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無垢フローリングの特徴のご案内
美しさと品質を維持して頂く為に

無垢フローリングは非常にデリケートな材ですが、優しく大切に扱う事で、
長きに渡り、その美しい色つや・品質を保つことが出来ます。

お手入れで味わいが増します

定期的にお手入れする事で、年月を経るごと
に無垢材ならではの味わい、 深い色つやが
増します。
日頃の乾拭と、半年に1回程度の無垢フロー
リング用ワックスの塗布を おすすめしま
す。

天然木は水がかからないようにご注意下さ
い。
反り・むくれ、無塗装であれば、毛羽立ち
の原因となりますので 速やかにお拭きと
りください。
キッチン等の水回りはマットを敷くなど、
十分にご注意ください。

水気を避ける事がポイントです

※　サンプルや色見本と実際の色や木目が異なる場合があります。自然素材ならではの表情の違いとご理解下さい。

天然木は呼吸し調湿します

無垢材は、季節により調湿する為、形状が変化
します。
その過程で、収縮・反り・割れ等が発生する場
合があります。
天然木が持つ調湿機能によるものとご理解くだ
さい。

天然木の表情は異なります

木目・節・色味は１枚ずつ異なります。
表面に小さな節・黒いスジ・テカリ等が発生する場
合があります。
1枚ずつ異なる天然木ならではの豊かな表情をお楽し
みください。
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ナラ・オーク
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装 ユニ・自然塗装 ユニ・無塗装 OPC・自然塗装

定価：\32,000/坪　\9,697/㎡ 定価：\34,100/坪　\10,333/㎡ 定価：\30,400/坪　\9,212/㎡ 定価：\43,500/坪　\13,182/㎡

Aグレード　15x90x1820mm Aグレード　15x90x1820mm Aグレード　15x90x1820mm Aグレード　15x120x乱尺mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：1.75㎡≒0.5坪

無塗装品は、特注塗装も承ります。 

（受注数量10坪以上からです）

詳細は担当営業までお問合せ下さい。

　無垢・節有＜ワイルドオーク＞ナラの中でも天然樹木独特の木目、節が強く出ています。　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装 ユニ・自然塗装

定価：\28,600/坪　\8,667/㎡ 定価：\30,800/坪　\9,333/㎡

節有グレード　15x90x1820mm 節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

　無垢・節有　ベトナム産

ユニ・ウレタンクリア塗装 ユニ・ウレタンクリア塗装 OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\32,000/坪　\9,697/㎡ 定価：\35,000/坪　\10,606/㎡ 定価：\38,000/坪　\11,515/㎡

節有グレード　15x90x1820mm 節有グレード　15x120x1820mm 節有グレード　15x120x450・600・900(乱尺)mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：7枚(1.5288㎡≒0.5坪) 1ケース入数：1.512㎡≒0.5坪

無垢フローリング

C-111A C-113 C-110 C-121 

C-110 

ナラ ナラ ナラ ナラ 

E-2110 

ホワイトオーク 

C-150 C-151 

ワイルドオーク ワイルドオーク 

C-150 

E-2140 

ホワイトオーク 

E-2150 

ホワイトオーク 
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カバ・バーチ
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\31,700/坪　\9,606/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・自然塗装

定価：\34,100/坪　\10,333/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・無塗装 FJL(3P)・ウレタンクリア塗装

定価：\30,200/坪　\9,152/㎡ 定価：\29,200/坪　\8,848/㎡

Aグレード　15x90x1820mm Aグレード　15x150x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：6枚(1.64㎡≒0.5坪)

無塗装品は、特注塗装も承ります。 

（受注数量10坪以上からです）

詳細は担当営業までお問合せ下さい。

　無垢・節有＜ナチュラルバーチ＞　カバの中でも天然樹木独特の木目、節が強く出ています。　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\28,600/坪　\8,667/㎡

節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・自然塗装

定価：\30,800/坪　\9,333/㎡

節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

無垢フローリング

C-310 

C-310 

カバ 

C-311 

カバ 

C-313 C-360 

カバ カバ 

C-350 

C-351 

ナチュラルバーチ 

C-351 

ナチュラルバーチ 

C-360 
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ブラックウォールナット
無垢・節有グレード　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\50,600/坪　\15,333/㎡

節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・自然塗装

定価：\52,800/坪　\16,000/㎡

節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ブラックウォールナットは日焼けで

変色する色差が大きい樹種です。

※この樹種は日焼けで色が明るく変化します。

ウォールナット
無垢　中国産

OPC・ウレタン着色塗装

定価：\53,900/坪　\16,333/㎡

Aグレード　17x90x450・600・900(乱尺)mm

1ケース入数：1.62㎡≒0.5坪

無垢フローリング

C-890 

C-1810 

C-1811 

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 

ウォールナット 

C-890 

C-1810 

日焼け前 日焼け後 
ガラス越し日光 

約半年経過 
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チーク
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　ベトナム産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\46,200/坪　\14,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・自然塗装

