
0512021.9.30　 健康・エコ　国産材が主役のサステナブルな家づくり

【掲載内容について】
メーカー・商社などにアンケートを依頼し、その回答を編集部でまとめたものです。
内容についてはあくまで回答を編集したもので、編集部がその内容を検証したものではありません。
より確実に製品の内容を確認したい場合は、各メーカーから詳細な資料を取り寄せるなどしてください。

健康・快適・経済的（省エネ）なエコライフを実現するためのサステナブルな家づくりに欠かせないのが、
人や環境に優しく、なおかつ機能性にも優れる建材・設備だ。

各メーカー・商社に、それぞれのイチオシ製品の情報を寄せてもらいながら、
各製品の「健康・快適・エコ」なポイントについても聞いた。
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銘樹・ロイヤルセレクション
抗ウイルス加工

厳選した銘木2㎜厚の挽板を採用し、無垢のような深
みのある木目と風合いを備え、温もりある質感に仕上
げた。溝部は深く掘り込んだＲ形状を採用。塗装は
しっとりとした艶を抑えたクリアリッチ塗装仕上げ

永大産業
0120-685-110

抗菌・抗ウイルス加工（SIAA）

要問合せ

フローリングの表面に付着した特定の細菌やウイル
スの数を24時間経過後99％以上減少

発売予定または
発売から1年以内の製品 製品画像

メーカーが抗ウイルスなどの
効果をうたっている製品

製品名

特徴

健康・快適・エコなポイント

性能値
価格の目安（税別）

お問い合わせ先

データの見方

索　引
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052 健康・快適・エコなポイント 性能値 価格の目安（税別）メーカーが抗ウイルスなどの効果をうたっている製品NEW 発売予定または発売から１年以内の製品

織物クロス「すっぴんクロス」
糸を織って作っているので強く、高級感がある。薬
剤処理をしていないのでシミにならない。静電気が
発生しにくいので、ホコリや汚れを吸い寄せず、汚
れにくい。施工の際、糊付け機が使える

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

１２００円～２７００円/ｍ

薬剤処理をしていないので目にも肌にも優しい。自
然素材特有の調湿性があり、透湿性も高い

紙クロス　オガファーザー NEW
オガファーザーの原料は木と紙。製法も環境負荷が
少ないことから世界から高い評価を受けている紙ク
ロス。資源を無駄にせず、なおかつ快適な住空間を
つくることができる

イケダコーポレーション
0120-544-453　X06-6452-9378

Ｆ☆☆☆☆/MFN-0845　不燃認定書/NM-0585　
準不燃認定書/QM-9085

要問合せ

全ての原材料が再生可能。健康被害を起こす可塑
剤やPVCを使用せず、住む人の健康、製造者の健
康までも配慮している

エコリフレクト（光拡散）
光の反射・拡散により部屋を明るくするため、日中
の消灯による電力削減など、省エネ効果が期待でき
る。蛍光灯・白熱電球・ＬＥＤなど幅広い照明器具に
対応している

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

－

１０９０円/㎡

光の反射で省エネ効果が期待でき、リビングなど長
時間あかりをつける部屋におすすめ

ハードストレッチ壁紙　消臭タイプ
タバコの煙に含まれるアセトアルデヒド・酢酸・硫化
水素などを吸着・分解。トイレ、生ゴミのにおいや
ペット臭も吸着・分解

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

－

１０９０円/㎡

消臭機能以外に、キズや汚れに強く、壁紙のひび割
れを軽減する効果もある多機能壁紙。メンテナンス
性に優れ清潔な空間維持にも繋がる

抗ウイルス壁紙
抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のタンパク質を
変性・破壊し、有機成分を分解。壁紙表面に付着し
たウイルスに効果がある。細菌の増殖を抑制する働
きもあり、よりよい衛生環境をつくることができる

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

SIAA抗ウイルス認証品

１０９０円/㎡

手が触れることの多い玄関・階段やリビング・子ども
部屋・洗面などにおすすめ。不燃認定商品も取り揃
えているため非住宅にも使用可能

Lemilliur 〜レミリア〜
抗菌・抗ウイルス・消臭など多機能フリース壁紙。通
気性と透湿性に優れているので、室内の湿度を調整
し結露やカビの発生を抑制する。カラー 18色と質
感3タイプを用意

ナガイ
Z03-6434-9840　X03-6434-9841

－

１３００円/ｍ

抗菌・抗ウイルス・消臭など多機能な性能を持ち、空
間を快適にしてくれる。基材のフリースは透湿性、
強度に優れ永きに渡り使用可能

N
E
W

エッグウォール　シリーズ
マヨネーズ工場から排出される卵殻を洗浄、粉砕、
乾燥し製造した塗り壁風の風合いをもった塗り壁
紙。卵殻には呼吸するための微細な穴が多数あるた
め、調湿、脱臭などの効果がある

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451

－

１１００円/ｍ～

本来廃棄される卵殻を原料とし、できるだけ地球資
源を消費しないよう製品化を実現

フォッシルズウォールペーパー
フォッシルズは化石（FOSSIL）から名付けられた、
その名の通り、海底や湖底でできた化石等を生かし
て作られた壁紙。全6色、オリジナルデザインの対
応も可能。全28色のペイントタイプもある

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

防火種別1-6、F☆☆☆☆認定品

１３００円/m ～

海や湖の底でできた化石、珪藻土を生かした素材。
多孔質のため吸放湿・消臭・ VOC吸着機能があり、
快適な環境をつくる

壁紙・クロス
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0532021.9.30　 健康・エコ　国産材が主役のサステナブルな家づくり

塗り壁＆塗装下地用壁紙　
M-SPアンダーペーパー

室内の塗り壁や塗装仕上げ時のクラックや吸い込
みムラを大幅に減らせる。貼り付け前のパテ処理は
ファイバーテープ不要で強度がある。ビニールクロ
スと同等巾で施工しやすく材料ロスが出にくい

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

－

５００円/㎡（材料設計価格）

通気性や調湿性に優れる仕上げ材の意匠性を損な
わず耐久性にも優れる

N
E
W

木創オリジナル壁紙
織物に裏紙を貼り合わせたもので、難燃剤、防カビ
剤、防腐剤等の薬品処理をしていない。材料が織物
や紙等の自然素材なので通気性、調湿性がある

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

－

９００円～２９００円/ｍ（920㎜幅）

難燃剤、防カビ剤、防腐剤等の薬品処理をしていない

塗装用下地壁紙 ルナファーザー
環境先進国ドイツで生まれた塗装用壁紙。木と紙から
できたチップスは通気性・透湿性に優れ結露やカビの
発生を抑える。長繊維紙からできたフリーズは非常に
強靭で耐久性に富み、好みの色で何回も塗装が可能

日本ルナファーザー
Z03-5785-2750　X03-5785-2753

－

要問合せ

通気性・透湿性に優れ室内の湿度環境の安定が図れ
る。最大8回程度の塗り替えが可能でクロス張替え
による廃棄物を出さない

自然塗料いろは　クリア内装専用
無垢材の美しさをそのまま生かす、人にも環境にも
優しい自然塗料。木の素材感を感じられる落ち着い
た自然な風合いに仕上がる。優れた撥水効果により
汚れやシミがつきにくく木の美しさが持続する

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

－

８０００円/0.8L　２万２０００円/3.5L
７万８０００円/16L

有害化学物質を含まず、植物油など再生可能な天然
原料を主成分とする

天然スイス漆喰 カルクウォール
アルプスから採れる最純度の石灰石を原料につく
られる最高品質の漆喰。防カビ、消臭、化学物質を
吸収・分解し、健康な室内環境に整える。埃を寄せ
付けないので部屋の掃除も楽になる

イケダコーポレーション
0120-544-453　X06-6452-9378

F☆☆☆☆

要問合せ

天然100％で成分完全明示、持続可能で手入れが安
易な素材。廃棄されることがあっても自然に還る

N
E
W

G-Doctor
ピュアフラット抗菌抗ウイルス塗料
2液ポリウレタン系塗料をベースに抗菌・抗ウイルス
剤を配合しているので、家具や建材向けの上塗り塗
料と同様に使用可能。耐汚染性、耐薬品性、耐変色
性に優れた高性能な表面性能が付与できる

玄々化学工業
Z0567-28-9207　X0567-28-9219

－

要問合せ

特殊銀化合物を主成分とした抗菌・抗ウイルス剤を
最適な状態で配合している

ひとめぼれ水性 （木材防汚・超撥水）
シックハウスの原因となる有機溶剤や化学物質は
不使用。塗膜をつくらないので、木の香りや通気を
妨げない。木材内部への水の浸透を防ぎ、カビ・腐
食・ぬめりを抑制

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

－

２万４０００円/4kg

Ｆ☆☆☆☆。厚生労働省ガイドラインTVOC値をク
リア、溶剤臭がないので環境に優しい。木地の色調
や手触りが生かせる

コーワ　床ワックスⅩ
2021年に密着性・耐久性をグレードアップ。滑り
にくいため子どもやペットのいる家庭にも。樹脂
100％の強靭な保護膜。塗りむらになりにくい成分
を配合

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

－

１万３０００円/4Ｌ

安心安全な環境配慮型の水性樹脂ワックス。シック
ハウスの原因といわれるホルムアルデヒド等を一切
含んでいない

内装用塗料
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054 健康・快適・エコなポイント 性能値 価格の目安（税別）メーカーが抗ウイルスなどの効果をうたっている製品NEW 発売予定または発売から１年以内の製品

内装木部用「桐油」
水を弾き、汚れにくく、テカらず、滑りにくい。無垢
の表情を損なうことなく、床・壁・階段などのあらゆ
る内装木部に塗布できる。誰にでも塗りやすい浸透
性の透明仕上油

コボット・木材事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

－

４０００円/1L・１万３３００円/4L

シナ桐の種子から抽出した天然植物油が主原料。メ
ンテナンスは乾拭き、汚れも桐油をこするだけで扱
いも簡単

自然派塗料　春風
Ｆ☆☆☆☆を取得し、低臭・速乾タイプで作業性が
よく、天然ワックスの働きで優れた撥水性能も兼ね
備える。室内空間を快適にする。36色の豊富なカ
ラーバリエーションを用意。

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

－

５５００円/（0.75L）～

Ｆ☆☆☆☆。食品衛生試験に適合。木材の調湿性能
を維持。低公害低臭タイプ塗料

漆喰塗料　壁助次郎
漆喰と同じ機能を兼ね備え、ローラーや刷毛で、簡
単に塗装ができる塗料。不快な生活臭の消臭効果
や抗菌・防カビ・結露防止に効果を発揮。室内空間を
快適にする

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

－

１万３０００円/（4kg）～

消臭効果で室内の不快な生活臭を吸着浄化。調湿
効果で結露とカビの発生抑制。抗菌効果で床や壁な
どに付着した細菌やウイルスの増殖抑制

N
E
W

抗ウイルス・抗菌塗料　
クリーンコート

抗ウイルスタイプと抗菌タイプがあり、2液型ウレ
タン塗料とUV硬化型塗料を用意。SIAAに登録され
ており衛生的な環境を提供。F☆☆☆☆にも対応、
室内空間を快適にする

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

－

要問合せ

塗装を施工した壁などのウイルスや菌の増殖を抑制
する。F☆☆☆☆

N
E
W

国産高機能木部塗料「木守り専科　
防炎　ファイアプロテクト」

木守り専科（きまもりせんか）「防炎」は、塗るだけで
「消防法上の防炎効果」が期待できるナチュラルな
木材専用塗料。学校、保育園の木製建具等の防炎化
ニーズに対応しており、公共案件での利用実績多数

