杉

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

要お問い
　合わせ

1660×900×30 1660×1660×30

2420×1660×30 2420×2420×30

810×810×350

1570×810×350 1570×1570×350

2330×1570×350 2330×2330×350

その他サイズ

紀乃國屋



収納部材

木製手洗器
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内装
収納部材

ランバーコア ( シート貼ホワイト )
※シナ・ポリ・積層材等ご相談承ります。

ハンガーパイプセット

収納部材

シルバー ホワイト ブラック

アームハング棚柱 SS　2本入

ステンレス棚柱セット

棚受 ( 木質棚板用 )　2本入

シルバー ホワイト ブラック

【背壁固定タイプ】

※壁・天井材「Vw」

　に取付可能です。

　➡p.39-40

【側壁固定タイプ】

シルバー ( 棚受：ゴムカバー )ホワイト ( 棚受：ゴムカバー ) シルバー ( 棚受：ステンレス )

U型 上吊

棚板

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

・棚柱：ホワイト

・棚受：ホワイト

・ランバーコア：

　シート貼ホワイト

Vertical wood

アームハング棚柱SS
品番 高さ 参考価格(set)

SS-H18S-2
SS-H18W-2
SS-H18B-2

カラー

¥7,900 棚柱：2ビス：20 (L=50)

セット内容

シルバー
ホワイト
ブラック

1820

ステンレス棚柱セット
品番 棚受 棚柱サイズ 参考価格(set)

TBS-GW ¥18,200
TBS-GS ¥14,600
TBS-SS ステンレス ¥10,800

棚柱 セット内容

棚柱：４
棚受：20 (棚5枚分)
ビス：40 (L= 30)

ステンレス
+ゴムカバー 15×1820

ホワイト
シルバー
シルバー

パイプセットC (U型)
品番 長さ 参考価格(set)

HPC-U32-9 900 ¥4,200
HPC-U32-14 1400 ¥5,600
HPC-U32-19 1900 ¥5,900

径

φ32

セット内容

パイプ：1
U型ソケット：2
ビス：4 (L=25)

棚受(木質棚板用)
品番 棚板奥行 参考価格(set)

SS-MD25-□ 250 ¥2,500

SS-MD30-□ 300 ¥3,000

セット内容

棚受：左右各1
ビス：4 (L=16)

カラー

S
W
B

シルバー
ホワイト
ブラック

品番記入例　　　SS　-　MD25　-　S
(棚受250) (シルバー)

※その他対応サイズございます。

※その他対応サイズございます。

パイプセットC(上吊)
品番 長さ 参考価格(set)

HPC-B32-9 900 ¥4,200
HPC-B32-14 1400 ¥5,600
HPC-B32-19 1900 ¥6,500
HPC-B32-29 2900 ¥9,100

φ32

径

パイプ：1/両端ブラケット：2
ボルト：各2(L=25/40)/ワッシャー：2

セット内容

パイプ：1/両端ブラケット：2/ワッシャー：3
中吊ブラケット：1/ボルト：各3(L=25/40)
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内装
収納部材

収納部材
押入など湿気がこもりやすい場所に、調湿作用の高い無垢の収納部材を選んでみませんか。

棚板

在庫
要確認

押入中段セット断面図 押入枕棚セット断面図

雑巾摺り

押縁

中段

枕棚

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

押入

樹種：スプルース

押入枕棚セット 樹種：白木無垢 ※無塗装品

品番 セット内容 厚み 幅 長さ 入数/set 参考価格(set)

前框 30 60 1

後框 25 54 1

根太 30 40 450 4

雑巾摺り 10 15 900 2

前框 30 60 1

後框 25 54 1

根太 30 40 450 5

900 1

1300 1

前框 30 60 1

後框 25 54 1

根太 30 40 450 7

900 1

1800 1

前框 30 60 1

後框 25 54 1

根太 30 40 450 10

900 1

3000 1

OMT-09 ¥5,000

900

OMT-13

1300

¥7,000

雑巾摺り 10 15

OMT-30

3000

¥15,500

雑巾摺り 10 15

OMT-19

1900

¥9,200

雑巾摺り 10 15

雑巾摺り 樹種：白木無垢 ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格

ZZ-18 1800 ¥500

ZZ-27 2700 ¥1,000
10 15

押縁 樹種：白木無垢 ※無塗装品

品番 厚み 幅 長さ 参考価格

OB-19 1900 ¥1,800

OB-21 2100 ¥2,000

OB-27 2700 ¥2,400

12 35

シナベニヤ ※無塗装

サイズ 厚み 幅 長さ

3

4

5.5

9

12

3

4

5.5

910 18203'×6’