定価：\49,500/坪　\15,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・無塗装

定価：\44,000/坪　\13,333/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

アカシア
　無垢・節有グレード　ベトナム産

ユニ・ウレタンクリア塗装 ユニ・自然塗装

定価：\26,400/坪　\8,000/㎡ 定価：\30,800/坪　\9,333/㎡

節有グレード　15x90x1820mm 節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・ｳﾚﾀﾝ着色塗装(ﾁｰｸ色)

定価：\26,400/坪　\8,000/㎡

節有グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

無垢フローリング

I-1610 

I-1610 

I-1621 I-1620 

E-110 

E-111 

E-113 

E-110 

チーク 

チーク 

チーク 

アカシア 

アカシア アカシア 
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メープル
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\39,600/坪　\12,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ミャンマーチェリー ※「ミャンマーチェリー」は弊社商品名です。樹種名ではありません。
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　ミャンマー産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\28,600/坪　\8,667/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・自然塗装

定価：\28,600/坪　\8,667/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ユニ・ウレタン着色塗装(ダーク色)

定価：\28,600/坪　\8,667/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

無垢フローリング

C-210 

C-210 

メープル 

MC-1711 

MC-1710 

ミャンマーチェリー 

MC-1711 

ミャンマーチェリー 

MC-1720 

ミャンマーチェリー ﾀﾞｰｸ 
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カリン ローズウッド
　無垢・Aグレード（小さな葉節・色違い部分含む）　ラオス産 　無垢・Aグレード（小さな葉節・色違い部分含む）　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産

ユニ・ウレタンクリア塗装 ユニ・ウレタン着色塗装

定価：\52,800/坪　\16,000/㎡ 定価：\59,400/坪　\18,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪) 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

ビリアン（原産地名：ウリン） マホガニー
　無垢・Aグレード（小さな葉節・色違い部分含む）　ﾏﾚｰｼｱ産 　無垢・Aグレード（小さな葉節・色違い部分含む）　ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産

OPC・無塗装 ユニ・ウレタン着色塗装

定価：\52,800/坪　\16,000/㎡ 定価：\50,600/坪　\15,333/㎡

Aグレード　15x90x600・900(乱尺)mm Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：1.62㎡≒0.5坪 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

無垢フローリング

T-210 

T-210 

カリン 

I-2110 

I-2110 

マホガニー 

I-610 

I-610 

ローズウッド 

I-503 

I-503 

ビリアン(ウリン) 
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バンブー　（孟宗竹）
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）　中国産

平積層・ウレタンクリア塗装

定価：\39,600/坪　\12,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

平積層・ウレタンクリア塗装

定価：\39,600/坪　\12,000/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

燻蒸

レッドパイン
　無垢・節有グレード　ヨーロッパ産
※レッドパインは節部分にパテでの補修がある場合があります。

OPC・無塗装

定価：\27,500/坪　\8,333/㎡

節有グレード　15x110x1820mm

1ケース入数：8枚(1.6㎡≒0.5坪)

OPC・無塗装

定価：\32,200/坪　\9,758/㎡

節有グレード　21x137x1900mm

1ケース入数：6枚(1.56㎡≒0.5坪)

無垢フローリング

C-510 

E-723 

E-753 

E-723 

C-514 

C-510 

バンブー 

ナチュラル 

バンブー 

ミディアム 

レッドパイン 

レッドパイン 

バンブー 平積層 断面 
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※無垢直貼りシリーズは受注生産品となります。納期：約2週間。

ナラ
　無垢・赤白源平部分混合

OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\46,200/坪　\14,000/㎡

ABグレード　15(内カルプ2)x75x乱尺mm

1ケース入数：1.64㎡≒0.5坪

直貼りタイプ(裏面カルプ付)

カバ
　無垢・赤白源平部分混合

OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\46,200/坪　\14,000/㎡

ABグレード　15(内カルプ2)x75x乱尺mm

1ケース入数：1.64㎡≒0.5坪

直貼りタイプ(裏面カルプ付)

ブナ
　無垢・赤白源平部分混合

OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\46,200/坪　\14,000/㎡

ABグレード　15(内カルプ2)x75x乱尺mm

1ケース入数：1.64㎡≒0.5坪

直貼りタイプ(裏面カルプ付)

無垢フローリング・直貼り対応

C-1370J 

C-1370J 

ブナ 

受注 

生産 
直貼 

C-170J 

ナラ 

受注 

生産 

直貼 

C-370J 

C-370J 

カバ 

受注 

生産 
直貼 

C-1370J 
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ナラ・オーク
　無垢・床暖房　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\48,400/坪　\14,667/㎡

