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ナラ

フ
ロ
ー
リ
ン
グ

Nara
ナラ
フローリングの定番品です。欧米ではオ－クと呼ばれています。
酒樽としても使用され、耐久性に優れた商品です。

ナラ　UNI　120巾　オイル塗装施工例

ナラ　UNI　120巾　オイル塗装施工例
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●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●名栗（なぐり）加工や帯鋸（おびのこぎり）加工もございます。お問い合わせください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。　●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

ナラ

フ
ロ
ー
リ
ン
グ

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

ナラ UNI ハイグレード
（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥20,000/ ￥19,500

ナラ UNI ハイグレード
（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥24,000/ ￥23,500

ナラ UNI スタンダードグレード
（SG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥18,500/ ￥18,000

ナラ UNI スタンダードグレード
（SG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥22,500/ ￥22,000

ナラ UNI バリューグレード
（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥16,500/ ￥16,000

ナラ UNI バリューグレード
（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥20,000/ ￥19,500

ナラ UNI 名栗加工 無塗装 1,820×120×15   7枚 ¥45,000

ナラ　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
フローコーター仕上げのツヤのある厚塗り仕上げが特徴です。
一般に出回っている塗装と一線を隔すH硬度の高級塗装品です。

ナラ　スタンダードグレード（SG）　UV塗装　1,820×90×15
わずかな節、白太などが含まれる無垢らしい特徴を持ったグレードです。
色の濃さ、薄さなどの違いにより、無垢を強調する仕上げとなっています。

ナラ　バリューグレード（VG）　UV塗装　1,820×90×15
節、白太、かすり、埋めなどナラの持つ特徴を前面に出した無垢らしいグレードです。
節の多い分、経年変化する可能性があります。

ナラ　名栗　ハイグレード（HG）　無塗装　1,820×120×15
名栗（なぐり）とは、角材や板にノミなどで独特な削り跡を残す仕上げ、日本古来の加工技術で、表
面に凹凸が入り、仕上りにデザイン性を感じる商品として注目を集めています。

ナラUV塗装　ハイグレード（HG）　
1,820×90×15
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花梨・チーク
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Praduo
花梨
世界の銘木として長く愛されています。
豊かな色調と光沢にあふれ高級感があります。
硬い材質の為、キズがつきにくい商品です。

Teak
チーク
古くより最高級の床材として使用されています。
耐久性に優れ、一般住宅・店舗などにもお勧めです。

花梨　OPC　UV塗装施工例

ミャンマーチーク　HG　グレード　UV塗装施工例
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花梨・チーク

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
ー
リ
ン
グ

●花梨

●チーク

花梨　ハイグレード（HG）　UNI　UV塗装 1,820×90×15
貴重材、色調と光沢もよく床材に適した商品です。

花梨　ハイグレード（HG）　4P FJL UV塗装 1,820×150×15
伐採量が減っており、希少価値は高くなっています。
ピースごとの色の変化が、豪華さを演出します。

ミャンマーチーク　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×120×15
天然チークは絶滅危惧種に指定されており、貴重価値は極めて高くなっています。多少の色むらが特
徴ですが、日焼けすることにより色むらの違和感が少なくなります。世界三大銘木の一つに数えられ
ています。

花梨　UV塗装　ハイグレード（HG）
1,820×90×15

ミャンマーチーク　UV塗装　ハイグレード
（HG）　1,820×90×15

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

花梨 UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥32,000/ ￥31,500

花梨 4P FJL ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×150×15   6枚 ¥32,000

ミャンマー
チーク UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥38,000/ ￥37,500

ミャンマー
チーク UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥48,000/ ￥47,500

ミャンマー
チーク UNI ハイグレード（HG） オスモ自然系

オイル塗装 1,820×120×15   7枚 ￥50,000

ネシアチーク 
UNI ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥31,000

ネシアチーク 
FJL ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×150×15   6枚 ¥31,000

ネシアチーク　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
インドネシア産、植林木。
ミャンマーチークに比べ価格は若干安価、質・価値は高く、木肌も美しい材種です。
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ブラックウォールナット
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ブラックウォールナット　HG　グレード　UV塗装施工例

