
価格 坪当たり

1束 1.5930㎡ ¥12,496 ¥24,000
1束 1.9000㎡ ¥10,890 ¥18,000
1束 1.5930㎡ ¥12,012 ¥23,000
1束 1.4400㎡ ¥11,297 ¥24,000
1束 1.5930㎡ ¥12,012 ¥23,000
1束 1.2690㎡ ¥9,955 ¥24,000
1束 1.5930㎡ ¥10,098 ¥20,000
1束 1.6200㎡ ¥12,705 ¥24,000
1束 1.6200㎡ ¥11,242 ¥21,000

価格 坪当たり

1㎡ ¥26,070 ¥79,000
1㎡ ¥22,770 ¥69,000
1㎡ ¥35,904 ¥108,000
1㎡ ¥24,750 ¥75,000
1㎡ ¥21,780 ¥66,000
1㎡ ¥24,948 ¥75,000
1㎡ ¥26,070 ¥79,000
1㎡ ¥16,962 ¥51,000

価格 坪当たり

1束 1.3600㎡ ¥18,843 ¥42,000
1束 1.6380㎡ ¥21,857 ¥41,000
1束 1.7200㎡ ¥23,364 ¥41,000
1束(18枚) 0.8700㎡ ¥13,563 ¥47,000
1束(4枚) 1.1200㎡ ¥7,920 ¥22,000
1束(4枚) 1.1200㎡ ¥11,308 ¥31,000
1束(4枚) 1.1200㎡ ¥11,000 ¥30,000
1束 1.9800㎡ ¥19,074 ¥29,000
1束(7枚) 1.5288㎡ ¥11,737 ¥24,000

ボルドーパイン、ブロン、OPC ウエザリングホワイト塗装 20x140x2000

樹種（商品名） 塗装 サイズ

クマル、OPC 無塗装 15x90x乱尺

クマル、OPC 無塗装 19x100x乱尺

マサランドゥーバ（マニルカラ）、OPC 無塗装 15x90x乱尺

マサランドゥーバ（マニルカラ）、OPC

販売単位

イペ、OPC 無塗装 15x90x乱尺

クマル、OPC 無塗装 15x65x乱尺

無塗装 19x90x乱尺

グラピア（ガラッパ）、OPC 無塗装 15x90x乱尺

ビリアン（ウリン）、OPC 無塗装 15x90x乱尺

セランガンバツ、OPC 無塗装 15x90x乱尺

セラーズプランク、ミックスハード 古材 19.1x乱幅x乱尺

アメリカンゴシック、ミックスハード 古材 19.1x乱幅x乱尺

15～30x乱幅x乱尺

フェンスウッド ホワイトペイント 古材 15～30x102または127x乱尺

アメリカンゴシック、チェスナット 古材 19.1x乱幅x乱尺

ファウンドメープル 古材 18～30x50～100x乱尺

ボルドーパイン、セピア、OPC オイル古木調仕上げ塗装 20x140x2000

ボルドーパイン、グレイ、OPC オイル古木調仕上げ塗装 20x140x2000

商品ごとに販売の単位が異なりますので、お気を付け下さい。

価格は消費税込み、送料別途。 出荷地が商品ごとに異なります。 送料は都度ご案内をいたします。
フローリングの記号は、 OPC / 1枚物  、 UNI / 縦継ぎ  、 FJL / 縦横継ぎ