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190

－

クリア６３００円/L ～
カラー６８００円　※業務用は別途見積り

主成分は植物油で健康、安全に寄与。床、腰板等に
使う無垢材をより安全に活用。火災時に逃避時間を
確保し、人の安全を守る

エアリーコート
珪藻土壁やビニルクロスの上から塗布するクリアトップ
コート。珪藻土壁の調湿機能や悪臭吸着機能を保った
まま、スギ花粉などのアレル物質を低減させる抗アレル
機能や防カビ機能、抗菌機能をプラスすることができる

四国化成工業
0120-212-459

－

１１６０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

壁や天井に塗るだけで、室内のアレル物質を低減さ
せる機能や防カビ・抗菌機能を付与できる

ＥＣＯキーブ
内装にも外装にも使えるドイツ製の水性塗料。ドイ
ツの厳格な基準をクリアし、室内空間を汚染しない。
有機系塗料と異なり、シックハウスの心配もない

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

－

１万５４００円/缶（514円/㎡）

合成化学物質を含まない

ＥＣＯファーザー
ルナファーザーやオガファーザーなど、紙製の壁紙
に使用できる天然塗料。室内環境を汚染することな
く、環境先進国であるドイツの厳格な基準をクリア
している

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

－

２万２７３０円/缶（284円/㎡）

合成化学物質を含まない

ＥＣＯレイム
土からできた室内用の水性塗料。プラスターボード
やプラスチック、鉄など、様々な下地材に直接塗る
ことができる。調湿作用により、室内の空気をいつ
もきれいに保つ

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

－

１万５４００円/缶（440円/㎡）

合成化学物質を含まない
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抗菌蓄熱塗料『サスティナウォール』
抗菌・抗ウイルス・消臭・調湿・蓄熱の機能を持った塗
料。少ないエネルギーコストで「冬暖かく、夏涼しい」
健康・快適な暮らしを実現できる。恒久的な抗菌・抗ウ
イルス機能があり、メンテナンスも不要。施工も簡単

P・Lab
Z011-738-0194　X011-738-0740

蓄熱量65.5KJ/Kg　吸放湿性93g/㎡

８０００円（設計価格）

冬は日射や生活排熱の熱を壁に溜めて暖房に活用。
夏は夜間・早朝の冷気を吸収し、日中に放出し温度
上昇を抑える

N
E
W

けいそうどペイント
珪藻土が持つ優れた調湿機能に、抗菌・抗ウイルス
性が加わったハイスペック内装用塗料。安全で安
心、快適な住空間の創造に役立つ

フジワラ化学
Z0898-64-2421　X0898-64-4034

－

材工設計価格：２１００円～２１５０円/㎡
（下地処理別途）

壁面に付着した菌の繁殖を抑制。ホルムアルデヒド
を吸着・分解し除去

デュラポキシー
DURAPOXY

これまで販売してきたVＯＣゼロの塗料エンバイロ
コートに更に塗料としての性能を追求した、美しい
仕上がりで汚れに強く、水拭き可能な抗菌作用を持
つ最高クラスの塗料

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

－

６０００円/クオート缶～

VOCをほとんど含まず揮発性有機化合物を使用し
ていない。無臭

ビオファ 
BIOFA 

ドイツ生まれの自然塗料（木材用）。口に入れても安
全で食器やおもちゃなどにも使える。原料をすべて
オープンにして販売。ニオイがほとんどないのが特
徴。フローリングは滑らないことで有名

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

－

1L７０００円～（種類・サイズ別）

天然成分からさらに手を入れ安全性を高めている健
康塗料。内装用の他に外用もある。

宇治田原の柿渋
天然の青柿を搾って発酵させたもので、防虫、防腐、
抗菌作用がある。塗って乾くと耐水性が出る。屋外の
壁等木部に塗ることも可能。刷毛等を洗う場合でも
乾く前ならシンナーを使わなくても水で洗い流せる

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

－

７００円（0.5L入り）
１６００円（1.5L入り）

成分が全て柿タンニンで防虫、防腐、抗菌作用がある

ルナファーザー専用漆喰塗料
 「ルナしっくい」

ホタテ貝殻から作られたルナファーザー専用の漆
喰塗料。紙クロス＋ローラー漆喰は施工性がよくメ
ンテナンスが容易。吸湿・消臭・抗菌といった機能を
併せ持ち、室内空気環境を快適に保つことができる

日本ルナファーザー
Z03-5785-2750　X03-5785-2753

３万３０００円～３万５０００円/袋
（10kg/55㎡）

－

主原料のホタテ貝殻は多層構造の孔を持ち、吸湿・
消臭・有害物質除去効果がある。貝灰からできた漆
喰は強アルカリ性で、抗菌・抗カビ効果が期待できる

AURO Nr.321 ウォールペイント 
（塗り壁材）

石油を一切含まない天然成分100%のウォールペイ
ント（塗り壁材）。化学物質過敏症の方にも喜ばれて
いる。住む人の健康を本気で考える人におすすめ。
無料サンプルあり。施工店も募集中

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

F☆☆☆☆、水性

２万１７７１円/10L
（約480円/㎡　※2回塗り施工時）

45年前から「サステナビリティー」を基本理念とし、
土に埋めれば肥料になるような安全な製品づくりを
行っている

内装用塗り壁

03

03

自然粘土塗料クレイペイント
ドイツで生まれた内装用の自然粘土塗料。ドイツで
採れた天然粘土が主原料の自然素材の内装用塗料。
粒径の細かい粘土の特性を生かし無数の多孔質構
造、やわらかい質感で空間を彩る

縄文
Z03-3864-7488　X03-3864-7248

－

４万円（2度塗り50 ～ 60㎡）

粘土の特性を生かした表面積の大きさは塗膜が薄い
ながらも吸放湿、脱臭効果がある
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塗り壁用アク止め下地材
「下塗革命」

ほとんどの下地に使えるアク止め下地材。パテ材と
しても使える

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

６５００円/袋（10㎡）

ニオイがなく、パテ処理にも使える。アクが出たら目
視で確認、そのまま重ね塗りができる

カオリンの壁
「パーフェクトウォール」

塗り壁工事を可能な限り簡略することでコストパ
フォーマンスの良い塗り壁にした。下塗不要でそのま
ま仕上げることができる。乾燥が早いので施工後の傷
つきを最小限に抑え、工期やコストを低減。全43色

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

調湿性能61g/㎡ /24ｈ

１万３２００円/袋（10㎡）

アク止め効果がある仕上げ材のため下地処理の時
間とコストを削減。原料の一つは化粧品にも多く使
われている柔らかな天然の粘土、カオリン

漆喰風塗り壁「漆喰美人」
主原料に化粧品や食品などの原料として使われるモン
モリロナイトを使用。安全性が高く、消臭効果に優れる。
抗菌・消臭・防腐効果のあるタンニン酸を加えたことで
一般の消臭剤では除去できない加齢臭の消臭効果も

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

調湿性能94g/㎡ /24ｈ

６６００円/袋（3.3㎡）

つなぎは豆腐に使われるにがりと胃腸薬に含まれる
マグネシア。原料の一つ、タンニン酸にはダニアレ
ルゲンを人体に無害なものに変える効果もある

珪藻土塗り壁「はいから小町」
純白をはじめ、濁りのないパステルカラーが全８色。調
湿性能は漆喰の５倍、JIS規格で241ｇ/㎡ /24ｈの試
験結果が出ている。自然素材であるのにボロボロする
珪藻土の欠点を解消し、硬く仕上がるので掃除も簡単

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

調湿性能241g/㎡ /24ｈ

６６００円/袋（3.3㎡）

つなぎ豆腐に使われるにがりと胃腸薬に含まれるマ
グネシア。珪藻土の多孔をつぶすことなく、しっかり
と固まり高い調湿性を発揮

健康壁ヘルシアート
高い調湿性能（200ｇ/㎡）の他、ホルムアルデヒドや
悪臭の吸着分解機能をもつ高機能な仕上材。ビニル
クロスや古壁の上から塗れるリフォーム対応タイプで、
塗り壁ならではの表情あるテクスチャも魅力。全75色

四国化成工業
0120-212-459

－

７７５０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

調湿機能、有害化学物質や悪臭の吸着分解機能で
快適な室内空間をつくる。既設壁に直塗りでき、リ
フォーム時の廃材が少ない

けいそうモダンコート
ピュアシルキー

独自技術のホルムアルデヒド吸着・分解剤を配合した
珪藻土仕上材。ビニルクロスや古壁の上から塗れるリ
フォーム対応タイプで、下地を剥がすことなく施工がで
きるため、廃材が少なく地球環境にもやさしい。全75色

四国化成工業
0120-212-459

－

２９８０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

調湿機能、有害化学物質や悪臭の吸着分解機能で
快適な室内空間をつくる。既設壁に直塗りでき、リ
フォーム時の廃材が少ない

ネオしっくいクリーム
天然海藻から精製した「カラギーナン」をのり材に
使用した自然素材１００％の漆喰壁。調湿機能のほ
か、ホルムアルデヒドや二酸化炭素の吸着機能、抗
菌機能がある。開封してすぐに塗れる既調合タイプ

四国化成工業
0120-212-459

－

３２３０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

調湿機能、抗菌機能、ホルムアルデヒドや二酸化炭
素の吸着機能で快適な室内空間をつくる

グラフェンストーン
石灰とグラフェンの絶妙配合で、伝統×テクノロ
ジーのエコな塗り壁。環境を考慮し製造、多数の世
界的環境プロジェクトに採用されている

ジャパン・コンストラクション・トレーディング
Z0198-45-2935　X0198-45-2265

CO₂吸収効果　3缶≒杉1本分

９６００円/缶（7 ～ 10㎡）

塗り壁材でSDGｓを実現

「稚内珪藻壁」タイプ１＜W80S＞
稚内珪藻土を80％配合した内装塗壁材。全10色。
鏝塗で、梨地調の仕上りが楽しめる。リフォームにも
適す。呼吸性が高く結露・カビの発生を予防。ペット
臭、老人臭を消臭。主材・10㎏ /袋＋顔料・600g/袋

鈴木産業
Z0166-61-4741　X0166-61-8357

－

３６３４円/㎡（主材＋顔料、下地調整材・運賃別途）

稚内珪藻土80％配合の漆喰系塗り壁材。吸放湿性
能・耐久性が高く、吸放湿機能は半永久的に作用
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「稚内珪藻壁」タイプ２＜W15P＞
稚内珪藻土を15％配合した内装塗壁材。2色で鏝
塗・ローラー塗布・吹付で楽しめる。リフォームにも
適す。呼吸性が高く結露・カビの発生を予防。ペット
臭、老人臭を消臭。主材・3㎏ /袋＋顔料・300g/袋

鈴木産業
Z0166-61-4741　X0166-61-8357

－

１２５０円/㎡（主材＋顔料、下地調整材・運賃別途）

稚内珪藻土15％配合の漆喰系塗り壁材。吸放湿性
能・耐久性が高く、吸放湿機能は半永久的に作用

N
E
W

リッセ
Ｌｉｓｓｅ

高い耐久性と優れた抗菌・抗ウイルス性を実現した
新感覚仕上材。滑らかで強く、優れた汚染除去性
があるため住宅、店舗、公共施設など様々なシチュ
エーションで使用できる

フジワラ化学
Z0898-64-2421　X0898-64-4034

－

材工設計価格：４４００円/㎡（下塗材別途）

銀の力で長期にわたり菌の働きを抑え、安全で清潔
な室内空間をつくる。ホルムアルデヒドを吸着・分解
し除去

無添加住宅オリジナル漆喰
耐火性・耐久性・調湿性などの性能が高い自然素材
の塗り壁。壁紙では表現できない風合いと、化学物
質接着剤不使用で健康的な空間をつくることがで
きる