1220 24404'×8’

押入中段セット 樹種：白木無垢 ※無塗装品

品番 セット内容 厚み 幅 長さ 入数/set 参考価格(set)

前框 25 85 1

後框 25 79 1

根太 30 40 4

雑巾摺り 10 15 3

前框 25 85 1

後框 25 79 1

根太 30 40 5

2

1300 1

前框 25 85 1

後框 25 79 1

根太 30 40 7

2

1800 1

前框 25 85 1

後框 25 79 1

根太 30 40 10

2

2700 1

900OT-09 ¥7,000

雑巾摺り 10 15

1300

900
¥9,500OT-13

OT-18

OT-27

2700

¥22,500
900

雑巾摺り 10 15

雑巾摺り 10 15

1800

900
¥13,000

シナランバーコア ※無塗装

サイズ 厚み 幅 長さ

12

15

18

21

24

30

910

1220

1820

2440

3'×6’

4'×8’
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内装
木製手洗器

木製手洗器
「木地挽き」という技法で、隙間なく繋ぎ合わせた木地をロクロで挽いて形成した手洗器です。
セルロースナノファイバー塗料を下地に使うことによって経年劣化を防ぎ、
その上に対アルカリ性、硬さを強化する特殊塗料を塗ることによってさらに強度を増しております。
2層にした塗装は、耐久性、耐水性に優れています。

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

ウォルナット/ひのきの 2 種類からお選びいただけます。
仕上げはウレタン塗装となり、ツヤ有り / 無しを指定できます。 

ウォルナット ひのき

<A> エッジに丸みのあるタイプ

<B> エッジがフラットなタイプ

<C> 全体的に丸みのあるタイプ

※受注後45日～

下記の排水管、金具に適合するように開口しております。

※ 特注サイズ：最大φ 500 まで（50mm 単位）　50mmごとに上記金額にプラス￥10,000upとなります。

木製手洗器　Cタイプ

樹種：ひのき

塗装：高耐水ウレタン

※ツヤなし

木製手洗器/ひのき
品番 タイプ 樹種 塗装 径 高さ 参考価格

WU-A-H A ¥40,000 
WU-B-H B ¥40,000 
WU-C-H C ¥50,000 

ひのき
高耐水ウレタン
(ツヤあり／なし)

300 90

適合排水管・金具

メーカー 名称 型番 備考

排水金具（25mm・S トラップ）TL594BS2R

排水金具ユニット 5F000013

丸鉢金物 4300-32 32mm の排水テールとナットに接続

丸鉢つきS トラップ 433-319-32 テール管：32 × 150mm

丸鉢つきP トラップ 433-508-32
テール管：32 × 150mm、
キセル管：32 × 350mm

 TOTO

 カクダイ
ウォルナット

木製手洗器/ウォルナット
品番 タイプ 樹種 塗装 径 高さ 参考価格

WU-A-W A ¥55,000 
WU-B-W B ¥55,000 
WU-C-W C ¥70,000 

高耐水ウレタン
(ツヤあり／なし)

300 90



木製デッキ・外壁
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外装
木製デッキ材

木製デッキ材

レットシダー
加工性がよく、柔らかい肌触りをしています。
水に濡れると特有の心地よい香りがします。

イペ
デッキ材として長い歴史を持ちウリンと同等の耐久性
があります。
反りやひび割れが少なく、公共施設によく使われます。

ウリン
水辺使用（海水）の耐久性に強いです。
シロアリには侵されず、その他の害虫に対する耐抗性
も高いです。

セランガンバツ
大木なので供給・流通量共に豊富で比較的価格も安定
しています。
ウッドデッキだけでなく、フェンスなどに使用される
こともあります。 

＊その他樹種お取り扱いございます。　＊長さ、価格、在庫数はお問い合わせください。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