ブラックウォールナット　HG　グレード　UV塗装施工例

Black Walnut
ブラックウォールナット
古くから重宝されている材種で、世界三大銘木の一つです。
仕上がったときのツヤや、さわり心地が
落ち着いた上質な空間を演出いたします。
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ブラックウォールナット

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。
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●ブラックウォールナット

Bウォールナット　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
クルミ科、アメリカ東部などに生息し、高級感があふれる希少価値の高い材種です。
一般住宅は勿論、商業施設など様々な空間に適応します。
※小節・白太が含まれます。

Bウォールナット　バリューグレード（VG）　UV塗装　1,820×90×15
色のバラツキ、白太、生き節などを積極的に取り入れた商材です。
重厚感・自然風アンティーク調に仕上がる逸品です。

Bウォールナット　ミックスグレード（MX）　オスモ自然オイル系塗装　1,820×130×15
無垢１枚板OPC（ワンピース）の中に様々なグレードを混合させた逸品です。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

Bウォールナット
UNI ハイグレード（HG）　 UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥38,000/ ￥37,500

Bウォールナット
UNI ハイグレード（HG）　 UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥46,000/ ￥45,500

Bウォールナット
UNI

バリュー
グレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥36,500/ ￥36,000

Bウォールナット
UNI

バリュー
グレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥44,000/ ￥43,500

Bウォールナット
OPC ミックスグレード（MX） UV塗装/無塗装 1,820×130×15   7枚 ￥50,000/ ￥49,500

Bウォールナット
OPC ミックスグレード（MX） オスモ自然系

オイル塗装 1,820×130×15   7枚 ¥52,000 Bウォールナット　バリューグレード（VG）
1,820×90×15　UV塗装
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●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。　　
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

ブラックチェリー・メープル
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Black Cherry
ブラックチェリー
アメリカンブラックチェリーは、優しい杢目を持ち、使いこむほど、
色が深くなります。
古くから高級家具などに使用されています。

Hard maple　
メープル（紅葉、楓）
明るく味わい深い杢目、特有の鳥眼目（バードアイ）と呼ばれる杢目
は見る角度や光加減によって、美しく変化します。
耐久性豊で、室内スポーツ施設やダンスホールの床などに用いられ
ています。

ブラックチェリー　VG　グレード　UV塗装施工例

メープル　HGグレード　UV塗装施工例
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ブラックチェリー・メープル

●ヘリンボーンはダブルサイズもあります。樹種はオーク以外、チーク、ブラックウォールナット、アメリカンチェリーもあります。
●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。●小口発送の場合は、別途送料がかかります。
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●ブラックチェリー

●メープル

●ヘリンボーン

ブラックチェリー　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
優しい杢目と色合い仕上りは美しく住空間を明るくします。
※小節・白太が含まれます。

ブラックチェリー　バリューグレード（VG）　UV塗装　1,820×90×15
チェリー特有の小節、白太、色むらがあります。

メープル　ハイグレード（HG）　UV塗装1,820×90×15
非常に硬く、耐久性がある木として有名です。
ボーリング場のレーンやピン等に使用されています。

ヘリンボーンホワイトオーク無塗装　420×60×15

ヘリンボーンハーフチークウレタン塗装　
（10ピース接着した1枚のユニットパネル）　

367×323×8

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

ブラックチェリー 
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥30,000/ ￥29,500

ブラックチェリー 
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥36,000/ ￥35,500

ブラックチェリー 
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥28,000/ ￥27,500

ブラックチェリー 
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥35,000/ ￥34,500

メープル UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥28,000/ ￥27,500

ヘリンボーン
ハーフチーク ウレタン塗装    367×323×  8 12組 ¥25,000

ヘリンボーン
ホワイトオーク 無塗装    420×  60×15 65枚 ¥33,000

ブラックチェリー　ハイグレード（HG）
UV塗装　1,820×90×15

メープル　ハイグレード（HG）
UV塗装　1,820×90×15

ニシンの骨（ボーン）の形に似ていることから、
この名前がつきました。矢羽貼りのこのフロー
リングは、デザイン性のある上質な空間を演出
します。住宅・店舗などにも適しています。
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Sakura　
西南桜
西南桜の白は一般にイメージする桜のピンク色より
も白いのが特徴です。西南桜には白と赤があり、赤
は着色により赤く染めています。