無添加住宅
Z0798-52-2255　X0798-52-1700

－

要問合せ

夏期冷房におけるエアコンの消費電力量を約16％
削減する省エネ性能

ウォーロ
wallo

天然素材100%の塗り壁材。調湿性や消臭性と断熱
性に優れ、リーズナブルでビニールクロスと同等程
度の材工単価が実現できる。ビニールクロスの上に
も直接塗ることができるのでリフォームにも適す

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

－

９６４円/㎡（材料設計価格）

塗り上げた室内の湿度の安定や保温性の向上

木の塗り壁Mokkun
建築に使われる構造材等の端材を細かい粉にした
塗り壁材。新しいのに捨てられる端材を生まれ変わ
らせたいという願いからできた商品。調湿、消臭、
保温、忌避、不燃性能が実証されている

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

熱伝導率　パウダー 0.148W/mk
チップ0.123W/mk

１万３０００円/袋（1袋3 ～ 4㎡）

プレカットの際に出てくる捨ててしまうような端材
を粉砕し、塗り壁としている。100％天然素材で安
心安全な素材

N
E
W

AURO Nr.391 クロスのり
 （壁紙用接着剤）

石油を一切含まない天然成分100%のクロスのり
（壁紙用接着剤）。化学物質過敏症の方にも喜ばれ
ている。住む人の健康を本気で考える人におすす
め。無料サンプルあり。施工店も募集中

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

F☆☆☆☆、水性

３万２１４５円：10kg（約400円/㎡）

45年前から「サステナビリティー」を基本理念とし、
土に埋めれば肥料になるような安全な製品づくりを
行っている

でんぷん糊「こむぎちゃん」
食品由来の原料だけで作ったクロス用施工糊。安全
性と強度を第一に考えた昔ながらのでんぷん糊

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

５０００円/箱（130 ～ 150㎡）

小麦やタピオカ、コーンスターチといった植物由来
の原料を使っており安心安全

N
E
W

もったいないから作りました
「モザイクｅｃｏウォール」

普段は使われない「短い材料」を活用した天然木材
の壁板。長さが短いので、価格が下がり、工事もしや
すい。モザイク調の個性的な仕上がりで剥がせる両
面テープでも固定可能なため賃貸でも使える。DIY可

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

１万１９００円/箱

長さが短いために捨てられていた木材を短い製品と
して販売。薄く軽くし、無塗装品とすることで施工性
を高め、価格を抑えたことで建材のロスが減る

内装材

04
04
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ハウスクリーナー「こめっとさん」
米から生まれた自然素材のハウスクリーナー。軽いワッ
クス効果もあり、使い続けることでワックス効果も期待
でき便利。畳とカーペット以外のあらゆる床に使える。
ビニールクロスや、塗装された建具の汚れ落としにも

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

３０００円/箱・150㎡分

米が主成分。100％自然素材で安心安全

地球樹ECO
ハイブリッド普通合板

合法性が担保された表面材と国産針葉樹材の複合
合板。質感のバラツキが防げる

伊藤忠建材
Z03-3661-2721　X03-3661-3310

－

要問合せ

中芯に環境にやさしい国産針葉樹を使用
N
E
W

きこり造作材（巾木・廻縁・窓枠）
素材は日本の住まいに安全・安心な100％国産材（杉・
檜）を使用。シンプルで品のいいデザインを採用し、
反りやネジレを防ぐために乾燥と養生を徹底管理し
た国内生産品。窓枠は現場単位でラフカット対応可能

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

－

巾木３２００円～、廻縁２４００円～
窓枠９８００円～

合法的に、かつ計画的に切り出される国産材だけを
使った製品。無垢材のため調湿効果が見込める。
合法木材認定商品、F☆☆☆☆

N
E
W

パーフェクトバリア・吸音パネル
ポリエステル繊維を使用した吸音パネル。会議室や
書斎の壁に施工するだけで会話の無駄な反響音を
抑え、テレワーク・Zoom会議時に最適

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

米国環境基準グリーンガード ゴールド認証取得

６１５８円/㎡（9㎜厚・送料込み）

再生ポリエステル100％の安全な素材。5色から選
べ、快適な音空間を作る

キャン’ブリック
CAN' BRICK

アンティーク煉瓦を原型に、形状や色調、微妙な色
落ち具合や欠けた部分までリアルに再現したブリッ
クタイル。こだわりのデザイン住宅や店舗の外壁・
内壁面仕上げ材として使用。カタログ請求無料

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

５９００円/m²～（スタンダードFlat 65枚/ケース）

いつの時代にも愛されるレンガ意匠が空間に普遍的
な価値を生み出す

CAN' STONE「ロマーノ（ROM）」
ラフなスクエア形状が歴史あるローマの街並みをイ
メージさせる、石積み調の壁材。本石の1/2の重量
のため特別な下地補強も不要。外壁や門柱などエク
ステリアからインテリアまで幅広く利用可能

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

Flat １万１８００円/m²
Corner ７２００円/m

－

CAN' STONE「クレマ（CRE）」
中世ヨーロッパの美しい街並みをイメージした、乱
形形状の石材を再現した石積み調の壁材。外壁か
らインテリアのアクセントウォールまで幅広く利用
できる

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

Flat １万１８００円/m² 
Corner ７２００円/m 

－

吸音パネル サウンドスフィア ®

どんな空間にも合うインテリア性の高い吸音パネ
ル。吸音性能はもちろん、デザイン性の高さも特徴。
非常に軽量で、取付けも簡単。住宅だけでなく、オ
フィスにも多く採用。オーダーサイズあり

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

－

要問合せ

在宅ワークによる音問題を解決したい方におすす
め。吸音性能だけでなく、調湿性能も持ち、室内を
快適に

外国産　幅ハギ板
多目的に使える外国産材幅ハギ板。テーブル天板、
カウンター材、家具材など用途は様々。国産材とは
一味違う、個性的な樹種の表情が魅力。手頃な価格
でサイズも豊富

コボット・材木事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

－

３万円～（設計価格　※詳細は要問合せ）

オーク、ブラックチェリー、チェスナット、ブラック
ウォルナット、ハードメープル、ホワイトアッシュ等
の樹種で展開
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ＳKK杉柾不燃アジロ（矢羽根編み）
日本の伝統的な網代天井を、内装制限がかかる空間
で使用できるように、国土交通大臣の不燃認定を取
得した網代天井。ＪＡＳ・Ｆ☆☆☆☆の基準値内で
シックハウス規制にも配慮した安心商品

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

１６万６０００円/巻（1.05巾ｘ100ｍ巻ｘ１㎜）

植林などで増え続けている天然国産杉を、依託製材
業者が伐採、端材を単板加工。職人が手編みした杉
柾網代を不燃材に張り付けている

ＳＫＫ竹フリー板（積層材）
天然の竹を加工し張り合わせた竹積層材。ブラウン
色。カウンター材、建具材、階段部材、窓枠材として
カットして使用可能。Ｆ☆☆☆☆の基準値内でシッ
クハウス規制にも配慮した安心商品

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

８万７３００円/枚（2400ｘ600ｘ30㎜）

放置された竹林の有効利用につながる。自然素材を
生かした人にも環境にも優しい竹積層材

ＳＫＫ目透天井　杉杢不燃貼り
内装制限がかかる空間で使用できるように不燃加
工し、国土交通大臣の不燃認定を取得した目透天
井。ＪＡＳ・Ｆ☆☆☆☆の基準値内でシックハウス規
制にも配慮した安心商品

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

７万２７３０円/枚（3600×455ｘ20.5㎜）　

植林などで増え続けている天然国産杉を、依託製材
業者が伐採、端材を単板加工。職人が手編みした杉
柾網代を不燃材に張り付けている

住空間・商空間用オーダーすだれ
「四季彩」

鹿田産業
Z0943-32-1141　X0943-32-3500

空調温度設定を２℃上げても同様の冷房効果

５万５０００円（W1500×H2000㎜・非防炎）

天然の竹を１本１本編みこんで作ったサスティナブ
ルなスクリーン。窓上部から採光や通風が可能な
アッパースルーすだれもラインアップ

室内用の竹素材スクリーン。天然素材で日除けや間仕
切り機能はもちろん、上質な空間として装飾できる。飛
沫防止のビニールカーテンの代わりに、パーティション
として、内装デザインの質を高めながら代用できる

レノウッド
国内産ヒノキの間伐材を利用した自然素材でCO₂
削減につながる。吸音性能・調湿性能・耐火性能・防
カビ性能・消臭性能を持つ。ホルムアルデヒド規制
対象外建材

竹村工業
Z0265-36-6111　X0265-36-6555

熱伝導率0.876W/mK、熱抵抗値0.16㎡ K/W
吸音性能500Hz/0.20、1000Hz/0.43

３４２０円（LWW1-14H・14×900×900㎜）

ヒノキとセメントと水で作られた自然素材のアルカ
リ性建材でカビが発生しにくい。耐火性があり炎や
有毒ガスが発生しない準不燃材

CLT36「杉」　野物・片面化粧
JAS認証製品。木が持つ本来の利点に加え、施工精度
を飛躍的に高めた「エンジニアードウッド」。「多目的感
性素材」として利用できる。内装材、床材・フローリング、
屋根材、建具・収納、構造材、下地材等に使用可能

鳥取CLT
Z0859-39-6888　X0859-39-6885

曲げヤング係数（Gpa）：平均5.2/下限4.2
曲げ強さ（Mpa）：12.7

要問合せ

接着剤は水性高分子イソシアネート系樹脂（F☆☆
☆☆）を使用。木本来の持つ断熱・調湿性能を生かし
た製品

Jパネル「杉」　
野物・片面化粧・両面化粧

AQ認証製品。「多目的感性素材」として利用でき、
家具・建具・収納などその用途は無限大。設計・施工
の腕が鳴る製品。内装材、床材・フローリング、屋根
材、建具・収納、構造材、下地材等に使用可能

鳥取CLT
Z0859-39-6888　X0859-39-6885

床倍率：1.7 ～ 4.5　屋根倍率：1.2 ～ 3.3

要問合せ

接着剤は水性高分子イソシアネート系樹脂（F☆☆
☆☆）を使用。木本来の持つ断熱・調湿性能を生かし
た製品

天然スタイル土壁
卵殻、未焼成珪藻土、ゼオライトなどを配合した内装
用塗り壁材。石膏ボードに直接施工できるため、工期
短縮によりコストパフォーマンスに優れる。開発段階
より補修のし易さを重視し、塗り壁材の欠点を解消

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451

－

１０００円/㎡

本来廃棄される卵殻を原料とし、できるだけ地球資
源を消費しないよう製品化を実現

エッグタイル
快適な空間を演出し、卵殻をイメージさせるデザイ
ン性に富んだ吸放湿タイル

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451

－

２万円/箱（1.68㎡）　シートサイズ306ｘ30.6㎜

１㎡あたりに約750個の卵殻を再利用し、熱伝導を抑
え、通常のタイルの重量に比べ約1/2と軽量。商品の
特性を生かし、バスマット、コースターなども商品化
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パネルログ
国産のスギやヒノキなどの角材を縦に並べてパネル化
した無垢パネル材。構造材の他、内装材として壁や床、
天井、建具等に使用することが可能。内装仕上げ向け
には厚みが半分（t45㎜）の「ハーフパネル」も用意

芳賀沼製作
Z0241-64-2221　X0241-64-2223

耐力や60分準耐火などの国土交通大臣認定を複数
取得

要問合せ

専用ビスによるパネル化で揮発性接着剤を使用しな
いためシックハウスの心配がなく、木の香りやぬく
もりを感じる心地よい空間づくりができる

ウッドブリックウォールパネル
木と合板を組み合わせて、スタイリッシュさと温か
みを兼ね備えるインテリア型パネル。カフェや商業
施設だけではなく居住スペースにも適す。デザイ
ン・カラー・サイズを自由自在に組み合わせ可能