Aグレード　15x75x1820mm

1ケース入数：12枚(1.64㎡≒0.5坪)　床暖房

OPC・自然塗装・カーボネイト

定価：\66,000/坪　\20,000/㎡

Aグレード　15x120x1820mm

1ケース入数：8枚(1.75㎡≒0.5坪)　床暖房

C-151Hは、高温で炭化処理
を行い、含水率を5％まで下げ、
床暖房に対応させています。

カバ・バーチ
　無垢・床暖房　中国産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\48,400/坪　\14,667/㎡

Aグレード　15x75x1820mm

1ケース入数：12枚(1.64㎡≒0.5坪)　床暖房

OPC・自然塗装・カーボネイト

定価：\66,000/坪　\20,000/㎡

Aグレード　15x120x1820mm

1ケース入数：8枚(1.75㎡≒0.5坪)　床暖房

C-351Hは、高温で炭化処理
を行い、含水率を5％まで下げ、
床暖房に対応させています。

無垢フローリング・床暖房対応

C-151H 

C-140H 

C-151H 

カーボネイトオーク 

ナラ 

床暖 

床暖 

C-340H 

C-351H 

C-351H 

カバ 

カーボネイトバーチ 

床暖 

床暖 
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バンブー　（孟宗竹）
　無垢・Aグレード（小さな葉節や色違い部分は含まれます）・床暖房　中国産

縦積層・ウレタンクリア塗装

定価：\41,800/坪　\12,667/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

床暖房

縦積層・ウレタンクリア塗装

定価：\41,800/坪　\12,667/㎡

Aグレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)

燻蒸　床暖房

杉 桧
　無垢・節有・床暖房　九州産 　無垢・節有・床暖房　九州産 　無垢・上小節・床暖房　九州産

OPC・ウレタンクリア塗装 OPC・ウレタンクリア塗装 OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\46,000/坪　\13,939/㎡ 定価：\46,000/坪　\13,939/㎡ 定価：\66,000/坪　\20,000/㎡

節有グレード　15x90x1820mm 節有グレード　15x90x1820mm 上小節グレード　15x90x1820mm

1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)　床暖房 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)　床暖房 1ケース入数：10枚(1.64㎡≒0.5坪)　床暖房

チーク
無垢・Aグレード・床暖房　インドネシア産

ユニ・ウレタンクリア塗装

定価：\50,600/坪　\15,333/㎡

Aグレード　15x75x1820mm

1ケース入数：12枚(1.64㎡≒0.5坪)

床暖房

無垢フローリング・床暖房対応

JS-660H JH-910H JH-920H 

C-560H 

C-564H 
C-564H 

バンブー 

ナチュラル 

バンブー 

ミディアム 

杉 桧 桧 

受注 

生産 

受注 

生産 

受注 

生産 

床暖 

床暖 

床暖 床暖 床暖 

I-140H 

チーク 

床暖 

※杉と桧は受注生産品です。 

 納期：約1～4週間。  

※死節には埋め木。節部分にパテでの

補修がある場合があります。 

杉 節有 

バンブー 縦積層 断面 
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オーク
　WTO　表層4mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層4mm・OPC・ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 表層4mm・OPC・オイル塗装

ブラッシング 定価：\15,400/㎡

定価：\14,300/㎡ 節有グレード　15x150x910/1820mm

節有グレード　15x150x910/1820mm 1ケース入数：6枚(1.64㎡)

1ケース入数：6枚(1.64㎡) 床暖房・重歩行対応

床暖房・重歩行対応

表層4mm・OPC・無塗装 表層4mm・OPC・ｳﾚﾀﾝ着色艶消塗装(ﾀﾞｰｸ色)

定価：\13,200/㎡ ブラッシング

節有グレード　15x150x910/1820mm 定価：\14,300/㎡

1ケース入数：6枚(1.64㎡) 節有グレード　15x150x910/1820mm

床暖房・重歩行対応 1ケース入数：6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

アッシュ
　WTO　表層4mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層4mm・OPC・ｳﾚﾀﾝ着色艶消塗装(ﾎﾜｲﾄ色)

定価：\14,300/㎡

節有グレード　15x150x910/1820mm

1ケース入数：6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応

複合フローリング・ＷＴＯシリーズ（表層4mm　150幅シリーズ）

WTO-0113 

WTO-150-4-00 

オーク ナチュラル クリア 

WTO-150-4-03 

オーク ナチュラル オイル 

オーク 

床暖 床暖 

床暖 

WTO-150-4-02 WTO-150-4-02 

オーク ダーク 

床暖 

WTO-150-4-01 

WTO-150-4-01 

アッシュ ホワイト 

床暖 

WTOシリーズ 積層写真 

WTO-150-4-00 
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オーク
　Ｃ３　表層3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層3mm・OPC・着色オイル塗装(ﾎﾜｲﾄ色) 表層3mm・OPC・オイル塗装・燻蒸仕上