西南桜 　白　HGグレード　無塗装施工例

西南桜　赤　HGグレード　UV塗装施工例 西南桜　白　HGグレード　無塗装　施工例

西南桜　白　VGグレード　UV塗装施工例

西南桜　白　SGグレード　UV塗装施工例
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桜

●�原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●�オスモ自然系オイル塗装対応できます。お問い合わせください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。
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●西南桜

西南桜（赤）　ハイグレード（HG）
UV塗装 1,820×90×15

西南桜（白）　ハイグレード（HG）
UV塗装 1,820×90×15

西南桜（白）　バリューグレード（VG）　無塗装　1,820×90×15
節・かすりが入り自然風に仕上げております。

西南桜（赤）　スタンダードグレード（SG）
UV塗装 1,820×90×15

西南桜（白）　スタンダードグレード（SG）
UV塗装 1,820×90×15

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

西南桜（赤）
UNI ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥18,000

西南桜（赤）
UNI ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×120×15 07枚 ¥22,000

西南桜（赤）
UNI

スタンダード
グレード（SG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥16,500

西南桜（赤）
UNI

スタンダード
グレード（SG） UV塗装 1,820×120×15 07枚 ¥20,000

西南桜（赤）
UNI バリューグレード（VG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥14,500

西南桜（赤）
UNI バリューグレード（VG） UV塗装 1,820×120×15 07枚 ¥17,500

西南桜（白）
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥18,000/ ￥17,500

西南桜（白）
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15 07枚 ￥22,000/ ￥21,500

西南桜（白）
UNI

スタンダード
グレード（SG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥16,500/ ￥16,000

西南桜（白）
UNI

スタンダード
グレード（SG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15 07枚 ￥20,000/ ￥19,500

西南桜（白）
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥14,500/ ￥14,000

西南桜（白）
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15 07枚 ￥17,500/ ￥17,000

赤く着色して全体の色合わせをしているため、色バランスが良く、全体的に張り上がりが美
しく、しっとりとしたツヤが得られます。

西南桜の白は木の外側の白い部分を使用しています。特有の黒いかすりが多少入ります。

西南桜（赤）　UV塗装　ハイグレード（HG）
1,820×90×15

西南桜（白）　UV塗装　ハイグレード（HG）
1,820×90×15
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●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。　　
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

ホワイトバーチ

フ
ロ
ー
リ
ン
グ

White Birch
ホワイトバーチ
白っぽい木肌のホワイトバーチは清潔感
があり、部屋全体を明るく演出します。

ホワイトバーチ　HGグレード　UV塗装施工例

ホワイトバーチ　源平　UV塗装施工例
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ホワイトバーチ

●オスモ自然系オイル塗装も対応できます。お問い合わせください。
●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。
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ホワイトバーチUV塗装　ハイグレード（HG）
1,820×90×15

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

ホワイトバーチ 
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥18,000/ ￥17,500

ホワイトバーチ 
UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥22,000/ ￥21,500

ホワイトバーチ 
UNI ハイグレード（HG） オスモ自然系

オイル塗装 1,820×120×15   7枚 ¥24,000

ホワイトバーチ 
UNI

スタンダードグレー
ド（SG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥16,500/ ￥16,000

ホワイトバーチ 
UNI

スタンダードグレー
ド（SG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥20,000/ ￥19,500

ホワイトバーチ 
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥14,500/ ￥14,000

ホワイトバーチ 
UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥17,500/ ￥17,000

ホワイトバーチ 
UNI 源平節無 UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥18,000/ ￥17,500

ホワイトバーチ 
UNI 源平節有 UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥16,000/ ￥15,500

●ホワイトバーチ

ホワイトバーチ ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
傷がつきにくく、張り上りがとても綺麗です。材に優しい質感があり幼稚園やグループホームにも多
く使用されております。