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

－

１万円/枚～

間伐材や伐採により残された部分、家具などをつ
くった端材などを利用して作った

匠能登ひば　羽目板
匠（たくみ）能登ひばは数少ない国産ひば材の羽目
板。水気や湿気・白アリに強く内装でも外装や浴室
でも使用できる。白太が極端に少なく総赤身勝ちな
のが特長

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

－

７０００円/㎡（一等・12㎜厚）

低環境負荷である国産天然木材で耐候性が高い

N
E
W

和楽畳
稲わら畳として究極の薄さと軽さを極めたユニット畳。
宮城県産の無農薬稲わら100%を原材料に、稲わらこ
もを何層にも重ねて縫い合わせることにより、平らで
耐久性がある。表替え修繕が可能で長く使用できる

和楽
Z0225-73-2035　X0225-73-4649

－

２万２０００円/半畳1枚あたり

毎年できる稲作副産物で環境負荷のないエコな原
材料。稲わらならではの吸放湿性、弾力性、断熱保
温性が室内を快適にする

N
E
W

L i v e  Na t ur a l  P r e mium 
<HYGIENIC仕様>

天然木仕上げで、抗ウイルス性能・抗菌性能・耐薬品
性能・耐汚染性能・室内空気環境性能の5つの衛生
性能を兼ね備えた製品。人気の床材シリーズがより
衛生的になった

朝日ウッドテック
Z06-6245-9505　X06-6271-8694

－

１万６２８０円/㎡～

空気中の微生物は最終的に床に落ちてくる。5つの
衛生性能を持った天然木フローリングで衛生的かつ
快適な住まいを実現する

古材「OLD　BOARD」
解体を余儀なくされた建物の床や柱、梁などを再利用
した内装材。古材部分は表面のみ。ベースは合板で４
方サネなので施工が容易。塗料で固めて外壁として、
店舗のパーテーションとしてなど様 な々使い方ができる

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

１万２９１９円～２万３１００円/箱（送料別）

解体を余儀なくされた建物の木材部分を再利用して
作った板材

床遮音材「わんぱく応援マット」
厚さ11㎜で床下に敷き込むだけの遮音マット。ふか
ふかしないのに無垢フローリングとの組み合わせで
LL45の遮音試験結果が出ている

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

無垢フローリングと組み合わせでLL45、複合フロー
リングとの組み合わせでLL40の遮音試験通過

１万円/箱（0.5坪）

素材はゴムとフェルト。ふかふかしないので生活上
のストレスにならない

無垢フローリング
「ごろ寝フローリング」

良質な無垢フローリングを丁寧に加工。ロスが少なく
施工しやすい。サネ加工がしっかりしており強く叩い
てはめ込む必要がない。自然塗装のほか、ペット用Ｕ
Ｖ塗装もあり。床暖房商品も新たにラインアップ予定

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

－

８９５０円～４万３１２５円/箱（約0.5坪分）

質の良い無垢フローリングなので、施工がしやすく、
経年変化が美しい

床材
フローリング

05
05
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N
E
W

銘樹・ロイヤルセレクション
抗ウイルス加工

厳選した銘木2㎜厚の挽板を採用し、無垢のような深
みのある木目と風合いを備え、温もりある質感に仕上
げた。溝部は深く掘り込んだＲ形状を採用。塗装は
しっとりとした艶を抑えたクリアリッチ塗装仕上げ

永大産業
0120-685-110

抗菌・抗ウイルス加工（SIAA）

要問合せ

フローリングの表面に付着した特定の細菌やウイル
スの数を24時間経過後99％以上減少

ヘキサゴン（HEX）
六角形の床タイル。形状で個性を発揮しながらも、
イタリアの伝統的なテラコッタに通じる素朴な風合
いが空間によく馴染み、店舗から住宅、屋内外を問
わず幅広い利用可能

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

１万２０００円/m²

－

トラヴィス（TRV）
温もりが伝わるクラシカルで上質なトラバーチン独
特の質感で、空間にエレガントな雰囲気をもたらす。
シンボリックなフロアーラインを生み出す

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

１万３９００円/m²（400×600角）　
１万４４００円/m²（400・200×400角）

－

ペランチョ（PER）
ハンドメイドテラコッタタイルの素朴な色合いと風
合いを表現した床タイル

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

８５００円/m²（250角）

－

N
E
W

ワーミースポルテッドフローリング
主に昆虫が彫るピンホールや細菌による色ムラによ
り人の手では絶対に表現できない表情を完成させ
たフローリング。フローリング表面に凹凸や穴があ
る。土足用として検討を

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

－

１万１３７８円/㎡～（送料別）

日本国内では処分されてもおかしくない材料に「自
然の造形美を楽しむ」視点を加えた新しい無垢フ
ローリング

G-ROCK
20畳のLDKを1日で床張り完了。機能性・意匠性に富
んだ床暖房対応フローリング。厚さ5㎜で重ね張りに適
す。夏はひんやり、冬は床暖房をより快適に。省エネ効
果が高い床材。はめ込み式なので素早く施工できる

GROOVE
Z045-290-3884　X045-290-3885

－

要問合せ

天然石パウダーを配合したG-ROCKは石の特徴に
より夏はひんやり、冬は床暖房の暖かさをより素早
く伝えるため省エネに貢献

N
E
W

遮音等級L45木魂防音
無垢フローリング・どんぐり

遮音等級LL45（ΔLL（Ⅰ）-4 ）の規約があるマンショ
ンのリノベーションやリフォームにコンクリートス
ラブ直貼り無垢フローリングが使用できる。厚み26
㎜の無垢フローリングは歩行感も好評

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

防音性能LL45対応

１万５３５１円/㎡～（送料別）

木材に包まれた空間で過ごすことによりリラックス
効果があると学術的にも証明されている。マンショ
ンもリラックスできる空間に

N
E
W

遮音等級L45
挽き板直貼りフローリング

遮音等級L45の挽き板複合合板フローリングが、無
塗装やオイル塗装で出荷可能。厚み12㎜は、張り替
えリフォームに適した厚み。フワフワ感が少なく無
垢本来の足触りを体感できる

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

防音性能LL45対応

９０００円/㎡～（送料別）

木材に包まれた空間で過ごすことによりリラックス
効果があると学術的にも証明されている。マンショ
ンもリラックスできる空間に

世界の無垢材「ムクネット」
松・桧・杉を中心に、全国各地から厳選した内装材を
手頃な価格で各種取り揃える。人気が高く個性ある
輸入材、構造材、集成材、天板等も豊富。顧客の要
望に沿った樹種を幅広く提案

コボット・木材事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

－

要問合せ

幅広い樹種の無垢材が中心
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ＳＫＫ竹フローリング
耐久性、抗菌性に秀でた竹フローリング材。竹の
特性を残し竹を張り合わせた竹集成材。竹の抗菌・
脱臭効果もある。ＪＡＳ・Ｆ☆☆☆☆の基準値内で
シックハウス規制にも配慮した安心商品

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

７万８６４０円/枚（910ｘ1820㎜）

放置された竹林の有効利用につながる。自然素材を
生かした人にも環境にも優しい竹積層材

漆フローリング
能登ヒバに天然漆を塗布した床材

沢幸漆店
Z0761-22-7211　X0761-22-7191

－

１万９８００円～ /㎡

漆は市販されている塗料の中で最もサステナブルで
環境負荷が少ないと言われている。抗菌作用がある

ナーシングフロアV
医療・福祉施設に最適な衝撃吸収性を備えた発泡ビ
ニル床シート。抗ウイルス・消臭機能付きでワックス
フリーコーティング仕様の床材

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

抗ウイルス認証品

４１００円/㎡

抗ウイルス・消臭機能付きで快適な室内環境づくり
に貢献。ワックスフリー床材のためワックス使用に
関わる環境負荷も低減

N
E
W

消臭レストリューム
トイレなどにおすすめの抗ウイルス・消臭機能付き
防滑性床材。ワックスフリーコーティング仕様でメ
ンテナンスにも手間がかからない

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

抗ウイルス認証品

４８００円/㎡

抗ウイルス・消臭機能付きで快適な室内環境づくり
に貢献。ワックスフリー床材のためワックス使用に
関わる環境負荷も低減

N
E
W

ECOフローリング
3層がすべて天然木のフローリング。各層の繊維方
向を交差させることにより、収縮が少なく形状安定
性に優れる。表面はナチュラルオイル仕上げ。木肌
の素材感もしっかり生かす特長を持つ

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

－

６０９０/㎡

100%オーストリア産

N
E
W

抗ウイルスコーティング塗装
TSVコート

フローリング表面に付着したウイルスを分解・不活
性化して感染力を抑える。TSVコートは滑りにくい
特徴を持っているため、特に高齢者やペットなどは
足腰への負担にならず歩きやすい

征矢野建材
Z0263-86-0250　X0263-86-4461

－

１万４５００円/ケース（幅114㎜・152㎜）

独自開発の滑りにくい表面加工により歩きやすく、
無垢材特有の柔らかさで着地の衝撃を和らげる

信州からまつ
内装壁・床材（ＥＫシリーズ）

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

－

設計価格２万円～ /束（8入）

製品すべてに間伐材を使用。無垢材はゴミにならず
自然に還る。から松の香りは副交感神経を優位にし、
心と体をリラックスした状態にする

地元信州のから松の間伐材を使用した内装壁・床
材。から松の赤身（心材部分）を使用することで、針
葉樹ならではの柔らかい木肌と耐久性を両立。本実
加工で接着剤不要。寸法・仕様は各種取り揃える

あか松の床材
地元信州のあか松を使用。杉等に比べると油分が
多く耐久性が高い。そのはっきりとした木目の美し
さから造作材や和室にも使用される

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

－

設計価格１万６０００円/束（6/8入）

製品すべてに間伐材を使用。無垢材はゴミにならず
自然に還る。あか松のフローリングは表面が傷つい
ても、削りなおして使うことができてエコ

楽lock S・P・C®  flooring
カッターで切断でき、のり・釘不要。指で押さえる簡
単クリック式。耐水性に優れ水廻りに適す。キャス
ターや土足にも対応できる耐久性をもち、店舗・オ
フィス等パブリックにも幅広く使える

東洋テックス
Z087-867-7161　X087-865-7337

－

１万５５００円/ケース（1.77㎡入り）

ホルマリンを全く含まず、環境と健康に配慮した製
品。天然石を主原料とし、森林資源の保護に貢献し
た環境配慮型次世代基材

N
E
W
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匠rustic
樹種ごとに表情豊かでラスティック感を味わい尽く
す突板コレクション。深みのある立体的な仕上がり
を実現するアール溝加工を施し、木のぬくもりを感
じられる触り心地を残した塗装で仕上げている

東洋テックス
Z087-867-7161　X087-865-7337

－

３万６０００円～３万８０００円/坪

抗ウイルス・抗菌SIAAマークを取得。抗ウイルス剤
を添加した塗装により、床表面に付着した特定ウイ
ルスを減少させる

N
E
W

Spice the LINEBONE
業界初シートフローリングに横溝を実現。森林の採
光の風景をイメージし、黄金比を採用した斜めと縦
の交錯が美しいデザイン。一般的な1×6尺サイズの
フローリングと同様に組み合わせるだけで施工可能