ブラッシング ブラッシング

定価：\14,900/㎡ 定価：\15,400/㎡ 定価：\15,400/㎡ 定価：\16,000/㎡

節有グレード　15x189x910/1820mm 節有グレード　15x189x910/1820mm 節有グレード　15x189x910/1820mm 節有グレード　15x189x910/1820mm

1ケース入数：5枚(1.72㎡) 1ケース入数：5枚(1.72㎡) 1ケース入数：5枚(1.72㎡) 1ケース入数：5枚(1.72㎡)

床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応

チーク ウォールナット
　Ｃ３　表層3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行 　Ｃ３　表層3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層3mm・OPC・ウレタンクリア塗装 表層3mm・OPC・ウレタンクリア塗装

定価：\19,800/㎡ 定価：\22,300/㎡

節有グレード　15x150x910/1820mm 節有グレード　15x150x910/1820mm

1ケース入数：6枚(1.64㎡) 1ケース入数：6枚(1.64㎡)

床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応

※表層の無垢材は自然素材の特性上、色・柄等のバラツキが出ます。

＜木目や濃淡のバラつき例＞

複合フローリング・Ｃ３シリーズ（表層3mm　150幅・189幅シリーズ）

表層3mm・OPC・ｳﾚﾀﾝ着色艶消塗装(ﾎﾜ
ｲﾄﾜｲﾋﾟﾝｸﾞ) ブラッシング

表層3mm・OPC・ｳﾚﾀﾝ着色艶消塗装(ﾎﾜ
ｲﾄ色) ブラッシング

C3-0151 

オーク ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾀﾞｰｸ 

C3-0130 

オーク 

アンティークスノー 

C3-0121 

オーク 

ミルキーホワイト オイル 

C3-0120 

オーク 

ミルキーホワイト クリア 

C3-0120 

住友不動産(㈱) モデルハウス 

床暖 床暖 床暖 床暖 

C3-T110 

チーク 

床暖 
C3-1810 

ウォールナット 

床暖 

C3-T110 

住友不動産(㈱) モデルハウス 

C3-1810 

住友不動産(㈱) モデルハウス 

C3-1810 C3-T110 C3-0120 

C3シリーズ 積層写真 

C3-0130 
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※ＫＩシリーズは在庫により厚さが14.5か13.5になります。必ず事前に在庫をご確認下さい。また、長さ1820の商品には三割ほど短物が入ります。 端部等にご活用下さい。

オーク ビーチ
　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行 　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂艶消塗装 表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂塗装

定価：\15,400/㎡ 定価：\14,200/㎡

Aグレード　14.5x145x1820mm Aグレード　14.5x145x1820mm

1ケース入数：6枚(1.583㎡) 1ケース入数：6枚(1.583㎡)

床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応

ウォールナット
　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層2～3mm・OPC・ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙ塗装

定価：\20,500/㎡

節有グレード　14.5x145x1820mm

1ケース入数：6枚(1.583㎡)

床暖房・重歩行対応

ハードメープル
　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層2～3mm・OPC・ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙ塗装

定価：\19,600/㎡

Aグレード　14.5x145x1820mm

1ケース入数：6枚(1.583㎡)

床暖房・重歩行対応

複合フローリング・ＫＩシリーズ（表層2～3mm　145幅シリーズ）・長1820mm

KI-0261 

ハードメープル 

KI-1560 

スチームドビーチ 

床暖 

床暖 
KI-0110 

オーク 

床暖 

KI-0861 

ウォールナット 

床暖 

KI-0261 

KI-0110 

※ＫＩシリーズ注意事項※ 
 

ＫＩシリーズは在庫により厚さが14.5(表層

3mm)か13.5(表層2mm)になります。 

必ず事前に在庫をご確認下さい。 
 

また、長さ1820の商品には三割ほど短物が

入ります。 端部等にご活用下さい。 

KIシリーズ 積層写真 
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※ＫＩシリーズは在庫により厚さが14.5か13.5になります。必ず事前に在庫をご確認下さい。

ヒッコリー
　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・床暖房・重歩行

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装

コーヒーブラウン色・ナグリ加工

定価：\16,000/㎡

節有グレード　14.5x145x1212mm

1ケース入数：6枚(1.054㎡)

床暖房・重歩行対応

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装

ワインブラウン色・ナグリ加工

定価：\16,000/㎡

節有グレード　14.5x145x1212mm

1ケース入数：6枚(1.054㎡)

床暖房・重歩行対応

表層2～3mm・OPC・耐摩耗樹脂着色艶消塗装

キャラメルブラウン色・ナグリ加工

定価：\16,000/㎡

節有グレード　14.5x145x1212mm

1ケース入数：6枚(1.054㎡)