ホワイトバーチ スタンダードグレード（SG）　UV塗装　1,820×90×15
HGに比べ黒いカスリが多少入ります。材に適度な硬さもあり磨耗性にも優れ肌触りがなめらかで女性
から指示の高い商品です。

ホワイトバーチ　バリューグレード（VG）　UV塗装　1,820×90×15
無垢を強調する仕上げとなっております。色むら、節、カスリが入り自然な風合いが特徴です。
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栗
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Chestnut
栗
栗は耐久性に優れているため、木造住宅の土台などにも使
用されています。
栗の渋皮にはポリフェノールの一種である「タンニン」とい
う成分を含み、年月が経つと色が濃くなり、独特な色合い
に変化していきます。

栗　自然オイル塗装　120幅　施工例

栗　アンティーク　塗装　施工例
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栗

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●オスモ自然系オイル塗装も対応致します。お問い合わせください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
ー
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ン
グ

栗UV塗装　ハイグレード（HG）
1,820×90×15

●栗

栗ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
日本でおなじみの天津甘栗を取る木です。
特徴は腐りにくく、害虫にも強いことから、家を支える土台に最も適している耐久性に優れた木材です。

栗　スタンダードグレード（SG）　UV塗装　1,820×90×15
ハイグレード（HG）に比べ多少の小節、葉節が入ります。
自然オイル塗装を施しても優美に仕上ります。左記ページ施工写真をご参照ください。

栗　バリューグレード（VG）　UV塗装　1,820×90×15
節や色むらが入ります。無垢らしさを演出した仕上げ、木材本来のナチュラルな仕上りです。

栗　アンティーク（加工）　UV塗装　1,820×90×15
名の通りアンティーク感漂う仕上がり、品格がありインテリアとの調和でさらに室内空間を彩ります。
凹凸もありオシャレな仕上げに施した一品です。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

栗 UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥20,000/ ￥19,500

栗 UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥24,000/ ￥23,500

栗 UNI スタンダード
グレード（SG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥18,500/ ￥18,000

栗 UNI スタンダード
グレード（SG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥22,500/ ￥22,000

栗 UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥16,500/ ￥16,000

栗 UNI バリューグレード（VG） UV塗装/無塗装 1,820×120×15   7枚 ￥20,000/ ￥19,500

栗 UNI アンティーク
加工 UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥18,500

栗 UNI アンティーク
加工 UV塗装 1,820×120×15   7枚 ¥22,500
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レッドパイン・ラオス松

フ
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Red Pine
レッドパイン
節の大きさや間隔もほぼ一定しており色のバラつきも少ないレッ
ドパインは、ぬくもりのある落ちついた部屋を演出します。

RAOSU Pine
ラオス松
昔から日本人になじみがある材。色合いがよく、経年変化で独自な風
合いを作り上げます。
柾目のフローリングとして、大変人気があり節の大きさや間隔もほぼ
一定しており色のバラつきも少ないラオス松は、色彩鮮やかで源平な
らではのコントラストを演出します。

ラオス松　源平　施工例
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レッドパイン・ラオス松

●ラオス松は寸法対応できます、3950/1820×150/121/110×15�などございますので、お問い合わせください。
●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
ー
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グ

レッドパイン　節有　無塗装　
3,900×111×15

●レッドパイン

●ラオス松

レッドパイン　節有　無塗装　3,900×111×15
フィンランド、スウェーデンなど北欧産が有名です。
無塗装ならではの木の香り、木のぬくもりをお楽しみください。

レッドパイン　節有　UV塗装　3,850×105×15
多くの節が入ります。経年変化で材全体が飴色に変化します。自然な質感が好まれ若い方に人気が
あります。

ラオス松　源平　ハイグレード（HG）　無塗装　OPC 1,820×90×15
源平の荒々しい模様は柾目でありながら存在感にあふれ、根強い人気があります。
年月が経つとラオス松特有の風合いが出て来ます。
原木の伐採時期は限られていて、在庫状況も都度ご確認が必要な商品です。

ラオス松　白　スタンダードグレード（SG）　無塗装　OPC 1,820×90×15
入荷量が少なく希少価値が高い材種です。
源平とは対照的な白は上品な柾目が特徴です。時間の経過とともに濃い色合いへと変化します。
深みが増して高級感あふれる逸品です。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

