フローリング仕上げ
フローリング仕上げ材
ナチュラルシリーズ

木の質感にこだわった本物志向の天然木フローリング
天然木ならではの
キャラクターと変化する色艶
ナチュラルシリーズは、仕上げ材表面をさまざまな
木目や生命活動の痕跡などのキャラクター（個性）が彩り、
同じ色・模様がふたつとないことを価値としています。
また時間の経過に伴って色艶が変化し、
徐々に味わいが増していきます。

耐凹み性

天然銘木

意匠性と耐傷性を兼ね備えるフローリング
「硬質パワーシート」を複合したフローリングで、
滑らかな表面仕上げを実現。また落下傷やキャスター傷などの
凹み傷に強い特殊ウレタン塗装で美しさを保ちます。

F☆☆☆☆

ワックスがけの必要はありません。

ブラックチェリー

ハードメイプル

148－W261 型

148－W260 型
希望小売価格 42,984 円（本体価格 39,800 円）
（24 枚 / ケース）

●1 枚の寸法（mm）：
長さ 909

幅 151.5

産地：北アメリカ
分類：温帯広葉樹・カエデ科

さまざまな
照りの表情

148－W261 型

希望小売価格 42,984 円（本体価格 39,800 円）
（24 枚 / ケース）

●1 枚の寸法（mm）：
厚み .4

長さ 909

幅 151.5

天然の痕跡

ピンノット

希望小売価格 42,984 円（本体価格 39,800 円）
（24 枚 / ケース）

●1 枚の寸法（mm）：
厚み .4

産地：北アメリカ
分類：温帯広葉樹・バラ科

多彩な木目の表情

ブラックチェリー

長さ 909

幅 151.5

産地：北アメリカ
分類：温帯広葉樹・クルミ科

濃淡が美しい
木目の表情

天然の痕跡

ピンノット

ガムポケット

天然の痕跡

厚み .4

変化に富む板目
時を経るほどに深く落ち着いた紅褐色に

パークポケット

ピンノット

シュガーマーク

●多くの樹種は時間経過とともに色あいが変化します。その変化は太陽光を受ける条件や樹種により一定ではありません。（ブラックチェリーは特にその変化が顕著）
●天然木（材）を使用していますので、製品一枚ごとに色柄が異なります。
●ここにご紹介するキャラクターは、製品一枚一枚に必ず出現するものではありません。
※写真は実験サンプルです。

フローリング仕上げ
フローリング仕上げ材
ハードシリーズ

ピュアシリーズ
自然派志向に応える
天然銘木ならではの風合い

美しさと強さを兼ね備えた
高級感あふれる仕上がり
●耐凹み性能を向上させるため、硬質パワーシート採用。
●表面は家具にも使用される天然銘木単板（0.3ｍｍ）
ワックスがけの必要はありません。

耐凹み性

天然銘木

F☆☆☆☆

幅 151.5

天然銘木

F☆☆☆☆

希望小売価格 26,136 円（本体価格 24,200 円）
（24 枚 / ケース）

希望小売価格 33,264 円（本体価格 30,800 円）
（24 枚 / ケース）
●1 枚の寸法（mm）：長さ 909

●表面は厳選された天然銘木単板（0.3ｍｍ）。

●1 枚の寸法（mm）：長さ 909

幅 151.5

厚み .4

厚み .4

148－W270 型
（ナチュラルベージュ）

148－W280 型
（ナチュラルベージュ）

148－W271 型
（カジュアルブラウン）
148－W281 型
（カジュアルブラウン）

148－W282 型
（エレガントブラウン）

希望小売価格 29,700 円（本体価格 27,500 円）
（24 枚 / ケース）
●1 枚の寸法（mm）：長さ 909

幅 151.5

厚み .4

148－W272 型
希望小売価格 36,828 円（本体価格 34,100 円）
（24 枚 / ケース）
●1 枚の寸法（mm）：長さ 909

幅 151.5

（ユーラシアンバーチ）

厚み .4

148－W273 型
148－W283 型
（ユーラシアンバーチ）

※天然銘木を使用している場合（ナチュラル・ハード・ピュアシリーズ）、商品によって色調や木目が異なる場合があります。
※同一名称の色でもシリーズによって色調が異なります。