東洋テックス
Z087-867-7161　X087-865-7337

－

３万５０００円/坪

木肌に近い本物らしさとほどよい木肌感を組み合わ
せ、「見た目」・「肌心地」・「お手入れのしやすさ」に
こだわった木肌調塗装

N
E
W

N
E
W

ラスティック フェイス 
リッチ・Jベース

表面は天然銘木突板張り、素材感を生かしたナチュ
ラルハードコート仕上げ。基材は国産材合板+高密
度MDF。基材から自社工場で生産。ワックス不要。
耐電気カーペット・床暖房対応

ノダ
0120-51-4066

－

３万７０００円/坪 （１万１２１２円/㎡）

－

N
E
W

J ネクシオ
表面はNEXシート（特殊加工化粧シート）張り、抗
ウイルス剤配合ハードコート仕上げ。基材は国産
材合板+高密度MDF。基材から自社工場で生産。
ワックス不要。耐電気カーペット・床暖房対応

ノダ
0120-51-4066

－

２万３０００円/坪 （６９７０円/㎡）

－

N
E
W

リフォームフロア リピタ
接着剤・クギ不要。離型シートを剥がして張るだけ
のカンタン施工。ワックス不要、抗ウイルス、抗菌
仕様

ノダ
0120-51-4066

－

１万９０００円/ケース （１万１７２８円/㎡）

－

インドネシアチーク
古くから豪華客船の甲板や内装に使わるほど、耐久・
耐水性に優れた高級銘木。拡張伸縮率が低く、反り
に強く、また虫や腐食にも強い材。独特の油分により、
しっとりとした肌触りで永く使うほどに魅力が増す

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

国土交通大臣認定F☆☆☆☆

１万６４８４円/㎡～

インドネシアで植林されているエコロジー製品。
ミャンマー産と比べて明るい色合いを持つ

エコソリッドバンブーフローリング
一般的な竹集成フローリングとは違い、特許技術を
用いた製法により竹を平に広げて三層に加工。節を
そのまま生かしており、本来の竹の姿をしている。
アンティーク調なイメージにも合う

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

－

１万２２１０円/㎡～

３～４年のサイクルで成長するエコロジー素材。定
規に使われるほど伸縮が少なく強度がある

ミルフィスクエアパーケット
表面に２㎜の挽き板を使用したマルチレイヤータイ
プのパーケット。連続して繋げていくタイプのデザ
インパターンになっている。全４パターンのデザイ
ン・３種類の樹種から成る

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

－

１万９０００円/㎡～

間伐材や伐採により残された部分、家具などをつ
くった端材などを利用して作られたフローリング

匠能登ひば　フローリング
匠（たくみ）能登ひばは数少ない国産ひば材のフロー
リング。湿気や白アリに強いので耐久性が高く、国
産ひばの香りが室内に広がる

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

－

８０００円/㎡（一等・15㎜厚）

低環境負荷である国産天然木材で耐候性が高い
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床敷き無垢ボード
原材料のほとんどに国産の杉材を使用。無垢床を必
要な部分だけに敷け、不要になれば取り外せる。緩
衝（ひざ等関節への衝撃を和らげる）、断熱（足が冷
たくない）、調湿、消臭、抗菌、吸音等の効果がある

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

－

２５００円/枚（45㎜角）
２２００円/枚（30㎜角）

国産の杉材を使用

AURO Nr.128 
ツーインワンオイルワックス

石油を一切含まない天然成分100%の床用ベース
ワックス材。化学物質過敏症の方にも喜ばれてい
る。住む人の健康を本気で考える人におすすめ。無
料サンプルあり。施工店も募集中

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

溶剤フリー、1回塗り施工

９１８８円/0.75L　
３万１１８７円/2.5L（約３７０円/㎡）

45年前から「サステナビリティー」を基本理念とし、
土に埋めれば肥料になるような安全な製品づくりを
行っている

いろは蜜蝋ワックス
木肌に潤いを与える天然蜜蝋の美しく自然な艶。木
の温もりが伝わるやさしい質感に仕上がる。白木や
無垢材の汚れ止めとして、塗りやすく嫌な臭いもな
い安全な成分のみで作ったワックス

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

－

７０００円/0.5L　１万８０００円/2L

有害化学物質を含まず、植物油など再生可能な天然
原料が主成分

グリスティンコート
素材の風合いを保ちながら汚れの付着や表面の粉
落ちを抑制する内装用（壁面・床面）樹脂ワックス。
塗り重ねることでマットからツヤ仕上げまで調整可
能。玄関内等への雨水の持ち込みに強い耐性を示す

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

適用部材：レンガ・セメント二次製品・天然石（未研
磨）・目地セメント・コンクリート
８５００円/4L缶

（塗布可能面積 : 壁・約60m²　床・約20m²）

水性で溶剤を使用していないため、屋内でも安心し
て使用できる

エイジングケアハウス
UVコーティング

実績に基づく20年保証、耐久性30年以上の自社開
発商品。水・シンナー・アルコールにも強く、熱にも強
いので油の飛び跳ねも塗膜はほとんど侵されない。
施主が塗り替える必要のないメンテナンスフリー

Grin　Guvnor
Z045-567-3633　X050-3588-0066

揮発性有機化合物（VOC）低減、その他浮遊有害物
質分解

４０万円（床＋階段、コート100㎡まで一律）

天然植物成分の植物の生命力と還元作用により免疫
機能の維持・サポート。天然成分でありながら防カビ・
抗菌・抗ウイルス作用を持ち、健康な空気環境を作る

N
E
W

ライフガードコーティング ®

光触媒・無光触媒・プラチナ・銀の4つの成分からで
きたコーティング剤。抗菌・抗ウイルス・防カビ・防
汚・消臭効果がある。無光触媒で24時間365日効果
を発揮。抗ウイルス住宅に活用できる

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

－

要問合せ

日々の除菌が難しいところにコーティングし、菌や
ウイルスから守る。外壁の汚れを防ぎ美しい状態を
保つ

漣 REN

柔らかさと赤味白味の美しい国産杉材を素材とし、
日本の伝統文化と“気配”を感じられる「縦」と「透」
からなる造形デザイン。木の造作技術の粋を結集し
た“扉を超えた扉”（グッドデザイン賞受賞）

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

－

２３万３０００円～

枠と建具で約46Kｇの二酸化炭素を固定し地球温
暖化防止に貢献。無垢材のため調湿効果が見込め
る。合法木材認定商品、F☆☆☆☆

ワックス
コーティング剤

06

06

建具・収納

07

07
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国産杉の建具
（新きざみ・杉のきこりⅡシリーズ）
新きざみシリーズは杉の特徴を生かし、縦のラインを基
調としたシンプルでモダンなデザインの建具。杉のき
こりⅡシリーズは杉の自然な表情と長年使っても飽きの
こないデザインと繊細加工技術を組み合わせた建具

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

－

新きざみ６万８９００円～
杉のきこりⅡ７万５７００円～

枠と建具で約46Kgの二酸化炭素を固定し地球温暖
化防止に貢献。無垢材のため調湿効果が見込める。
合法木材認定商品、F☆☆☆☆

国産檜の建具
（華音・和の響シリーズ）

華音は木目バランスを生かし、巾広の四方框をトメ
組にすることで重厚感を持たせた国産檜無垢建具。
和の響は「凜、上質、和」がコンセプトで五感に心地
よく響き、本物素材ならではの味わいがある

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

－

華音１２万３７００円～
和の響８万８８００円～

枠と建具で約46Kgの二酸化炭素を固定し地球温暖
化防止に貢献。無垢材のため調湿効果が見込める。
合法木材認定商品、F☆☆☆☆

ジーンズスタイル 
室内ドアシリーズ

大人かわいいくすみカラーの「シック」と、カラフル
で個性的な「クレヨン」。全14色を自由に組み合わ
せ、より自分らしいコーディネートを叶える、カラフ
ル水性塗装の木製ドア。安心のF☆☆☆☆

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

F☆☆☆☆

１０万８０００円～

再生可能で安全な素材にこだわった高品質なものづ
くり

ラピュアナ 
室内ドアシリーズ

職人の手仕事で造る、本格無垢木製室内ドア。国産
ヒノキの自然な風合いを楽しむ、シンプルで洗練さ
れたデザイン。オプションとして、経年変化する真
鍮製ドアノブを用意

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

F☆☆☆☆

１２万３０００円～

地域ヒノキ材をまるごと無駄なく活用。再生可能で
安全な素材にこだわった高品質なものづくり

地檜建具 
室内ドアシリーズ

引戸が一番引き立つデザインにこだわった、国産ヒ
ノキの本格建具。引戸のある暮らし特有の豊かさを
再発見・提案する和風室内ドアシリーズ。職人の手
で丁寧に仕上げた格子が、空間を優しく繋ぐ

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

F☆☆☆☆

片引き戸　１６万１０００円～

地域ヒノキ材をまるごと無駄なく活用。再生可能で
安全な素材にこだわった、高品質なものづくり

インサル　キソッシュ More
住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材。酸性
雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割
れを防止。樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現
するハイグレードタイプ

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

－

３万円/セット

基礎コンクリートにひびが入っても、可とう性にすぐ
れるので下地の動きに追従。表面のひび割れを防止

N
E
W

CAN' STONE「スプリット（SPT）」
花崗岩をイメージした石積み調の壁材。粒状の幻影
的なテクスチャーを持ったダイナミックな乱形形状
は、旧世界の建築のような幽玄な空間を演出する

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

Flat １万３８００円/m²
Corner ７２００円/m   

－

N
E
W

CAN' STONE
「ラウンドキャニオン（ROC）」

アメリカ西部の砂岩に囲まれた渓谷、大自然の力強
さをイメージして乱形形状に再現した石積み調の
壁材

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

Flat １万１８００円/m²
Corner ７２００円/m   

－

外装材

08
08



066 健康・快適・エコなポイント 性能値 価格の目安（税別）メーカーが抗ウイルスなどの効果をうたっている製品NEW 発売予定または発売から１年以内の製品

G.G.ブルックリン
米国最大級の高級レンガメーカー Glen-Gery社製
品から選りすぐった本格レンガ。NY市内の多くの
歴史的建造物に見られる伝統を受け継ぎ、ハンドメ
イド製法にこだわりレンガ本来の魅力を発揮する

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009

－

スライス １万７８００円～ /m²　
オナマ ７２０円/個

－

光触媒の壁「光セラ」
光セラに紫外線が当たると、汚れ分解力、超親水性、
大気浄化力を発揮して外壁の汚れをセルフクリーニ
ングし、空気までキレイに。また、無機塗装だから色
あせしにくく、新築時の美しさや色を長期間キープ

ケイミュー
Z0570-005-611　X0743-56-4023

色10年保証または色15年保証

要問合せ

光触媒工業会の抗ウイルス抗菌の基準をクリアした
PIAJマーク取得商品。紫外線が当たると表面に付着
したウイルスや菌を分解

N
E
W

焼杉板
焼杉は、古の知恵が詰まった外壁や軒下の木材として
関西以西では住宅や蔵の外壁によく使用されてきた。
最近では欧州などでも、杉材が炭化した際に現れる
素晴らしいテクスチャーデザインが注目されている

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

－

３５３６円/㎡～（送料別）

表面を炭化させることで腐朽菌の増殖を抑える。焼
杉板は、関西以北では知名度が低いため伸びしろの
ある材木と言える

サーモウッド
「コシイ・スーパーサーモ」

木材を水蒸気雰囲気下で熱処理したサーモウッド。
熱処理により、木材の寸法安定性を向上させ、反り
やあばれを防ぎ、耐久性も向上。フェンスやデッキ
などの屋外用途に適す