床暖房・重歩行対応

スクピラ
　ＫＩ　表層2～3mmシリーズ　複合・重歩行

表層2～3mm・OPC・ﾅﾁｭﾗﾙｵｲﾙ塗装

定価：\15,300/㎡

Aグレード　14.5x145x1212mm

1ケース入数：6枚(1.054㎡)

重歩行対応　※堅木のため床暖不可

C2シリーズはウレタン塗装、直貼り対応(裏面カルプ付で総厚12mm)も承ります。（価格や納期はカタログ掲載品とは異なります）営業にご相談下さい。

オーク ウォールナット
　Ｃ２　12mm厚　複合・床暖房・重歩行 　Ｃ２　12mm厚　複合・床暖房・重歩行

表層2mm・OPC・オイル塗装

定価：\14,500/㎡

節有グレード　12x120x909mm

1ケース入数：15枚(1.636㎡)

床暖房・重歩行対応

表層2mm・OPC・オイル塗装 表層2mm・OPC・着色ｵｲﾙ塗装(ﾎﾜｲﾄ色)

ブラッシング ブラッシング

定価：\11,400/㎡ 定価：\12,000/㎡

節有グレード　12x120x909mm 節有グレード　12x120x909mm

1ケース入数：15枚(1.636㎡) 1ケース入数：15枚(1.636㎡)

床暖房・重歩行対応 床暖房・重歩行対応

複合フローリング・Ｃ２シリーズ（表層2mm　総厚12mmシリーズ）

複合フローリング・ＫＩシリーズ（表層2～3mm　145幅シリーズ）・長1212mm

C2シリーズ 積層写真 

ｘｘｘｘ C2-0121 

オーク 

C2-0111 

オーク 

床暖 床暖 

床暖 

KI-1461 

KI-1010 

KI-1030 

KI-1020 

KI-1030 

三井ホーム(株) モデルハウス ヒッコリー 

ｺｰﾋｰﾌﾞﾗｳﾝ 

ヒッコリー 

ﾜｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ 

ヒッコリー 

ｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ 

スクピラ 

床暖 

床暖 

床暖 

KI-1461 

ウォールナット 

C2-1811 
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　ダイス

サネ加工有り

オーク　ｳﾚﾀﾝ着色塗装(ﾎﾜｲﾄ色)

定価：\27,300/㎡

8x300x300mm

1ケース入数：37枚(3.3㎡)

寄木タイプ

　ハドンホール

サネ加工有り

オーク　ウレタンクリア塗装

定価：\27,300/㎡

8x300x300mm

1ケース入数：37枚(3.3㎡)

寄木タイプ

　ヘリンボーンハーフ

オーク　ウレタンクリア塗装 チーク　ウレタンクリア塗装

定価：\27,300/㎡ 定価：\27,300/㎡

8x323x367mm 8x323x367mm

1ケース入数：12枚(0.78㎡) 1ケース入数：12枚(0.78㎡)

寄木タイプ 寄木タイプ

サネ加工有り

※ヘリンボーンハーフは10ピース接着した１枚のユニットパネルです ※ナチュラルパーケットの受注生産品は、10坪(33㎡)以上、納期約60日からとなります。

無垢寄木フローリング＜ナチュラルパーケット＞

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 

ウォールナット 

C-1810 

C-564H（ミディアム） 
300

3
00

DSM-0120 

300

300

DFM-01D4 

ダイス：オーク特注色（受注生産品※） 

DFP-0150 DFP-0750 

150

4
3
.
3

約
3
23

約367

寄木タイプの裏面は、接着剤

の固定を補助するネットが標

準仕様です。 

 

オーク 

オーク 

オーク チーク 

ヘリンボーンハーフ：オーク DFP-0150 
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　無垢・オーク

二方雌実　無塗装

定価：\22,300/㎡

15x60x420mm

1ケース入数：64枚(1.613㎡)

※EFP-03-OAKの特注塗装については、オーダーカラーフロアー(P21)での対応が可能です。

三方雌実　ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装

定価：\24,000/㎡

節有グレード　15x120x480mm

1ケース入数：28枚(1.613㎡)

三方雌実　ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装

定価：\23,000/㎡

節有グレード　15x75x450mm

1ケース入数：48枚(1.62㎡)

　無垢・チーク

三方雌実　無塗装

定価：\25,700/㎡

15x60x420mm

1ケース入数：65枚(1.638㎡)

ナチュラルパーケット＜ヘリンボーン＞

ﾌﾞﾗｯｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ 

EFP-03-OAK：ウレタン着色塗装(特注色)（受注生産品） 

三井ホーム(㈱) モデルハウス 

EFP-03-OAK：ウレタン着色塗装(特注色) 