レッドパイン
OPC 節有 UV塗装 3,850×105×15   8枚 ¥30,000

レッドパイン
OPC 節有 無塗装 3,900×111×15   8枚 ¥24,000

レッドパイン
UNI 節無 UV塗装 1,820×105×15   8枚 ¥16,000

ラオス松 源平
OPC ハイグレード（HG） 無塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥16,000

ラオス松 白
OPC

スタンダード 
グレード（SG） 無塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥19,000

ラオス松 源平
UNI ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×121×15   7枚 ¥19,000

ラオス松 源平
UNI ハイグレード（HG） 無塗装 1,820×121×15   7枚 ¥19,500

ラオス松 白
UNI ハイグレード（SG） UV塗装 1,820×121×15   7枚 ¥19,000

※ラオス松は入荷量が少ない為、発注時に必ず在庫状況をご確認ください。
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ブラックニレ
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Black Nile
ブラックニレ
ブラックニレと言う樹種は無くあくまでも銘林の登録商標名です。黒
色着色する事により冬目が浮き出てブラックウォールナット風に仕
上ります。ブラックアッシュと比べ比較的杢目がおとなしいのが特
徴です。

ブラックニレ　SG　UV塗装　施工例
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ブラックニレ

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
ー
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グ

●ブラックニレ

ブラックニレ　ハイグレード（HG）　UV塗装　1,820×90×15
ブラック色を着色しブラックウォールナットに似た深みのある仕上りになっています。
杢目もおとなしく、洋室は勿論近年では和モダンにも使用される例が多いことでも知られています。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

ブラックニレ
UNI ハイグレード（HG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥28,000

ブラックニレ
UNI

バリューグレード
（VG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥24,500

ブラックニレ　ハイグレード（HG）
黒色着色塗装　1,820×90×15

施工例

※受注生産の為お問い合わせください。
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桐・桧
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桐
桐のフローリングは素材の柔らかさから、衝撃を吸収します。またその
温かさは床暖房が不要と思われる程で特性の調湿効果と相まって快適な
お住まい空間を造り出しています。
桐の柔らかさから、子供部屋、幼稚園や老人ホームなどフロアに用いら
れます。

桧
ヒノキ（桧）は言わずと知れた日本の代表的な木材です。法隆寺の柱にも使わ
れていて、古来から、多くの家・神社・仏閣建築に用いられています。
香り良く、耐久性・耐水性も高く、浴場、風呂、家具、建具など幅広く
使われて来ています。
こよなく愛されるこの香り豊かな国内産高級桧は自然の風合いと暖かさ、
和みをもたらします。

桧　節有　UV塗装　OPC　施工例桧　節有　UV塗装　OPC　施工例

桐　無塗装　OPC　施工例
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桐・桧

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
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●桐

桐　OPC　節無　1,820×150×15　無塗装
断熱性が高いため、結露の発生を防ぐ役割を果たしています。素材は柔らかで、軽い材種です。
タンスや下駄などで知られてます。

桧　OPC　節無　UV塗装
3,930×108×15

●桧

桧　節有　UV塗装　OPC　3,930×108×15
抜け節には埋木処理を施してあります。節の大きさ、数については限定できません。コントラストが
大きいので、貼り上げた床面や壁面が明るく浮き立ち、目を引きつけます。

桧　上小節　UV塗装　OPC　3,930×108×15
その名の通り、小指の先程度の節が僅かにある程度であり、10ミリ程度の小節が1枚につき2〜3個入っ
ています。離れてみると無節同様に落ち着いた雰囲気で近づくと小さな節がアクセントとなり一目見
て無垢材とわかります。

桧　節無　UV塗装　OPC　3,930×108×15
桧材の最高の等級で表面に節が全くなく品のある仕上がりになります。落ち着いた中にも板目独特の
動きがあり、飽きのこない高級材です。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