デッキ

樹種：セランガンバツ

デッキ

樹種：イペ

※無地・上小も一部対応可能です。

在庫
要確認

ウリン
厚み 幅 長さ

※12 ※100
90
105
120
105
120
70
90

70 70
90 90
105 105

1200
～
4000

20

30

45

※12×100 はフェンス用です。

イペ
厚み 幅 長さ

20 105
105
120
150
90
150

60 60
70 70
90 90
100 100

1200
～
4800

30

40

セランガンバツ
厚み 幅 長さ

※12 ※100
90
105
120
105
120
60
90

70 70
90 90
105 105

2000
～
4000

20

30

45

※12×100 はフェンス用です。

レッドシダー　特一等※
厚み 幅 長さ

90
145
90
105
120
145
190
240

90 90
105 105

2100
～
4250

20

40
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外装
木製外壁材

下見板
下見板張とは、横羽目板壁の一種で上下の端を羽根重ねして張る方法です。
鎧 ( よろい ) 張とも呼ばれ、鎧の大袖や草摺の形状のように重ね合わせ段がつくのが特徴です。
雨風の侵入を防ぎやすいので、木造建築の外壁に活用されます。

羽目板　ログ加工
丸みのある曲線が特徴でログハウス調の独特な外観に仕上がります。
自然で落ち着いた雰囲気となり、店舗にもお使いいただけます。

杉無垢 杉無垢　ログ加工

羽目板　ログ加工　断面

塗装受注

※実働2週間～

塗装受注

※実働2週間～

下見板　断面

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

下見板

樹種：杉

ログ加工

樹種：杉

杉　ログ加工 ※無塗装

品番 グレード 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束参考価格(㎡) 参考価格(束)

PR-JCGAB-15 源平 無地・上小 ¥20,666 ¥74,400 
PR-JCRC-15 赤     節有 (埋木) ¥17,111 ¥61,600 
PR-JCGC-15 源平 節有 (埋木) ¥16,333 ¥58,800 

30 150 4000 3.60 6

杉　下見板 ※無塗装

品番 グレード 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束参考価格(㎡) 参考価格(束)

PS-JCRC-15 赤 生節(埋木) ¥11,495 ¥40,000 63.4819 145 4000
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外装
木製外壁材

カラマツ　T＆Tパネル
水に強いカラマツを人工的に乾燥させた国産無垢の木製外壁材です。
T型の形状を木表と木裏で交互に貼り合わせることにより反りを抑制し、耐久性とメンテナンス性に優れています。

※防火構造 /防火構造とするためには外壁下張材（面材）をモイス（アイカ工業株式会社）で施工してください。

※カラマツは油分を多く含む樹種のため、使用される環境によってはヤニが発生する場合がございます。

メンテナンスの際にはたった2枚のパネルを

外す事で容易に部材交換が可能です。

100

21

100 1001515

160 7070

木裏 木裏木表

100 15

160

木表

木裏木表を交互に使い中心に釘を打つことで板の動きに追従しながら反りを抑制します。（特許第 5503112 号）

【 標準カラー｜5色】

【 施工イメージ】

グレー ホワイト ダークブラウン ブラックライトブラウン

土台

間柱 防水紙 柱

カラマツ
T&Tパネル

横胴縁

断熱材

基礎

水切り金物

外装用釘

[軸組在来木造工法 透視図]

外壁

樹種：カラマツ

塗装：ライトブラウン

外壁

樹種：カラマツ

塗装：グレー

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

T&Tパネル　ラフソーン仕上げ
品番 厚み 幅 長さ 参考価格(㎡)

PTT-LA-3000 (木裏)100 3000
PTT-LA-4000 (木表)160 4000

21 ¥9,700 
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外装
木製外壁材

焼杉
杉の表面を炭化させることで腐敗や延焼から守る伝統的な外壁材です。
独特の落ち着いた風格をもっています。
昔からある素焼のものだけではなく、表面の炭を軽く落としたもの、塗装をしたものなど、様々な種類があります。

焼杉　断面

＊表示価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。　＊写真は印刷の関係上、実物と異なる場合がございます。