（受注生産品） 

三井ホーム(㈱) モデルハウス 

EFP-03-OAK 

EFP-03-TEAK 

オーク 60幅 

チーク 60幅 

EFP-2150 

オーク 120幅 

EFP-2130 

オーク 75幅 

受注 

生産 

※EFP-03-OAKは１ケースに２タイプ

の実が半数ずつ入ります。 

Ａ

420

60

Ｂ

60 

420

60 60 

420

6
0

75 

450 

420

6
0

120 

480 
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ホワイトアッシュ/V溝 ウォールナット/V溝 チェリー/V溝 炭化ホワイトアッシュ 炭化ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ/ﾊｰﾄﾞﾒｰﾌﾟﾙ

定価：\24,200/㎡ 定価：\27,000/㎡ 定価：\24,200/㎡ 定価：\27,000/㎡ 定価：\27,000/㎡

ｵｰｸ/V溝/ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ オーク オーク チェリー

定価：\27,000/㎡ 定価：\24,200/㎡ 定価：\24,200/㎡ 定価：\27,000/㎡

お好みに合わせて様々なデザインをお楽しみ下さい。

インペリアルデザインフロアー

※ 受注商品です。（100㎡/約30坪以上から）
　・ 受注後約９０日での納品となります。
　・ ご希望のデザインでも制作いたします。（制作できないデザインもあります）
　・ 商品の性質上、カットサンプルはありません。サンプルについては営業にご相談下さい。

　　表層無垢2mm　寄木デザインの高級感とオリジナリティあふれるフローリングです。

複数の樹種を組み合せたデザインの商品から単一樹種で組み合せた商品まで、バリエーション豊富な商品を取り揃えております。
無垢調の寄木デザインは、個性的で、かつシックで高級感のある空間造りをお手伝いいたします。

IP-005のみ、
サイズ：t15×ｗ600
×600mm
1ケース入数＝6枚
≒2.16㎡

高級住宅のほか、ホテル・レストラン・ギャラリーなどに最適な床材です。

高級厚単板寄木デザインフローリング 

IP-

008 

IP-005 IP-013 

IP-008 IP-006 

IP-012 IP-014 

IP-002 IP-001 IP-007 

IP-008 

IP-002 

すべて 

受注生産 
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ベースとなる３タイプのフローリングと、仕上げ塗装 注文の流れ

ベース材

仕上げ塗装

オーダーカラーフロアー

IP-

008 

クリア色 

(濡れ色) 

 
色品番：CLW 

アッシュ 

グレー色 

 
色品番：AGW 

 

ペール 

ホワイト色 

 
色品番：PWM 

 

ライト 

ブラウン色 

 
色品番：LBM 

 

ダーク 

ブラウン色 

 
色品番：DBM 

 

より高いデザイン性をお求めの方へ。 

オーダーカラーフロアーは、お客様のお好みの色のフローリングをおつくりするシステムです。 

・意匠性の高い５色のカラーバリエーション 
・ご要望に沿った、その他特注着色も可能 

・風合いの異なる３種の仕上塗装 
より理想的なインテリアの実現のために、あなたのカラーを見つけて下さい。  

  

ヘリンボーン(無垢)オーク (二方雌実) 

厚15×幅60×長420(㎜) 

1ケース＝64枚≒1.613㎡入  ＜ベース材品番：E＞ 

  
ヘリンボーン(複合)ナラ (三方雌実) ※床暖房対応 

厚15(2)×幅75×長450(㎜) 

1ケース＝48枚≒1.62㎡入   ＜ベース材品番：Y＞  
幅広複合フロアー オーク 節有 ※床暖房対応 

厚15(4)×幅150×長910/1820(㎜) 

1ケース＝6枚≒1.64㎡入    ＜ベース材品番：W＞ 

・ウレタン塗装        ＜仕上塗装品番：0＞ 

・ウレタン塗装ツヤ消し  ＜仕上塗装品番：9＞ 

・オイル塗装(自然塗装) ＜仕上塗装品番：1＞ 

＜定価＞ 

無垢ヘリンボーン オーク 着色込み：¥25,000／㎡ 

複合ヘリンボーン  ナラ    着色込み：¥19,000／㎡ 

幅広複合フロアー オーク 着色込み：¥17,000／㎡ 

ご注文の際には、色品番 + ベース材品番 + 仕上塗装品番にてご注文下さい。 

例：アッシュグレー色(AGW)、複合ヘリンボーン(Y)、オイル塗装仕上げ(1)の商品＝AGW-Y-1 
※基本五色以外の特注色の場合は品番はありませんのでご注文の際は営業にご相談下さい。 

 

※無垢材は自然素材の特性上、色・柄等のバラツキが出ます。 

※着色カラーは下地となる無垢材の色や木目模様が透けますので、 

 同じ着色でも板ごとに色差が出ます。 

※本紙のカラーはイメージです。 

 印刷や画面環境により色の見え方が異なる場合があります。 

 必ずサンプルをご確認下さい。 

 