越井木材工業
Z06-6685-2064　X06-6682-2714

寸法変化が無処理材の約1/2

６２００円～ /本（厚30×幅60×長3000㎜
国産杉・上小無地・D2処理・無塗装品）

薬剤を一切使用していないオーガニックな木材。外
部で使える腐りにくい材料だが、自然に分解されて
最終的には土に還る

ドライビット　アウサレーション
建物の外を断熱材で包むドライビット湿式外断熱工
法。長期断熱性や仕上耐久性により新築はもちろん、
居住しながら改修施工が可能な工法で、施主・設計
者より評価されている。登録施工店による責任施工

サンクビット
Z03-5256-5637　X03-5256-5640

熱伝導率0.038W/mK

要問合せ

外気の冷気や熱を抑制し、冬暖かく、夏涼しい快適
な住環境を実現。省エネ。ヒートショックや室内浮
遊菌を抑制する

N
E
W

マドモアブラインドＦ
通風・採光を自在に調整し、換気で感染予防ができ、
日射熱カットで省エネに貢献するブラインド機能を
備えた窓シャッター。フラット面を強調したデザイン
はスタイリッシュな印象を与え、住まいに調和する

三和シヤッター工業
Z03-3346-3011

耐用回数1万回開閉

要問合せ

外付ブラインドは室内ブラインドに比べ受熱量が少
なく、冷暖房の効率を高め、省エネに貢献する

信州からまつの外壁材
地元信州のから松の間伐材を使用。柔らかい白太

（辺材）は使用せず、赤身（心材部分）を使用するこ
とで、耐久性を高めた。本実加工で接着剤不要。ム
ク材・ノンホルマリン。寸法・仕様は各種取り揃える

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

－

設計価格１万７０００円～ /束（6入）

製品すべてに間伐材を使用。無垢材は経年により変
化・劣化するがゴミにならず自然に還る。循環型社
会に貢献する

N
E
W

エステル化木材「和
われん

錬」
割れ反りなどの形状変化を軽減、高い防腐防蟻性
能を併せ持ち、屋外利用に適す。独自技術により、
木材内部にエステル樹脂を形成し、木材繊維中の
水酸基（-OH）を改質化するため形状変化を軽減

大日本木材防腐
Z03-3644-6651　X03-3644-6653

耐用年数10年

９０万円/㎥

無処理の木材に比べて優れた耐久性を持つ。長期に
わたって炭素を貯蔵し続けることでCO2を減らし低
炭素社会に貢献

N
E
W

センターサイディング　M型
スマートフラット プレミアム

装飾を一切省いた金属製外壁材の「フラットデザイン」。
素材が放つ金属本来の質感を最大限に引き出し、ミニ
マリズムの追求や建築デザインの可能性を広げる。優
れた耐候性を発揮する遮熱性フッ素鋼板を使用

ニチハ
Z052-220-5125　X052-220-5157

耐用年数（目安）20年

７４４０円/㎡（坪価格：２万４５４０円）

遮熱性フッ素鋼板と断熱材により熱の侵入を抑制。
断熱材は温室効果ガスの排出量が極めて低いノン
フロン発泡製法で環境に優しい
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べんがら塗料　
弁慶なごみ

日本家屋の伝統美、ベンガラ塗りを誰でも簡単に美
しく仕上げることのできる塗料。長雨や強い直射日
光に対して抜群の耐久性で木部を守る

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

－

２万１０００円/4L　７万２０００円/16L

有害化学物質を含まず、伝統の建築顔料「ベンガラ
塗り」を水性塗料として実現

自然塗料いろは　
カラー屋内屋外兼用

無垢材の美しさをそのまま生かす、人にも環境にも
優しい自然塗料。木の素材感を感じられる落ち着い
た自然な風合いに仕上がる。優れた撥水効果により
汚れやシミがつきにくく木の美しさが持続する

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

－

９０００円/0.8L　２万６０００円/3.5L
８万９０００円/16L

有害化学物質を含まず、植物油など再生可能な天然
原料を主成分とする

国産高機能木部塗料「木守り専科　
高耐候　ウェザープロテクト」

木守り専科（きまもりせんか）「高耐候」は、屋外で最
長約8年の高耐候性と木材保護性能JASS18M307
規格を実現したナチュラルな木材専用塗料。庁舎、
学校、保育園等での利用実績多数

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190

－

クリア８４００円/L ～
カラー９２００円/L　※業務用は別途見積り

主成分は植物油で健康、安全に寄与。外装に使う木
材を長期にわたって雨、紫外線から守り、木材の長
期活用に寄与

美ブロシルキーＨＧ
古くなったコンクリートブロックに直塗りできるので、
短工期での仕上げが可能。雨で汚れを洗い流す防汚
機能や、藻の発生を抑える防藻機能をもつ。鏝塗り
ならではの表情豊かな模様付けが可能。全76色

四国化成工業
0120-212-459

耐用年数（目安）10年～

９６２０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

既設のブロック塀に直塗りできるため、リフォーム
時の廃材が少ない

エコ美ウォール 耐水タイプ
塗り壁のリフォームに適す着色トップコート。樹脂系
塗料のようなテカリがなく、塗り壁の質感を保った
まま好きな色に塗り替えられると同時に、汚れの付
着を防ぐ親水性塗膜を形成する。カラーは全163色

四国化成工業
0120-212-459

耐用年数（目安）10年～

１９５０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

既設の壁に直塗りできるため、リフォーム時の廃材
が少ない

ユーティークリート
セメントボードで通気工法の胴縁の上に貼り付け塗
り壁やタイルの下地として施工する。防火認定を取
得済み。簡単施工、工期短縮。仕上げに漆喰も施工
できる

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

－

４５００円/枚

無機質の原料を使っているエコ建材

エラストコート
古くなった塗り壁やコンクリートの壁の塗替え用塗
料。通気性能と弾性性能に優れ、膨らむことなく、
剥がれることなく、マットな仕上がりで長持ちする。
揮発性溶剤を含まない

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

－

６万２０００円（19L缶）

揮発性溶剤を含まないエコな塗料。耐候性に優れ防
カビ効果あり

PARA ティンバーケア　ＷＢ223
屋外のあらゆる木部を保護するナチュラルクリア色仕
上げ。防水・耐紫外線性能で、木の割れや吸水による
反りも最小限に抑える。木の呼吸作用で塗膜が割れて
しまうことがない100%水性アクリル塗料。白色も用意

ホームメイド
Z0561-75-4087　X0561-75-4088

100%水性アクリル塗料

1万２５００円～ /ガロン（約3.8L）

無臭、ゼロ・ホルムアルデヒド。雨に晒される屋外の
木材を保護する塗料は、環境負荷の少ない木材の使
用を屋外にも広げることができる

外装材塗料
塗り壁

09

09
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PARA ティンバーケア　ＷＢ34
サイディング＆フェンス

屋外のあらゆる木部を保護する白色仕上げ用塗料。
防水・耐紫外線性能で、木の割れや吸水による反り
も最小限に抑える。塗膜上に開いたミクロの穴が木
の呼吸を助ける

ホームメイド
Z0561-75-4087　X0561-75-4088

100%水性アクリル塗料

1万３０００円～ /ガロン（約3.8L）

無臭、ゼロ・ホルムアルデヒド。雨に晒される屋外の
木材を保護する塗料は、環境負荷の少ない木材の使
用を屋外にも広げることができる

コロニアル遮熱グラッサ
色あせに強いグラッサコートに赤外線を反射する特殊
顔料を配合し、屋根の温度上昇を抑制する遮熱グラッ
サ。屋根の美しさが長持ちするだけでなく、屋根から
室内への熱伝達を抑え住まいのクールダウンに貢献

ケイミュー
Z0570-005-611　X0743-56-4023

日射反射率45%

１万３２００円/坪、６６０円/枚

屋根から室内への熱伝達を抑えることで冷房エネル
ギーを削減し、省エネに貢献。その効果は環境省で
も実証

N
E
W

陶板屋根材
『スーパートライ　美

みがる
軽 』

中空構造はそのままに、重厚感を持たせた本体形状
へリニューアルした。アンダージョイント工法によ
り横の継ぎ目が目立ちにくくなり、スマートな高級
感を演出する。下地の施工時間短縮も期待できる

鶴弥
Z0569-77-0797　X0569-29-1403

－

２５００円/枚
（働き長さ270㎜・働き幅910㎜・4.1枚/㎡）

軽量化・大判化・簡略化により施工時間短縮が期待
でき、作業者の負担を低減

i－ＲＯＯＦ
0.5寸勾配から対応する業界初の金属屋根専用棟換
気。グッドデザイン賞にも選ばれた意匠性をもつ。
シリーズとして片流れ、雨押えもある

トーコー
Z0743-71-0151　X0743-71-0551

1P：有効開口面積170㎠　
2P：有効開口面積340㎠　　※両棟タイプ
1Ｐ：１万円
2Ｐ：１万８５００円

－

KanKEY eco
バルコニー・パラペット換気部材で圧倒的なコスト
パフォーマンスを実現。笠木内に完全に隠れるコン
パクト設計。副部材は差し込みで簡単施工

トーコー
Z0743-71-0151　X0743-71-0551

有効開口面積21.3㎠ /m

１８００円/本

－

優雅プラス
新構造による高い防水性能で台風でも安心。スリム
設計により棟垂木でのレベル取りで不陸が発生し
ない。準防火地域で安心な防火仕様をオプション

トーコー
Z0743-71-0151　X0743-71-0551

1P：有効開口面積103㎠
2P：有効開口面積210㎠
1Ｐ：９０００円（防火仕様１万３４００円）
2Ｐ：１万２０００円（防火仕様１万６４００円）

－

棟換気　リンピア
瓦専用の棟換気材「リンピア」は現場の瓦職人のア
イデアをもとに開発。換効率、施工性、耐久性、雨
仕舞の点で優れる

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

－

要問合せ

小屋裏の不朽を防ぎ長持ち・健康住宅に

パーフェクトバリア
アルミ遮熱シート

反射率の高い高純度アルミ箔とパーフェクトバリア
を熱融着した遮熱シート。夏場の遮熱対策に大きな
効果を発揮する。気密タイプ（不燃材認定取得）と
透湿タイプがある

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

不燃材認定取得
赤外線反射率92％（公的機関測定値）

８３０円/㎡（気密5㎜厚・送料別）

屋根の垂木下、母屋下、既存の天井断熱材の上に施
工するだけで、夏場の小屋裏の温度を下げる。安全
な素材で住まいながらの施工可能

屋根
屋根関連

10
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「スリットマン」シリーズ
パッキン工法で生じる基礎と土台のスキマを活用する
ステンレス製アイデア建材。屋外での水道需要に対応
できる「水道用」、屋外コンセントが外周に設置できる「配
線用」、壁や基礎に穴を開けずに吸排気できる「換気用」

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

－

３万９０００円～
（設計参考価格　※詳細は要問合せ）

基礎パッキン工法で生じる2cmのスキマを利用す
るため、基礎の欠損なく配線・配管・換気設備の設置
が可能

床下・軒天用　ステンレス建材
ステンレスという素材の良さはもちろん、シンプル
なL型形状で施工も簡単。パンチング加工したステ
ンレス製としては安価で、防鼠材、軒天通風材の用
途以外にアイデア次第で使い方も自由自在

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

通気率：（防鼠材）63％・（通風材）40％

防鼠材：８１０円/本
（設計参考価格　※詳細は要問合せ）

艶消仕上げのSUS304・ステンレス製で、どんな建
物にも馴染みやすく仕上がりも美しい。長さも1mの
ワンサイズで扱い易く無駄がない

基礎パッキン「ダイカラット」
床下全周に風が通る圧倒的な「超・通風」、新素材採
用で経年変化に強い「超・耐久」、さらには地震等の強
い力をも吸収する「超・強靭」なダイカラット。この特
殊鋼板製パッキンが木の家をグレードアップさせる