桧　OPC 節有 UV塗装/無塗装 1,920×108×15 16枚 ￥38,000/ ￥37,500
桧　OPC 節有 UV塗装/無塗装 3,930×108×15 8枚 ￥40,000/ ￥39,500
桧　OPC 上小節 UV塗装/無塗装 3,930×108×15 8枚 ￥86,000/ ￥85,500
桧　OPC 節無 UV塗装/無塗装 3,930×108×15 8枚 ￥120,000/ ￥119,500

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

桐（幅ハギ） ハイグレード（HG） 無塗装 1,820×150×15 12枚 ¥41,000
桐（幅ハギ） ハイグレード（HG） 自然塗装 1,820×150×15 12枚 ¥55,000

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

桐（幅ハギ） オール柾 無塗装 1,820×  90×15 20枚 ¥40,000
桐　OPC 柾目・板目込み 無塗装 1,820×150×15 12枚 ¥34,000
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Bamboo
竹
防菌、防かび効果に優れているため、アトピー対策にも注目されています。
傷がつきにくく、撥水性にも優れ、キッチンなど水廻りでよく使われています。

Bamboo
竹
ブラウン・ナチュラルを交互に貼り上げゼブラ模様に仕上げました。
色のコントラストが特徴的です。

竹　縦積層　ブラウン　施工例

竹　縦積層　ナチュラル・ブラウン　施工例
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竹

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
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●竹

竹　平積層　ナチュラル　UV塗装　1,820×90×15
カラーは明るくすっきりしています。
竹独自の持つ節がシンプルな仕上りを演出します。

竹　平積層　ブラウン　　UV塗装　1,820×90×15
カラーは落ち着いた明るいブラウン、竹独自の持つ節が特徴。
モダンな仕上りを演出します。

竹　縦積層　ナチュラル　UV塗装　1,820×90×15
縦積層は寸法安定性に優れ、見映えもすっきりとしています。
主張しすぎない。商品の性格上あらゆる場所に適応します。

竹　縦積層　ブラウン　　UV塗装　1,820×90×15
トイレ・洗面所・キッチンなど住宅のワンポイントで貼り上げるとオシャレな演出をかもし出します。

竹　平積層ブラウン　1,820×90×15

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

竹　ナチュラル 平積層 UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥25,000

竹　ブラウン 平積層 UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥25,000

竹　ナチュラル 縦積層 UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥28,000

竹　ブラウン 縦積層 UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥28,000

188



ラバーウッド

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。
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品名 タイプ ピース巾 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

ラバーウッド FJL 
ナチュラル ランダム UV塗装 1,820×150×15 6枚 ¥15,000

ラバーウッド FJL
ブラウン ランダム UV塗装 1,820×150×15 6枚 ¥15,000

ラバーウッド FJL
イエローブラウン ランダム UV塗装 1,820×150×15 6枚 ¥15,000

ラバーウッド FJL
ハニー ランダム UV塗装 1,820×150×15 6枚 ¥15,000

ラバーウッド　ナチュラル　UV塗装　
1,820×150×15

ラバーウッド　イエローブラウン　UV塗装
1,820×150×15

ラバーウッド　ブラウン　UV塗装　
1,820×150×15

ラバーウッド　ハニー　UV塗装　
1,820×150×15

ラバーウッドFJL　ナチュラル　UV塗装
1,820×150×15

Rubber Wood
ラバーウッド、ゴムフローリング
樹脂を取り終えたゴムの木を再利用してできた環境に優しい
エコフローリングです。

ラバーウッドFJL4P　150巾　施工例

加工性に優れ着色塗装にも適した材種です。
樹脂を取り終えたゴムの木を再利用したローコストなエコ建材で、木材としては最近になって使われてい
ます。階段・フローリング等に利用されます。

●ピース巾はランダムに仕上がっております。

※巾4Pもあります。
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床暖対応フローリング

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
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面の加工により隙間が目立たない工夫が施されている。含水率を5％前後に製作
し、6面塗装にて仕上げています。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