 商品の決定 【お客様】 

▼ 

 ご注文内容のヒアリング 【お客様・弊社】 

▼ 

 (特注色の場合)色見本のご用意 【お客様】 

（ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞや壁板等、実物の色見本でご用意ください。） 

▼ 

 着色サンプルの  

（約２週間。数量によって前後します。） 

▼ 

 着色カラーの承認 【お客様】 

▼ 

 商品に塗装 【弊社】 

（約２週間。数量によって前後します。） 

▼ 

 納品  

作成 (特注色の場合)【弊社】 

ご提供(基準色の場合)【弊社】 

受注 

生産 
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●高級感のある４色展開

セラミックス入りアクリルナノ塗装

定価：\14,600/㎡

◎  商品名 ：ポルコルフロアー

◎  製造元 ：ＡＭＯＲＩＭ社　（ポルトガル）

◎  サイズ ：t10.5×W145×L1230mm　

(1ｹｰｽ＝8枚入＝1.43㎡)

◎  構　成 ：表面コルク3mm　中芯5.5mm(針葉樹合板 or HDF)　

裏面コルク2mm

◎  性　能 ：Ｆ☆☆☆☆対応　　認定番号：MEN-2868

　　　　　　塗装データ　　　　ＭＳＤＳ資料

　　　　　　床暖房対応試験　　ベターリビング試験済

　　　　　　塗膜性能　　　　　ＪＡＳ試験合格

コルクフローリング＜ポルコルフロアー＞

ポルトガルのコルク大手AMORIM社とウッディワールド(株)の共同開発で生まれた、

AMORIM社製コルクフローリング日本初！糊釘併用施工対応コルクフローリング。

ポルトガルのコルク大手AMORIM社と共同開発
した、日本向けの糊釘併用施工対応のコルク
フローリングです。
F☆☆☆☆対応製品、JAS試験済。
床暖房対応商品。

木質フローリングより弾力があり、歩行音の
減少、膝・腰への衝撃を軽減します。
また、断熱・保温効果が高く、温かみのある
製品です。

表面塗装はセラミックス入アクリル塗装で、
耐久性にも優れています。

PC-004 

※ 施工は、糊釘併用施工です。（ウレタン系、エポキシ系のフロア専用接着剤を使用して下さい。） 

※ 水性ボンドは反り、床鳴りの原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。 

※ ポルコルフロアーは、合板下貼り施工を基本としています。12mm厚以上の合板捨て貼り後、ポルコルフロアーを施工して下さい。 

  また、ポルコルフロアーの貼り方向と直交するように貼り方向を変えて下さい。 

※ 基本のお手入れは乾拭きです。 

PC-001 

ムーンライト 

PC-004 

チョコレート 

PC-002 

ティー 

PC-003 

チェスナット 

アクリルナノ樹脂塗装 

HDF 5.5mm厚 
コルク 2mm厚 

コルク 3mm厚 

積層写真(HDF) 

積層構造(HDF) アクリルナノ樹脂塗装 

針葉樹合板 5.5mm厚 
コルク 2mm厚 

コルク 3mm厚 

積層写真(針葉樹合板) 

積層構造(針葉樹合板) 