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

－

５４０円/枚（設計参考価格　※詳細は要問合せ）

経年変化に強く半永久的、防火地域でも有効。道路
沿いなど振動の多い建物にも吸振が期待できる

IMAGAWA きこり　通気口
国産檜材を使った床下通気口。水分量を安定させた
材料を使って、職人が高精度で加工。裏側の調整板
をスライドさせることにより通気量を調整できる。モダ
ンなデザインが特徴。厚み15㎜・30㎜タイプがある

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

－

６５００円（15㎜タイプ）　
７５００円（30㎜タイプ）

合法木材認定商品

サーモアッシュデッキ
アッシュ材をサーモ処理（高温乾燥）することで、
木材の性質が変化し高い形状安定性に繋がる。菌
の繁殖が抑えられ耐候性も上がる。クリップ施工に
よりビスが表面に出ず美しい仕上がりに

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501

耐用年数15 ～ 20年（ヨーロッパ規格EN350_1テ
スト）※設置条件による

２万円/ケース（20×137×1900㎜・4本入/ケース）

持続可能な森林から伐採される木材を使用。サーモ
処理は化学物質や薬剤を一切使用せず木材の防腐
を実現。ＰＥＦＣ認証製品

クラティスエコ
再生木粉樹脂とアルミの複合素材。天然木のような
質感と、複合材ならではの＋αの特長を併せ持つ。
強度や耐候性、耐久性、デザイン表現に優れ、供給
に不安のある木材代替にも適す

倉敷紡績
Z03-3639-3744　X03-3639-7007

耐用年数（目安）10年以上

要問合せ

強度や耐候性に優れ、メンテナンス手間の削減が可
能。原材料にはリサイクル原料を使用し、環境に配慮

ウッドデッキ床材「マクセラム」
天然木でできた耐久性に優れたウッドデッキ材。1
枚1枚に樹脂を含浸した木材の単板を積層してお
り、腐朽・蟻害を防ぐ。吸水を抑制しているため、と
げやささくれが起きにくい

越井木材工業
Z06-6685-2064　X06-6682-2714

耐用年数（目安）25年

３９００円/本（厚21×幅143×長1800㎜　
ラジアータパイン樹脂含浸単板積層材・無塗装品）

樹脂含浸をしているが、無垢の木材と同じ質感なの
で人工木と違い夏の炎天下でも表面が高温になら
ず、快適に使用できる

換気
通気部材
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N
E
W

機能ポール「フレムスLight」
業界最大の投函サイズを求めやすい価格で実現し
た宅配ボックス付き機能ポール。シンプルなデザイ
ンの「スタンダードタイプ」に加え、意匠性にこだ
わった「サイドスクリーンタイプ」も用意

三協立山 三協アルミ社
0120-53-7899

－

１６万円～

サイズの大きなメール便も受け取ることができる横
型の大型サイズポストを標準装備することで、再配
達の軽減に貢献

ファンデッキＨＧ
天然木の質感を再現した木質樹脂製のデッキ材。
経年劣化による変色や色あせが少なく、腐食やシロ
アリなどによる虫害の心配もほとんどない。床下の
大引や束柱はアルミ形材製

四国化成工業
0120-212-459

耐用年数（目安）10年～

２６万８８００円（2間×6尺×Ｈ500、幕板Ｂ）

リビングと庭をつなぎ、暮らしの中に身近な自然を
取り入れることができる。定期的な塗り替えメンテ
ナンスが不要

ＥＶスタンド
電気自動車やＰＨＶ（プラグインハイブリッド）車対応
の充電スタンド。場所を取らないコンパクトタイプで、
戸建て住宅のカースペースにも手軽に設置できる。オ
プションで100Ｖコンセントやタイマーも取付可能

四国化成工業
0120-212-459

耐用年数（目安）10年～

１３万５９００円（独立タイプ）

二酸化炭素の排出を抑える電気自動車やＰＨＶ車の
普及につながる家庭用の充電スタンド

ローボルトライト
ローボルト（12V）タイプなので、電気工事資格が不
要で扱いやすく安心安全。専用トランスには明るさ
センサー、オフタイマー機能が装備。600以上の豊
富なラインアップ。すべてLED光源で省エネ

タカショー
0120-51-4128　X073-486-2560

LED電球・光源、トランスは３年保証
耐用年数：5年以上
本体：９８００円～　　
専用トランス：１万１５００円～

庭照明は暮らしを彩り、新しい付加価値を生み出す

N
E
W

エバーエコウッド　リアル
リアルな天然木風合いに仕上げた人工木デッキ。1
枚1枚異なる自然な色ムラと陰影感。腐らず、蟻、
水に強く、ささくれがないので安心でメンテナンス
も容易。グレー色も新発売

タカショー
0120-51-4128　X073-486-2560

耐用年数10年以上　製品保証：2年

デッキセット：９万２０００円～　　
間口１間×出幅３尺

趣のある人工木デッキで、庭での快適な暮らしづくり

N
E
W

パティオムーブ
天井ルーバーが手動開閉するポーチが低価格で登場。
選べる3サイズ（3×3ｍ、3×4ｍ、3×6ｍ）と2色（ブ
ラック、ホワイト）のカラーバリエーション。季節やその
日の状況に合わせてルーバー角度を調節できる

タカショー
0120-51-4128　X073-486-2560

耐用年数10年以上　製品保証：2年

３８万８０００円（3×3ｍ）

ルーフ下に快適なガーデンライフ空間をつくる

N
E
W

屋久島地杉
屋久島で樹齢60年以下の人工林の杉を「屋久島地
杉」と呼ぶ。油分の多さから強度が高く、耐候・耐久性
にも優れている。構造材・デッキ材・床材・羽目板の他、
顧客の要望に沿ったカスタム製品開発まで対応可能

チャネルオリジナル
Z045-662-0088　X045-662-6001

ヤング係数90tonf/㎠

要問合せ

リラックス効果があるα-セドロール含有率が高く、
睡眠の質を高める効果がある。高い防蟻・防ダニ効
果も持ち合わせる

エコ・ウッド・トリートメント
北欧で数百年も前から木の保護材として天然の鉱
物質が使われてきた方法を、カナダに移住したス
ウェーデン人が商品化した木の保護材。腐朽菌に強
く木が腐りにくくメンテナンスがいらない

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

－

３８００円（4L用）　１万８０００円（20L用）

薬品や揮発性溶剤を一切使わず、森林からとれる鉱
物質やミネラルで木の保護材を作る昔からの方法

木材・プラスチック再生複合材
「テクモク」

文化シヤッター
Z0570-666-670　X03-5844-7251

エコマーク認証　第09137003号

要問合せ

使用後に再粉砕、成型の多回リサイクルが可能。廃
棄物の削減や資源保護、環境保全に配慮した素材で
持続的発展につながる資源循環社会に貢献

建築解体現場や工場などから排出される廃木材と廃
棄処分となった廃プラスチックを原材料とした100%リサ
イクル素材。木とプラスチックの特性が生かされ高い耐
久性と安定した強度、天然木に近い手触りなどが特徴
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Brizebox専用
機能門柱バイナルスタンド

宅配ボックスBrizebox（ブライズボックス）にLarge 
Size専用の機能門柱「バイナルスタンド」が登場。
米国で主流のデザイン性豊かな「バイナルフェン
ス」製

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

PVC樹脂製

バイナルスタンド３万６０００円
（マリンランプ・ハウスナンバー・本体別売）

世界中で使用されている最高品質のPVC樹脂を素
材とし、錆びや腐食、変色することなく、その美しさ
を長期に渡り保つ

エステックウッド・ガーデン枕木
（国産スギ）

エステックウッドは人と環境に配慮した天然無公害
木材。Sendai Technologies Woodの略称で、宮城
県で生まれた国産の特許技術「窒素加熱処理」で加
工された熱処理木材

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

耐用年数（目安）15年

８８００円/本（190×95×2000㎜ /約13kg）

一切薬剤を注入していないにもかかわらず、耐朽性・
耐水性・保温・防腐・防虫・形状安定性に優れている

彩木ガーデンデッキ
耐候性や耐久性に優れ、本物の木と見間違うほどの表
情を持ち、空間を長く強く美しく飾る。断熱性の高いウ
レタン素材を用いているので夏の強い日差しを受けて
も熱くなりにくく、天然木のようなささくれもできない

MINO
Z042-700-0099　X042-700-0098

耐用年数10年

要問合せ

暮らしの快適さを考えた、メンテナンスが容易で長
く使える人工木材「彩木」を使用

N
E
W

彩木デッキハウス
人工木材「彩木」はエクステリアの新素材。天然木
のような風合いと人工木材の扱いやすさを兼ね備
え、圧倒的な耐候性を持ち変わらない美しさで憧れ
のプライベート空間をつくる

MINO
Z042-700-0099　X042-700-0098

耐候性20 ～ 30年相当

要問合せ

暮らしの快適さを考えた、メンテナンスが容易で長
く使える人工木材「彩木」を使用

ひばデッキ
国産ひばのデッキ材。ハードウッドに比べ加工しや
すく足触りも優しい。白太が極端に少なく総赤身勝
ちな『能登ひば』はハードウッド同等の耐久性があ
り、リーズナブル。ひばの香りも豊か

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

－

８５００円/㎡（一等節あり・30㎜厚）

低環境負荷である国産天然木材で耐候性が高い

N
E
W

リピット DB
設置しやすくシンプルなデザインの宅配ボックス。
宅配物の受け取りだけでなく、発送も可能。設置方
法は、固定式と簡易式を選べ、リフォームにもおす
すめ

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

－

５万９８００円～

宅配業者の人手不足や過剰労働問題の解決策とし
て、新型コロナウイルスへの感染予防対策として、
非接触での受け取り需要に対応

樹ら楽ステージ
リモートワークの浸透で“自宅＝仕事場”へライフスタイ
ルが変化する一方で、おうち時間が増えオン・オフの切
り替えが難しくなるといった悩みも。家の外に出れば、
光や風、木 の々緑など自然を感じ気分もリフレッシュ

LIXIL
0120-126-001

－

２６万２５００円～

開放感とくつろぎに満ちたデッキのある快適な生活
を実現

リウッドデッキ ２００
天然木に近い風合いを持ちながら耐久性・耐腐朽
性・耐水性に優れ、天然木特有のささくれがないのが
特長。また、デッキ材の目地から下にモノが落ちない
構造のため、光を床下まで通さず雑草が生えにくい

YKK AP
0120-72-4134

※詳しくはカタログ、HP参照

要問合せ

長期間変色しにくい・腐りにくい・ささくれがない

スマート宅配ポスト
スマホと宅配ボックスが双方向につながることで、荷受
け通知、カメラ機能による荷物の見守りだけでなく、荷
物が入っている場合はカメラを通じ宅配業者と会話、
解錠して「複数の荷物受取り」「集荷依頼」ができる

LIXIL
0120-126-001

－

２６万６０００円～

再配達の削減によりCO2の削減やユーザーのストレ
ス低減に貢献。非対面、非接触
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宅配ボックス　TBX-G
戸建て住宅・事務所・集合住宅などで専有使用がで
きるシリンダー錠タイプの宅配ボックス。防滴仕様・
前入れ前出し・床面壁面取付け・後付け設置可能・電
気配線工事不要・日本製

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

防滴120㎜ /h

７万円（ＴＢＸ－Ｇ１Ｓ）

－

夢まどスタンダード
規格化することで製造工程を短縮しコストダウンを
目指したモデル。ドレーキップはLow-Eペアガラス
を標準装備し、気密・断熱に優れるほか、防火設備
の認定も取得している