外壁

樹種：焼杉

塗装：水性ナチュラル

無塗装 マーロン

水性ナチュラル 水性ブラック

水性ウォルナット 軒天N0.2

マーロン
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PYC-M-1352 2970 3.21 8 4,700 15,000

PYC-M-1353 3970 6.43 12 4,400 28,000

PYC-M-1502 2970 4.90 11 4,600 22,500

PYC-M-1503 3970 6.55 11 4,300 28,000

11

135

150

水性ナチュラル
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PYC-N-1352 2970 3.21 8 4,700 15,000

PYC-N-1353 3970 6.43 12 4,400 28,000

PYC-N-1502 2970 4.90 11 4,600 22,500

PYC-N-1503 3970 6.55 11 4,300 28,000

11

135

150

水性ブラック
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PYC-B-1352 2970 3.21 8 5,000 16,000

PYC-B-1353 3970 6.43 12 4,700 30,000

PYC-B-1502 2970 4.90 11 4,900 24,000

PYC-B-1503 3970 6.55 11 4,600 30,000

11

135

150

水性ウォルナット
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PYC-W-1352 2970 3.21 8 5,000 16,000

PYC-W-1353 3970 6.43 12 4,700 30,000

PYC-W-1502 2970 4.90 11 4,900 24,000

PYC-W-1503 3970 6.55 11 4,600 30,000

11

135

150

無塗装
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

PYC-1352 2970 3.21 8 3,600 11,500

PYC-1353 3970 6.43 12 3,500 22,000

PYC-1502 2970 4.90 11 3,600 17,250

PYC-1503 3970 6.55 11 3,400 22,000

135

150

11

軒天No.2
品番 厚み 幅 長さ ㎡/束 入数/束 参考価格(㎡) 参考価格(束)

EYC-1353 11 135 3970 6.43 12 3,900 25,000



塗装サービス
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塗装サービス
自社工場にてご指定いただいた塗料で仕上げしたものを現場までお届けします。
素材の保護をしつつ、木の質感を損なわない自然塗料を主に使用しています。

工場塗装仕上げのメリット

・現場に塗料のにおいが残りにくいです。
・作業場所の確保が不要です。
・乾燥済みの状態でお届けするので、すぐに現場作業にかかれます。

棚

樹種：タモ

塗装：オイルクリア

※拭き取り仕上げ

※樹種や塗装回数によって色味がかわります。

3101
ノーマルクリア

3137
チェリー

3119
シルクグレー

3138
マホガニー

3161
エボニー

3163
ウォルナット

3164
オーク

3166
チーク

【 基準色｜8色 】

タモ積層

杉無垢

※水周りに自然塗装を使用する場合は撥水性の高い塗料をおすすめします。

　メンテナンスを重視する場合はウレタンクリア塗装も承ります。
リボス自然健康塗料　クノス

　　VATON　各種

耐候性に優れており、美しく安定した色彩を保つ自然系木部浸透型着色剤です。

壁面等の広い面積でも塗りやすく、塗りムラや刷毛ムラなく仕上げることができます。

また低臭化を実現し、臭いのこもる室内でも安心してご使用いただけます。

　　リボス自然健康塗料　各種

自然と調和し、人と環境に安全な塗料を作るという理念に基づいて開発された塗料です。

主成分の亜麻仁油は分子がとても細かく、木の導管の奥まで入ることができるので、

塗膜がなくとも撥水性を発揮することができます。

それにより汚れも入り込みにくいので、お手入れがしやすいです。

　　オスモカラー　各種　
植物油（ひまわり油、大豆油、あざみ油）と植物性ワックスからできた自然塗料です。

内部に深く浸透することによって、木本来の調節機能を発揮させます。

化学物質を一切含まず、食品と同レベルの高い安全性を誇るので、

小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

木の心地よさを存分に引き出す、人と自然にやさしい塗料です。

【 屋内外用 】

【 屋外用 】

　　ウッドロングエコ
土も水も汚染しない屋外用木材防護保持剤です。

防腐剤ではないので、水に強い木に塗装することを推奨します。

適切な通風(調湿)と水はけを良くすることでより長持ちします。

＊価格については、使用樹種・塗料・数量により異なります。

外壁

樹種：杉一等

塗装：ウッドロングエコ

塗装サービス
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日頃のお手入れ
各商品によって異なります。下記の方法をお試しください。