古木調オークワイド150ラフ、OPC 無塗装 18.5x150x乱尺

栗（節有り）、UNI 塗装 15x120x1820

樹種（商品名） 塗装 サイズ 販売単位

販売単位樹種（商品名） 塗装 サイズ

レールヤードパティーナ オーク 古材 13x102または127x乱尺

ジム フローリング 古材 18～30x30～70x乱尺

バーンウッド グレーアンドブラウン 古材

アンティーク複合、OPC 無塗装 15x126x乱尺

アンティーク複合、FJL 無塗装 15x150x乱尺

アンティーク複合、FJL 無塗装 15x189x乱尺

アンティーク複合・ヘリンボーン、OPC 無塗装 15x90x540

床材価格表（一部壁材）その1

高級デッキ材でお馴染の、ハードウッドのフローリングです。

店舗等で土足でなおかつ半分外部での使用に適したフローリングです。

全て乱尺・無塗装です。

ハードウッドフローリング

古きよきアメリカで使われていた古材をフローリングや壁材

用に再加工したものです

本物だけが持っている雰囲気を店舗・住宅にお使いください。

レクレイムドウッド（アメリカ産の古材）

荒い素材を使ったもの。 塗装により古木風にしたもの。

加工をすることで、表面を荒くしたもの。

様々な手法で古木調にしたフローリングをご紹介します。

古木調フローリング

'22年3月 価格は毎月改定
ウッドショックの影響で今後の入荷や価格は不透明です

予告なく販売中止や、価格改定をする可能性があります



価格 坪当たり

1束(8枚) 1.6744㎡ ¥20,625 ¥38,000
1束(6枚) 1.6380㎡ ¥46,607 ¥86,000
1束(10枚) 1.6380㎡ ¥13,750 ¥26,000
1束(6枚) 1.6380㎡ ¥12,232 ¥23,000
1束(10枚) 1.6380㎡ ¥9,174 ¥17,000
1束(10枚) 1.6380㎡ ¥9,174 ¥17,000
1束(10枚) 1.6380㎡ ¥9,174 ¥17,000
1束(7枚) 1.5288㎡ ¥9,174 ¥19,000

価格 坪当たり

1束(10枚) 1.6400㎡ ¥15,829 ¥30,000
1束(10枚) 1.6400㎡ ¥21,098 ¥39,000
1束(10枚) 1.0900㎡ ¥9,999 ¥28,000
1束(10枚) 1.0900㎡ ¥17,677 ¥49,000
1束(10枚) 1.0900㎡ ¥17,677 ¥49,000
1束 1.5300㎡ ¥19,987 ¥40,000
1束 2.0600㎡ ¥49,731 ¥73,000
1束(4枚) 1.1200㎡ ¥5,808 ¥16,000
1束(4枚) 1.1200㎡ ¥6,336 ¥18,000
1束(4枚) 1.7600㎡ ¥11,000 ¥19,000

価格 坪当たり

1束(6枚) 1.6400㎡ ¥6,182 ¥12,000
1束(7枚) 1.5290㎡ ¥7,150 ¥15,000

ボルドーパイン220、OPC 無塗装 21x220x2000

ボルドーパイン、OPC 無塗装 20x140x2000

ボルドーパイン、ブラッシング、OPC 無塗装 20x140x2000

ウォルナット・ラステック、OPC 無塗装 15x120x乱尺

ソリッド・ウォルナット、OPC 無塗装 19x189x1820、910

ウォルナット複合 セラミックUVクリア・つや消し塗装 12x120x909

ハードメイプル複合 セラミックUVクリア・つや消し塗装 12x120x909

コージー・ウォルナット、UNI ウレタンクリア・つや消し塗装 12x90x1820

ナラ複合 UVクリア・つや消し塗装 12x120x909

15x90x1820

ウバン、UNI 塗装 15x90x1820

コージー・メイプル、UNI ウレタンクリア・つや消し塗装 12x90x1820

アピトン、UNI 塗装 15x90x1820

アピトン、UNI 塗装 15x120x1820

樹種（商品名） 塗装 サイズ 販売単位

RUSフロア、レッドパイン / STグレード 無塗装 15x135x1820

販売単位

樹種（商品名） 塗装 サイズ 販売単位

ラオスチーク、FJL 塗装 15x150x1820

ミャンマーチーク、UNI 塗装 15x115x1820

ラオスチーク、UNI 塗装 15x90x1820

ピンマー、UNI 塗装

ミャンマーチーク、OPC 塗装 15x150x1820

樹種（商品名） 塗装 サイズ

フローリングの記号は、 OPC / 1枚物  、 UNI / 縦継ぎ  、 FJL / 縦横継ぎ

無塗装 15x120x1820RUSフロア、カラマツ / STグレード

商品ごとに販売の単位が異なりますので、お気を付け下さい。

価格は消費税込み、送料別途。 出荷地が商品ごとに異なります。 送料は都度ご案内をいたします。

床材価格表（一部壁材）その2

東南アジア産の硬質フローリング。

色も鮮やかで、部屋のコーディネイトに合わせてご選択ください。

硬質フローリング、アジアンテイスト

家の中でも土足で生活する欧米の文化が生んだ硬質フローリング。

明るいメイプル・パイン。 深みのあるオーク・ウォルナット。

部屋の雰囲気に合わせてお選びください。

硬質フローリング、アメリカン・ヨーロッピアンテイスト

極寒のシベリアで育ったパイン・カラマツ・シラカバ。

とても目が混んでいていて美しい床材に仕上がっています。

硬質フローリング、ロシアンテイスト

'22年3月 価格は毎月改定
ウッドショックの影響で今後の入荷や価格は不透明です

予告なく販売中止や、価格改定をする可能性があります