PC-001 

P

PC-002 PC-003 

床暖 
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コルクフローリング＜ポルコルフロアー＞

究極のエコ素材 「コルク」 

コルクは現代のテクノロジーでもかなうことの

ない優れた素材です。100％天然製品のコルク

は、その木を切り倒すことも、痛める事もなく

収穫できる究極のエコ素材です。 

コルクは細胞が細かく、その細胞ひとつひとつ

が遮音・断熱・緩衛材の役目を果たしています。 

【コルクは最も環境に優しい製品】 

ウールが羊から刈り取られるように、コルクも木の伐

採の必要がなく繰り返し採取できます。 

良質なウールを得るには羊の世話が重要であるように、

良質なコルクを生産するには、森林や木を管理するこ

とが非常に重要です。 

さらに、全てのコルク工場から出たゴミは全て繰り返

しリサイクル可能で、無駄なく最後まで使われます。 【コルク樫の樹皮を剥いで収穫】 

コルクの寿命は１５０年から２００年。 

その間に枯れないよう、その成長を守る

規則的なサイクルでコルクを収穫します。 

コルク樫が成長(樹幹が７０cm、木の高さ

が１２０cm)してはじめてコルクの樹皮を

採取し、１本の木で、平均１６回の樹皮

が収穫できます。 

床暖房の立ち上りは遅くなりますが、保温効果が持続します。ヒートショック

が少なく、介護施設などの床材に最適。天然の断熱性を備えるコルクの特性か

ら、冬場のヒヤッとした感覚がなく、表面がベタベタしにくい為、夏場も快適

です。素足でも触れると気持ちよく、一年中快適な温度を保ちます。 

◎ 保温性 

◎ 快適性 

コルクの多孔質の空気層により、弾力性があり、

幼稚園や高齢者施設の床材として最適です。 

コルクの衝撃吸収特性が、足や関節、腰への負

担を軽減します。 

弾力性と摩擦抵抗係数が高いことから、滑りに

くく、歩行感のよい室内環境を提供します。 

木質フローリング    ラミネートフローリング       コルクフローリング 

衝撃発生音が少ない為、二世帯住宅・共同

住宅などの静かな環境を必要とする住宅に

最適です。コルクの内部構造が遮音材とし

て機能し、部屋と部屋との音の伝達を弱め

て、より静かな環境を作り出します。 

◎ 吸音性 

※遮音等級をクリアするものではありません。 
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ウッディワールド株式会社　 代理店

本社 ： 〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ﾋﾞﾙ217

　　　TEL ： 03-5911-5221 / FAX ： 03-5911-5223
　　　URL ： http://www.woodyworld.jp

ウェットタイプの商品は注意書きを十分に読んでご使用下さい。 2018/04

使用後も床面に放置しないで下さい。ワックスが白濁したり、フローリングが変色する可能性があります。

これらの商品を使用する場合はドライタイプの商品をお勧めします。

日頃のお手入れは乾拭きです。

無塗装品や自然（オイル）塗装品は、ささくれなどができてしまっていたら適宜サンドペーパー等で削って下さい。

ウレタン塗装品は基本的にはワックスを塗布する必要はありませんが、光沢等の美しさを保つためには、

半年に一回程度の木質フローリング用ワックス塗布をおすすめします。(ワックスの注意書きを読み正しくお使い下さい)

自然塗装品（オイル塗装）は、日頃の乾拭きの他、半年～数年に一回程度、気になった時に、

専用のオイル塗装をおすすめします。

化学ぞうきん、ダストコントロールモップを使用する場合、水濡れ箇所、ワックスがけ直前・直後には絶対に使用しないで下さい。

机や椅子の脚にはキャップをかぶせてご使用ください。ピアノ等の重量物は敷き板を介してください。

また、荷重のかかった状態でキャスター付の家具を移動すると大きなダメージを受けやすいので、

キャスター付家具の下にはカーペットを部分敷きなどして床面を保護してご利用下さい。

木材は紫外線などを吸収して変色していきます。

変色を防ぎたい場合、カーテン等でさえぎってできるだけ直射日光を避けて下さい。

木質フローリングは、湿気により膨張・収縮を繰り返します。場合によっては床鳴りを起こしますが、季節により無くなります。

養生テープは絶対にフローリングに直に貼らないで下さい。

木質フローリングはウレタン塗装であっても水気を嫌いますので、

フローリングにホットカーペットやヒーターの熱が直接当たると、目隙や割れを起こすことがあります。

ウレタン塗装品は耐水性に優れたウレタン塗装で表面を保護していますが、汚れの原因となりますので、

水分は速やかに拭き取って下さい。自然(オイル)塗装品や無塗装品は耐水塗膜が無いため

ウレタン塗装よりも汚れや水分に注意して下さい。また、キッチンや洗面所等では水切りマットを敷いてご利用下さい。

湿気のたまりやすい寝具や通気性の無いカーペット、窓からの雨の吹込みや結露もカビやシミ、傷みの原因となります。

絶対に水性ワックスのモップ拭きなどはしないでください。

水気を含んで木が膨らむのでたわみや傷み、無塗装であれば毛羽立ち、

また水分によるシミやカビ、腐食の原因になります。

これらの商品は、輸入品となります。ご発注前に在庫状況を確認して下さい。

商品写真と実物では色調が異なる場合があります。

表示価格は税抜き、工事費別価格です。

商品改良や経済情勢により、予告無く仕様、価格を変更することがありますのでご了承下さい。

全ての商品の施工後の返品は受け付けかねます。

水性ボンドは反り、床鳴りの原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。

木質フローリングは、合板下貼り施工を基本としています。根太貼りの場合は303mmﾋﾟｯﾁで乾燥材の根太を使用して下さい。

施工は、糊・釘併用施工です。（ウレタン系、エポキシ系のフロア専用接着剤を使用して下さい。）

また、梱包箱無し、梱包箱が破損している状態での返品も受け付けかねます。

（返品はお届けした状態と全く同じ状態での返品をお願い致します。）施工前に、今一度ご確認下さい。

木質フローリングは、湿度による影響で膨張・収縮します。施工前に環境に慣らす為、1週間の仮置きを行って下さい。

施工は、施工説明書に従って下さい。

無垢材は色、柄等バラツキがあります。施工前、仮並べをしてバランス良く貼り込んで下さい。