木製品に関して／会社概要

突板貼(造作材/合板)

無垢

積層

無垢/国産無垢

三層

挽板複合

ヘリンボーン

Vw/fw/fw+

S-SERIES

羽目板

SOLIDeco

インテリアパネル

ソリッド幅はぎ耳付きパネル

インテリア合板 ホワイトバーチ合板

室内建具 maruto/Doo/Shikiri/
KITOTE

和室造作材

置き和室/畳

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。
2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、
　固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。

1.ドライタイプのフロアワイパーで乾拭きや、掃除機やほうきで塵やほこりを除去。
2.水分等を含んだものをこぼした場合は乾いた布ですばやく拭き取る。

※定期メンテナンス➡p.110

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。
2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、
　固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。
2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、
　固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。

1.畳の目に沿って乾いた柔らかい布で乾拭きか掃除機で塵やほこりを除去。
　※堅い固形物を踏んだり引きずった場合、傷がつくおそれがあるので事前に取り除いてください。
2.天気の良い日を中心に日頃から換気を必ず行う。
　※過度の汚れやほこり、湿気などの条件が重なるとカビやダニの発生の原因となります。

内装部材

和室材

造作材

フローリング

天井・壁材

無垢幅はぎ材

ウリン

イペ

セランガンバツ

レッドシダー

下見板

ログ加工

カラマツT&Tパネル

焼杉

1.ほうきで砂ぼこりをこまめに取り除く。
　※ひび割れや腐敗を防ぎます。
2.季節ごとにデッキブラシで軽くこすり、水で洗い流す。
3.木製保護塗装(オイルステイン)で1～2年に1回、塗装し直す。
　※乾燥に時間がかかるため、晴天が数日続く時期に行ってください。

1.汚れが目立つ場合は、デッキブラシや雑巾で取り除く。
2.年に2～3回、高圧洗浄機やデッキブラシで本格的に掃除をする。

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。
2.手垢や汚れを除去する場合は、柔らかい布を中性洗剤に薄めたぬるま湯で濡らして、
　固くしぼってから拭き取る。その後別の布を水に濡らして、固くしぼってから洗剤を拭き取る。

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。
2.汚れが目立つ場合は柔らかい布を水に濡らして、固くしぼってから拭き取る。

1.柔らかい布で乾拭きし、塵やほこりを除去。

外装部材

木製デッキ材

木製外壁材
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木製品の特徴と注意事項
本カタログ掲載の木製品はすべて天然木を使用しております。木製品の特徴をよくご理解の上ご使用ください。

【木の性質】
■柔らかさ　　杉やひのきなどの柔らかい材は表面が打痕や傷がつきやすいです。テーブルやデスクに取り入れた場合は筆記具などの跡が
　　　　　　　残らないようにデスクマットをご利用することをお勧めします。