カバ床暖対応 UNI ハイグレード
（HG） UV塗装 1,820×75×15 12枚 ¥32,000

ナラ床暖対応 UNI ハイグレード
（HG） UV塗装 1,820×75×15 12枚 ¥35,000

チーク床暖対応 UNI ハイグレード
（HG） UV塗装 1,820×75×15 12枚 ¥48,000

竹床暖対応 縦積層
ナチュラル／ブラウン UV塗装 1,820×90×15 10枚 ¥35,000

カバ床暖対応　ハイグレード（HG）
1,820×75×15

チーク床暖対応　ハイグレード（HG）
1,820×75×15

ナラ床暖対応　ハイグレード（HG）
1,820×75×15

カバ　床暖対応　UV塗装　UNI
1,820×75×15

Floor Heating
床暖房対応
床暖房はリビングだけでなく、子供部屋、書斎、トイレや廊下など、暖房器具が
置きにくい場所でも設置可能です。

ナラ床暖用フローリング施工例

木材は、人工的に温度を加えると木の動き（収縮）（割れ）が気になるところですが、当社の床暖対応フロー
リングは幅を75mmに仕上げ、極力材の狂い曲りを抑える工夫を施しております。

竹床暖対応　縦積層　ナチュラル／ブラウン
1,820×90×15
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欅・杉

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
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グ

欅　赤　ハイグレード（HG）　
UV塗装　UNI　1,820×90×15

●欅

●杉

欅　赤　ハイグレード（HG）　UV塗装　UNI　1,820×90×15
はっきりとした力強い杢目が特徴で、耐久性に優れています。

欅　源平　ハイグレード（HG）　UV着色塗装　UNI　1,820×90×15
欅は芯部分と表皮部分の色の差が激しく、また表皮部分にはブルーステインが入りやすい材種の為、
着色塗装を施した商品です。

杉　節有　OPC　3,930×108×15
冬は暖かく、夏は涼しく、無垢の木の良さを実感できる。柔らかく、クッション性に優れているため
足腰の負担が軽減され、人にやさしいフローリングです。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

杉　OPC 節有 UV塗装/無塗装 3,930×108×15 8枚 ￥40,000/ ￥39,500

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

欅 赤 UNI ハイグレード
（HG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥40,000

欅 源平 UNI ハイグレード
（HG） UV塗装 1,820×  90×15 10枚 ¥35,000

欅 赤 OPC ハイグレード
（HG） 無塗装 1,820×150×15 06枚 ¥90,000
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メルバウ・米松・米ヒバ

●原材料、為替の変動などにより、単価、グレード、在庫量、寸法などが変動します。必ず担当者にご確認ください。
●掲載商品は、為替や原材料の高騰等により価格の変動があります。
●小口発送の場合は、別途送料がかかります。

フ
ロ
ー
リ
ン
グ

メルバウ　ハイグレード（HG）
UV塗装　UNI　1820×90×15

●メルバウ

●米松（ピーラ）

●米ヒバ（イエローシダー）

メルバウ　UV塗装　UNI　ハイグレード（HG）　1,820×90×15
日本名で太平洋鉄木と呼ばれるように非常に硬い木で、寸法安定性に優れています。
チークとマホガニー、花梨を足したような色合いであり、耐久性からデッキ材としても使用されて
います。

米松　柾無節　無塗装　3,650×105×15
米松の柾目の詰んだものを、一般的にピーラと呼んでいます。
樹齢200年以上の大径木から取れる希少材、穏やかな色調と目合いが特徴です。

米ヒバ　柾無節　無塗装　3,650×105×15
クリーム色の色調と細かい目合いが特徴で、明るく華やかな洋風の雰囲気に馴染みます。
ヒノキチオールが豊富で独特の芳香を持ち、水湿・白アリに強く浴室にも適します。

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

米松　OPC 柾無節 無塗装 3,650×105×15 8枚 ¥140,000

米ヒバ　OPC 柾無節 無塗装 3,650×105×15 8枚 ¥140,000

品名 タイプ グレード 塗装・無塗装 規格（mm） 入数 設計価格
（ケース）

メルバウ　UNI ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥29,000/ ￥28,500

メルバウ　OPC ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×  90×15 10枚 ￥36,000/ ￥35,500

メルバウ　OPC ハイグレード（HG） UV塗装/無塗装 1,820×150×15 6枚 ￥43,000/ ￥42,500
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施工要領・注意点について
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フローリング施工ついてのお願い