（ブリティッシュマホガニー）

畳仕上げ
畳本来の風合いや足触りを実現

さまざまな畳表、畳ヘリを選べます。

本畳とかわらない厚みに仕上げるので

耐久性に優れた

施工後の段差もありません。

畳本来の風合いが魅力

「人造（化学）い草タイプ」

「天然い草タイプ」

床暖房用畳
「エコ畳」「プレ暖畳」は、熱伝導、伸縮、耐熱の特性に優れた床暖房用薄畳です。

エコ畳

プレ暖畳

環境に優しいポリエステルフィルムチップ素材の畳床は、
特殊縫製によって反りやヘタリが少なくなっています。

畳床は天然素材に高温処理を施した複合材を採用しています。
また、和紙表など豊富な畳表をそろえました。

※③「清流カラー」は、亜麻／黄金／銀鼠／栗／乳白／墨染／灰桜／
白茶／若草／藍／薄桜／胡桃 計 12 色からお選びいただけます。

畳ヘリ

別注ヘリもあります

12 種類から選べます

※①「エコ畳 あおい」は、緑／リーフグリーン／黄金／市松緑／ピンク／からし／
ダークブラウン／茄子紺 計 8 色からお選びいただけます。
※②「エコ畳 ヘリなし 和紙綾波」は、緑／黄／緑黄 MIX 計 3 色の中からお選び
いただけます。

畳ヘリ

表内の価格は、ヘリなし畳以外敷き込み費を含んでおりません。
（ヘリなし畳は、すべて敷き込み共になります）

16 種類から選べます

●五八間＝1.760×880×13（mm） 本間＝1.910×955×13（mm）
●五八間寸法をこえると本間価格になります。
●異形畳は価格・納期とも別打ち合わせになります。
●表内は標準ヘリの価格です。
●納期は、発注後 2 ～ 3 日に採寸、採寸後 7 ～ 10 日の納品になります。
●ヘリなしタイプの畳表は、織り方の細かいメセキ（目積）表になります。

高級ヘリもあります（追加料金が必要です）

タイルカーペット共通仕様

カーペット仕上げ
タイルカーペット

H-AK2503
（ベージュ）

H-AK2507
（ゴールド）

H-AK2512
（スカイ）

ロールカーペット

H-AK2506
（ピンク）

H-AK2511
（エメラルド）

希望小売価格 14,580 円（本体価格 13,500 円）
（10 枚入／梱包）
●1 枚の寸法（mm）：長さ 400 幅 400 厚み 8

H-AKAP-AF

H-AKAP-AS

●パイル：BCF ナイロン 100％ ●パイル長：5mm カットパイル
●防汚加工、防ダニ加工、帯電防止加工、防炎

H-AKAP-BA

H-AKAP-ME

（アンパンマン F） （アンパンマン S） （ばいきんまん）

（メロンパンナ）

H-AKAP-CA
（カレーパンマン）

バーバークラフト BC4309
希望小売価格 6,048 円／㎡
（本体価格 5,600 円／㎡）
●毛 100％ ●全厚 9mm

ニューコスモ CM-7615
希望小売価格 6,696 円／㎡
（本体価格 6,200 円／㎡）
●ナイロン 100％ ●全厚 8.5mm

セグエ SJ8201
希望小売価格 3,888 円／㎡
（本体価格 3,600 円／㎡）
●圧着ポリプロピレン 100％ ●全厚 7.5mm

エステート ES-7582
希望小売価格 6,156 円／㎡
（本体価格 5,700 円／㎡）
●ウール 100％ ●全厚 7mm

希望小売価格 3,456 円／枚
（本体価格 3,200 円／枚）
●1 枚の寸法（mm）：
H-AKAP-DO

H-AKAP-RO

（しょくぱんまん） （ドキンちゃん）

H-AKAP-SI

（ロールパンナ）

長さ 400

幅 400

厚み 8

※タイルカーペットは商品の性質上、継ぎ目部分に目すき、足ざわりの違いが生じることがあります。
※タイルカーペットは手洗いしてください
※他にも多数のバリエーションがあります。詳しくはお問い合わせください。

ナイロンアリーナ 400 NA-406
希望小売価格 8,532 円／㎡
（本体価格 7,900 円／㎡）
●ナイロン 100％ ●全厚 7.5mm

ナイロンブティック 400 NB-401
希望小売価格 10,476 円／㎡
（本体価格 9,700 円／㎡）
●ナイロン 100％ ●全厚 9mm