■節　　　　　針葉樹は広葉樹に比べて節が多くみられます。商品によっては機能上問題のない節は残して、パテ埋めを施しております。

　　　　　　　節の数や大きさには商品ごとにばらつきがございます。

■経年変化　　時間が経つとご購入当初の色味から変化します。

■変色変形　　保管状況や施工方法、仕様環境により変色や反りや割れやねじれを引き起こす場合があります。また空気中の水分、床下からの湿度

　　　　　　　影響で「膨張」「収縮」などが生じ、不具合を引き起こす場合があります。

【集成材と無垢材】
 ■無垢材とは自然のままの木材ですが、樹種が同じでもひとつひとつの個体差があり、品質が安定しないのが欠点です。

　集成材は無垢材をラミナと呼ばれる挽板や小片にして乾燥し、集成接着したものです。

　無垢材の欠点である反りや狂いや割れなどのを補うことで強度の向上と寸法が安定し、品質を均一化したハイテクノロジーな木材製品です。

■内装に使われる集成材を造作用集成材、構造に使われる集成材を構造用集成材といいます。

　内装に使われる造作用集成材の表面に希少価値のある美しい銘木の突板で化粧貼りしたものを化粧貼り造作用集成材 ( 突板貼造作材 ) と呼びます。

　自然な風合いと高級感があり、光の反射を抑える効果や調湿作用などの効能があります。

【木製品保管上の注意】
■屋内の水平な場所におき、地面やコンクリートに直接置かないようにご注意ください。

■ビニールシートで保護し、直接日光の当たる場所や湿気の多い場所での保管は避けてください。

　紫外線は変色、色あせ、反り、ねじれの原因になります。水分は表面のシミ、変色や反りを引き起こします。

【木製品の日常の注意】
■天然木のため日焼けによる変形や割れが生じます。直射日光があたる場合は、なるべくカーテンやブラインドなどで日差しの調整をお勧めします。

■ホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隙や表面割れを引き起こす原因となります。

【造作材施工上の注意】
■コンクリート、モルタルなどへの直接の取付けは避けてください。やむを得ない場合はカウンターの下部に台を設け、湿気が逃げる空気層を

　設けてください。また取付け後の換気空調や水・紫外線などの管理には充分気をつけてください。

■冷暖房機の間近での使用は避けてください。

■塗装での水打ちによる素地調整は行わないでください。

■幅広カウンターとして施工する場合は裏面に吸い付き桟などの裏桟を取り付けてください。また壁の飲み込み部分には逃げをとってください。

■階段に使用する場合は床からの湿気が上がってこないよう、合板を捨て張り等により階段下をふさいでください。

株式会社丸紀は木づかい運動に賛同しています。

国産材を積極的に使うことは、CO₂を吸収する
健全な森林を育成し、環境を守りながら地域を

活性化させることにつながります。

C-(1)-080060

【無垢フローリング施工上の注意】
■広葉樹は天然木の性質上、膨張・収縮が起きるのを防ぐために、ある程度開梱した状態で施工現場の環境に十分馴染ませてください。

■針葉樹は開梱後に長時間放置しますと、施工現場の環境により割れ、反り、ねじれ等を発生する場合がありますのでご注意ください。

○下地施工

　フローリングの膨らみを防ぐため、床下のコンクリートは含水率 10％以下になるまで十分に乾燥させ、風通しを良くしてください。

　また、必ず耐水合板の下に防湿シートをしき込んでください。さらに、下地合板が湿気を含んでいないことを確認してください。

　床下の湿気が多い場合は、0.1mm厚以上の防湿シートを根太と捨て貼り合板の間にしき込んで施工するか、もしくはつなぎ目の部分に

　コーキングしてテーピングをし、床下からの湿気を防いでください。床下のコンクリートは表面が乾いていても、内部には水分を含んで

　おりますのでご注意ください。

　根太の厚みが一定でないと根太高に差が生じ、踏みなりの原因となります。また乾燥材を使用しないと施工後ねじれたり、痩せたりして

　踏みなりの原因となります。

<根太あり >

　大引きは 90mm角以上、根太は 45mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。

　大引き間隔は３尺 (909mm)、根太は 1尺 (303mm) とし、レベルを出して施工してください。

　必ず合板の捨て貼りをし、合板は 12mm以上の耐水合板を使用してください。また捨て貼り合板同士の間は 2～ 3mmあけて施工してください。

<根太なし >

　大引きは 105mm角以上の乾燥材を使用し、プレーナーで平滑に仕上げてください。

　大引き間隔は 3尺 (909mm) とし、レベルを出して施工してください。

　必ず 24mm以上の耐水合板を使用してください。

○貼り込み

　天然木ですので、色合いや杢目など一枚一枚異なります。貼り始める前に仮並べし、色合いや杢目のバランスを確認した上で施工してください。

　極端に小幅材がこないよう、貼り込み前に割り付けを行ってください。

　下地合板のジョイント部とフローリングのジョイント部が重ならないようにしてください。

<広葉樹フローリング>

　施工は必ず接着剤とフロア用ステープルの併用で行ってください。接着剤は F☆☆☆☆認定の 1液型ウレタン樹脂系を使用してください。

　関連推奨接着剤 /( 株 ) オーシカセレクティUR-20、UR-21

　水溶性接着剤は床鳴りの原因となるため、使用しないでください。

　無垢専用接着剤を床材裏面に塗布してください。( 広葉樹フローリングは必須です ) 接着剤の塗布を誤ると施工後の反りや突き上げやあばれ等の

　原因になります。サネやその近隣部には接着剤を使用しないでください。

　サネは強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、反りや突き上げの原因となります。必ず同梱包の「スペーサー」を使ってジョイント部に