フローリング施工時の注意点

●天然木ですので、貼り始める前に仮並べをし、色、柄の
　バランスをとって施工してください。

すきま
ゲージ

コーキング処理
すき間を
あける

♦敷居・ドア枠・框など
すき間の確保

5mm程度あける

♦壁際

床材

壁
幅木

！

♦専用接着剤を床材裏面に塗布

メスザネ側長手方向1本

フロアーウッド

300mmピッチ （床在裏面）

♦接着剤が床表面についたら

接着剤は硬化するととれません

すぐに拭く

！
　接着剤の塗布を誤ると施工後の反り、突き上げ
　あばれ等の原因になります
！

木口1ヵ所
下地材の継ぎ目は2ヵ所

長手方向
30mmピッチ

　　両端
50mm内側に
　　両端
50mm内側に

攪木位置に
打ちます

フロア用
ステープル
フロア用
ステープル

　　両端
50mm内側に
　　両端
50mm内側に

●必ず捨て貼り工法での施工をお願いします。 根太の上に直接貼らないでください。
●施工の前に必ず仮並べをおこなってください。
●天然木を使用しておりますので、樹種それぞれに色合いや目合いその他固有の特徴が含まれること

をご理解願います。

●施工前に梱包の中に同梱されている施工説明書を必ずお読みの上、施工をお願いします。
※接着剤は必ず指定したフロア専用接着剤をご使用ください。（木工用白ボンドは使用できません。）
※保管にもご注意ください。
※下地施工もクレームの原因となりますので、正しい施工をお願いします。
※貼り込みの際も、ステープルの長さ・ボンドの塗り方・隙間ゲージの使用・巾木クリアーなどの施工説明書をよくお読み

の上、お願いします。
※仮並べの際も、注意事項をよくお読みください。
※割り付けも下地施工とジョイントが重ならないようお願いします。
※養生の仕方によりクレームが多く発生する原因となっております。養生テープ・養生シートなどご使用の際には、無垢フ

ローリングの特徴をよく理解して養生するようお願いします。
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仕上げ・お手入れについて
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フローリングの仕上げ（塗装）について

フローリングのお手入れについて

■ 無塗装
天然木そのままの状態です。より木の自然な風合いや肌触りを楽しめます。また、施工後にお好みの塗料などで仕上げるこ

ともできます。ただ無塗装は、汚れがつきやすく手垢シミ・水汚れができます。特に油の多い樹種の場合は、一度汚れがつ

くと落すことが難しいこともあります。

■ UV塗装 
紫外線によって乾燥・硬化させた油性ウレタン塗料でフローリングの表面に薄い膜を貼る塗装方法です。一般的には塗料が

高価で塗装に時間がかかるため採用されていないことが多いが、当社商品では耐久性に優れたフローコーターＵＶ塗装を採

用しており、この塗装技術によりコストダウン・塗装時間の短縮を実現成功しました。傷や汚れに強く、光沢があり高級感

のある仕上がりです。

■ 自然オイル塗装
天然植物オイルをベースにした塗料でフローリングにオイルを浸透させ塗装した後、自然乾燥で仕上げます。表面に塗膜を

作らないため、木の呼吸を妨げず、木の自然な風合いを保ち続けます。ただ、自然オイル塗装は、入り口付近など摩擦が多

い場所では３ヶ月程度で塗り替えをお薦めします。また、キッチンなど水回りの場所ではシミになりやすくメンテナンスを

必要とします。

●毎日のお手入れは乾いた布で乾拭きしてください。

■ ウレタン塗装の場合は・・・
フローリングの表面の汚れを掃除機で吸い取った後、汚れがひどい場合は固く絞った布で水拭きしてください。水拭きの際

には布の水分をしっかり絞ることが重要です。特に汚れがひどい場合には、市販の中性洗剤を水で薄めて使用してください。

水分をしっかり絞っていない布で拭いた場合、フローリングが膨らんだり・反ったり・割れたりと不具合の原因となるケー

スもありますのでご注意ください。

日常のお手入れは化学雑巾や乾いた布で乾拭きするようお願いします。

ワックスはご使用しないでください。（汚れがフローリングに付着します。）
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