　クリアランスを取ってください。

　壁際は 5～ 10mm程度隙間をあけてください。敷居・ドア枠・框なども隙間の確保をしてコーキング処理をしてください。

<針葉樹フローリング>

　サネの隙間を設けずに張り上げてください。

　接着剤を併用される場合 F☆☆☆☆認定の 1液型ウレタン樹脂系を使用してください。

○施工後の養生

　天然木のフローリングは施工後も呼吸しています。工事期間中の取り扱いも充分ご注意ください。

　施工後はすみやかに、ごみや塵などを完全に取り除いてください。床材表面に細かいキズができるのを防ぎます。きれいに掃除したあと、

　表面保護のため養生シートまたは養生ボードにて全面覆ってください。

　養生テープを直接無垢フローリングに貼らないでください。粘着テープによって塗装が剥がれたり、粘着剤が材に付着し、汚れや変色の原因と

　なる場合があります。

○メンテナンス

　冷蔵庫、ピアノなど重量物の脚部には必ず保護板などで床板にかかる重量を分散し、キズやへこみ防止をしてください。

　キッチン、洗面所など水をよく使用する場所には、水切りマットをしいてご使用ください。

　ワックスがけは 3～ 6ヶ月に 1回程度行ってください。ワックスがけの際は薄くムラなく均一に塗ってください。ワックスを多量に塗布すると

　製品の品質を損なうことがあります。

　ワックス施工後表面に低温度の水などをこぼしますと白化する場合がありますのですぐ拭き取ってください。

　製品に適合したワックスをお使いください。

　　ウレタン塗装品・・・木質フローリング用水性樹脂ワックス

　　自然塗装品・・・・・各自然塗料メーカー専用ワックス

　　無塗装品・・・・・・表面保護のため、白木用ワックスや柿渋や蜜ろうなどで保護していただくことをお勧めします。
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・
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本社・工場 大阪営業所・ショールーム

予約制

大阪ショールーム見学

平日・土曜日 ( 土曜不定休 )　9：00~17：00

TEL：06-6170-9490　FAX：06-6170-9495

〒564-0053

大阪府吹田市江の木町 12-5 大阪戸上ビル 2階

東急ハンズ

郵便局

江の木公園

松屋

甲聖会紀念病院
地
下
鉄
　
江
坂
駅

423
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本カタログについて
掲載されている商品は 2021 年 1月現在のものです。

表示されているすべての価格には消費税・運賃・施工費は含まれておりません。

予告なしに価格・仕様・デザイン変更または販売中止・製造中止となる場合がございます。

商品及び素材は印刷の関係上、色・質感において実物と異なる場合がございます。

使用されている写真の複写・転載を禁じます。

©2020　( 順不同 )

< 設計 >

魚谷繁礼建築研究所（p.15/79 右下）

なづな工房一級建築士事務所　嶋崎 真二（p.29）

おかやま設計室（p.5/6/7/8/21/25/35/63/65/80 下 /81 右上 /105 下）

溝口建築設計（p.69 右上 /81下 /100）

T2P アーキテクツ株式会社（p.60 上）

<施工 >

株式会社マサキ工務店（p.13 左下 /18左下 /22/31/73/79 上 /81 左上）

スウェーデンハウス株式会社（p.17 左上 /18右下 /39下）

株式会社プライ &ウッド事務所（p.60 下）

<写真家 >

笹倉洋平（p.15/22/73/79 上・右下）

齋藤裕也（p.1・2/5/6/7/8/21/25/35/63/65/80 下 /81 右上 /105 下）

STUDIO REM（p.29）

垣見勇太（p.3/12/13 上・右下 /67/112）

KENZAI Market　Vo.2

2021 年 1 月発行

商品に関するお問い合わせ
www.k-maruki.co.jp/contact
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1953( 昭和 28) 年

1954( 昭和 29) 年

1967( 昭和 42) 年

1976( 昭和 51) 年

1979( 昭和 54) 年

1985( 昭和 60) 年

丸紀木材を個人創業、紀州みかん箱
仕組板を主体にした販売を開始する。

和歌山県御坊市に丸紀木材工業株式会社設立。
国内外向け木箱仕組板を販売。
阪神方面へ販路を広げる。

仕上加工部門を設立。
端材の再利用と品質向上をめざし、化粧貼集成の
研究に取り組む。

集成材 ( 化粧貼造作用 ) の JAS 認定証を 10 月に受領。
ボイラー、乾燥機、集塵装置など新設備導入。
また重油燃料からオガクズ燃料へと切り替え
製品コストダウンを計る。

隣接地に工場 (230 坪 ) を増設し、一般建材銘木部を
発足する。

フィンガー自動投入、桑原モルダー製特殊測圧など
大掛かりな設備改善により販売力と生産面の合理化
にあたる。

1994( 平成  6) 年

1995( 平成  7) 年

1996( 平成  8) 年

1997( 平成  9) 年

1998( 平成 10) 年

1999( 平成 11) 年

2000( 平成 12) 年

2001( 平成 13) 年

2003( 平成 15) 年

2004( 平成 16) 年

2005( 平成 17) 年

2008( 平成 20) 年

2010( 平成 22) 年

2013( 平成 25) 年

2014( 平成 26) 年

2016( 平成 28) 年

2017( 平成 29) 年

2018( 平成 30) 年

2019( 令和元 ) 年

丸紀木材工業株式会社より独立。
現住所に『株式会社丸紀』を創立。
和室造作材邸別配送体制を確立。

新大阪拠点の大阪出張所を大阪営業所に昇格。

和室造作材邸別配送のより迅速な体制をめざし、
新倉庫を建設。

住宅部門充実のため全国フランチャイズのカスタムグループ
に入会。本社工場製造設備、搬送設備の増強を計る。

親会社である丸紀木材工業株式会社より工場敷地
2000 坪を購入する。

資本金 2000 万円に増資。

本社工場に連続自動セルフプレスなど設備を増強。

アッセンブル機能拡張の為、
大阪営業所を豊中市にて移転開設。

中国の提携工場より技術支援をもとに集成材の輸入を開始。

大阪営業所を拡大。工場の仕上げラインを超仕上げから
サンダー仕上げに設備更新し、製品の安定化を計る。

中国より研修生を受け入れ技術交流を計る。
関東エリアにて邸別販売を拡大するために、
東京営業所を開設。

<紀州材を利用した和の空間を創出するシステム家具
「置き和室」の開発と販売>において、
「地域産業資源活用事業」の認定を受ける。

オリジナル製品「置き和室」が経済産業省
【JAPANBRANDプロジェクト】に採択され、
海外展示が行われる。

オーストラリア・シドニー・ケアンズ・パースに
「置き和室」のショールームを設置。

中国・上海に於ける「置き和室関連商品一式」の販売
代理店を上海和奏宛進出口有限公司との間で契約し、
展示商品を輸出。

東京営業所を江東区東雲に移転。

大阪営業所を吹田市に移転。

Atelier Wood Line (大阪ショールーム)  OPEN

建材ショールーム (edge link 内 ) OPEN

社             名：株式会社 丸紀
設             立：平成 6年 3月 15 日
代表取締役：山田 裕明
資   本   金：2000 万円

【所在地】

□本社・工場

　〒644-0044

　和歌山県日高郡美浜町和田 2235-2

　TEL：0738-22-2236　FAX：0738-23-1682

□大阪営業所・ショールーム ( 予約制 )

　〒564-0053

　大阪府吹田市江の木町 12-5

　大阪戸上ビル 2階

　TEL：06-6170-9490　FAX：06-6170-9495

□建材ショールーム ( 予約制 )

　〒112-0013

　東京都文京区音羽 1丁目 20-14

　 MBS 音羽ビル 7F

【ホームページ】

http://www.k-maruki.co.jp/

【会社沿革】

会社概要