アルス
Z0238-40-8612　X0238-40-8613

熱貫流率1.28W/㎡ K（DK-120120）

要問合せ

防火設備仕様でも高気密・高断熱を実現。冷暖房に
必要なエネルギーを軽減する。結露もほとんどなく
快適

夢まどプロフェッショナル
顧客の要望に合わせたオーダーメイドモデル。
Low-Eペアガラスを標準とし、気密・断熱を追求し
たトリプルガラス仕様も可能。防火設備も多数取り
揃える

アルス
Z0238-40-8612　X0238-40-8613

熱貫流率0.9W/㎡ K
（トリプルガラス仕様・エコスライド）

要問合せ

防火設備仕様でも高気密・高断熱を実現。冷暖房に
必要なエネルギーを軽減する。結露もほとんどなく
快適

太陽光照明システム・
スカイライトチューブ

太陽の光をそのまま室内の明かりとして活用し、自
然の光を感じられる豊かなLifeを。特殊なチューブ
を延長することで様々な場所に取り付け可能。紫外
線を98.5％カットし、熱の侵入は最小限に抑える

井之商
0120-0132-86　X077-533-2170

熱貫流抵抗値0.287㎡ K/W以上

要問合せ

住む人に笑顔溢れる健康的な豊かなLifeを。明るく
気持ちの良い自然光で、快適な空間を演出

アンダーセンウィンドウ
「アンダーセン」の木製サッシは室内側は木製、外側
は樹脂被覆のハイブリット構造が特徴。木ならではの
あたたかみやデザイン性の高さはそのままに、耐久性
を高めるために外側の木部を樹脂で被覆している

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501

熱貫流率1.62W/㎡ K（ケースメント）

ケースメントＣＲ１２Ｌ/Ｒ　４万９２００円（網戸付）

高い断熱性と気密性が省エネ効果に繋がる。廃盤製
品に対応した部材の入手が可能。メンテナンスし長
く使うことができる
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シャノンウインドSPG
日本最高クラスの断熱性能、0.52W/㎡ Kを実現。エ
クセルシャノンの高断熱フレーム「UF-Hフレーム」
と、パナソニック社の真空断熱ガラスの技術を組み
合わせた両社の共同開発商品

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

熱貫流率0.52W/㎡ K
※詳しくはカタログ、ＨＰにて

要問合せ

省エネ基準の壁のU値（※）を超える断熱性能で、
外皮全体でバランスの良い断熱に貢献
※3 ～ 7地域、0.53W/㎡ K

樹脂製防火窓
シャノンウインドTypeTG

防火性、断熱性、眺望性を追求したトリプルガラス
仕様の「樹脂製防火窓」。防火窓でありながら網目の
ないトリプルガラスを採用。断熱性の向上と、クリ
アな眺望で開放的な室内空間を実現

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

熱貫流率1.25W/㎡ K
※詳しくはカタログ、ＨＰにて

要問合せ

防火地域における高性能住宅の普及を牽引し、冷暖
房費用の削減、CO₂総排出量の削減に貢献

N
E
W

「シャノンウインド」シリーズ
内観色「スチールブラック」

“落ち着きと深みのある”ブラックを新たに内観色に設
定。メリハリがありながら、調和のとれたエレガントな
空間を演出。色味の異なる内観色と外観色の「ブラッ
ク」を繋ぐ中間色にもこだわり、どこまでもブラック

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

熱貫流率0.94W/㎡ K
※詳しくはカタログ、ＨＰにて

要問合せ

樹脂サッシにこれまで求められてきた高い断熱性能
や気密性能だけではなく、室内のデザイン性に対す
るニーズに応える

窓・サッシ

13

13
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CURATIONER
CURATIONERの木製サッシはあらゆる状況で高い
意匠性のもと、優れた断熱性能を発揮。各種タイプ、
仕様を取り揃えているので、用途に合わせ適した木
製サッシを提案できる

CURATIONER（山崎屋木工製作所）
Z026-272-2765　X026-272-2765

熱貫流率0.8W/㎡ K

要問合せ

生産時CO₂排出量を削減することで、脱炭素社会
の実現を目指す

サーモウッド木製サッシ「Kikoのまど」
「KikoのまどHybrid」

国産ヒノキの木製サッシ。自社工場で製造。サーモ
ウッド処理で耐久性UP。防火の個別認定も一部窓種
で取得。ヘーベシーベで大型フルオープンに対応可
能。真空ガラス、トリプルガラスで最高水準の断熱性

越井木材工業
Z06-6685-8714　X06-6682-2712

熱貫流率　最高1.15W/㎡ K

１８万円～（引違い掃き出し窓W1640×H2000㎜）

断熱に優れたヒノキなど国産材を使用した木製サッ
シ。従来の高断熱サッシ（2.33Ｗ/㎡Ｋ）から熱損失
をさらに50％にまで下げることができる

ＧＥＲＭＡＮ ＷＩＮＤＯＷ
窓ガラスと木製フレームは結露を防止し、高い断熱
性能を実現。外部の音を35dbカットする遮音性能
に加え、鍵付き特殊レバー錠を備え、高い防犯性能
を兼ね備える

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

熱貫流率0.95W/㎡ K、遮音性能35dbカット

９万７４００円～ /セット（Ｗ780×Ｈ580㎜～）

断熱・気密性が高く、結露が発生しない。紫外線にも
強く、メンテナンスにより長持ちする高性能木製窓

楽窓Ⅱ
製品見込寸法が40㎜のため、仮設住宅や内付け納
まり等額縁見込寸法が狭い窓にもふかし枠なしで
設置可能。動きも軽く高齢者にも操作しやすい

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

熱貫流率2.84W/㎡ K　耐用年数10年　
※条件あり
４万２５００円

（2枚建て、3㎜透明ガラス）

リフォームにも設置しやすい。動きが軽く子どもか
らお年寄りまで操作しやすいため普及型の内窓とし
て手軽に窓性能を補完できる

ウッド フェンスター
米ヒバ、米松、ヒノキ、サーモオーク、アセチル化木材な
どの木材でドイツを主としたヨーロッパの金物を使用し
国内で製作された高性能木製サッシ。自社工場で複層
ガラスも製作しているため様 な々仕様に対応できる

タミヤ
0120-20-3434　X0744-34-3400

断熱性能H5

要問合せ

LOW-Eトリプルガラスガラス、樹脂スペーサーなど
のガラス構成によってさらに断熱性能がよくなり冷
暖房の軽減が期待できる

UNILUX
世界最高水準の断熱性能と日射取得率を実現した高
性能窓。ガラス性能は熱貫流率0.5W/㎡ K、日射取
得率52.7％。耐久性、安全性も高く国内のパッシブ
ハウス認定住宅、高性能住宅に多数採用されている

チャネルオリジナル
Z045-662-0088　X045-662-6001

熱貫流率0.5W/㎡ K　日射取得率52.7％

要問合せ

フレームの高気密、水密、高断熱と高耐久。プッシュ
ハンドルによる安全性。高い日射取得率とトリプル
ガラスによる高断熱性能

シエラパシフィック ウィンドウ
（旧ハード社） FeelSafe

ハリケーンや犯罪から家族や財産を守る窓としてアメ
リカで開発。猛烈な台風等の強風に耐え、空き巣を撃
退する厚さ14.5㎜の特殊合わせガラスを採用。室内
側は、耐水処理「コアガード」を施した木製枠を使用

ホームメイド
Z0561-75-4087　X0561-75-4088

カーディナル社LOW-E 340 
ガラス：日射熱取得係数＝0.18

要問合せ

高品質で強靭な素材を使用することで、家の寿命を
延ばし建て替えサイクルを大幅に少なくできる

スクールウィンドウ（木製引戸）
高い断熱性能とインテリア性を有した木製引戸。木
種は能登ヒバを使用しており、水や虫にも強く、長
寿命な木製サッシ

森の窓
Z0767-29-4006　X0767-29-4007

熱貫流率1.38W/㎡ K

要問合せ

高断熱製品のため、冷暖房費の削減、ヒートショッ
ク対策にもなる。結露もしにくく、操作性も快適

APW ３３０
ウインドキャッチ連窓

FIX窓の両側にたてすべり出し窓の吊元を方立にし
た「ウインドキャッチ連窓」。横から吹いてくる風を
積極的に取り込み、ひとつの窓で風の入口と出口を
確保。風の流れをつくり出し効率的な換気が可能

YKK AP
0120-72-4134

熱貫流率1.31W/㎡ K
※詳しくはカタログ、HP参照

要問合せ

高断熱・結露抑制・省エネ効果・換気
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内窓 プラマードＵ
今ある窓の内側に取付け、断熱性や防音性を向上さ
せることができる樹脂製の内窓。戸建やマンション、
居室や浴室などにも対応している。１窓約60分の簡
単施工で結露を抑制し冷暖房コストの削減に貢献

YKK AP
0120-72-4134

熱貫流率2.26W/㎡ K
※詳しくはカタログ、HP参照

要問合せ

断熱・結露抑制・防音・省エネ効果

一迎シリーズ
“住まいの「内と外」が緩やかに繋がる”をコンセプ
トに木製玄関戸をシリーズ化。造形デザイナーとと
もに国産材（杉・檜）の良さと日本らしいモダンさを
追求し、日本の木材加工技術により作り上げた

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

熱貫流率1.38W/㎡ K

６５万１２００円

枠と建具で約66Kgの二酸化炭素を固定し地球温暖
化防止に貢献

スニッカルペール
北欧製品ならではの高い断熱性能と普遍的なデザイ
ンに日本の安全性能をプラスした高断熱木製玄関ド
ア。創業から80年以上続くスニッカルペールは職人
による品質にこだわったものづくりをしている

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501

熱貫流率0.85W/㎡ K

ＹＤ２５１パイン　４５万円（標準金物、加工費込）

硬質ウレタンとウッドファイバーのダブル断熱で高
い断熱性性能と遮音性を実現。弾性のあるパッキン
で気密性能にも優れる

高断熱・高遮音玄関ドア
WOODYシリーズ

高断熱性能（熱貫流率1.1W/㎡ K）に加え、遮音性
能（Cut32db）や高い防犯性能を併せ持つ、こだわり
の「ドイツ製玄関ドア」

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

熱貫流率1.1W/㎡ K、遮音性能32dbカット

３９万８０００円

高い断熱・遮音・防犯性を持つ

木製断熱玄関ドア
「ユーロトレンドG」

北欧の高い断熱気密性能に日本で培われた高い安
全性能を併せ持つ、高性能木製断熱玄関ドア。ドア
厚64㎜は、北欧という環境では必然であり高い断
熱性能を担保するために、55㎜の断熱材を充填

プレイリーホームズ
Z052-930-7855　X052-930-7856

熱貫流率 0.96 ～ 1.2W/㎡ K　
気密性能 A-4等級　遮音性能 T-2等級

３１万５０００円～

断熱・気密性能に優れ、心地よく快適に過ごせる。ガ
ラスドアにはトリプルガラスを採用し、高レベルの
断熱性能を誇る

大和屋木製玄関引き戸
ヘーベシーベにより従来の引き戸システムでは得ら
れにくい、高い気密性とスムーズな開閉の両立を実
現（JIS等級A-4相当）。高性能断熱材を充填すること
で、国内最高クラスの断熱性能に（JIS等級H-6相当）

大和屋
Z048-526-1008　X048-526-1011

熱貫流率1.48W/㎡ K　

６５万円～（設計価格）

高気密・高断熱住宅で使用できる。スムーズな開閉。
自然木ならではの豊かな表情、経年により深まる味
わいを楽しめる

MIYAMA桧 玄関引戸アウトセット枠 
THシリーズ

日本の伝統的な引き戸の価値を見直して生まれた、
高断熱玄関引き戸。枠と扉の設計に工夫を重ねて実
現。合法木材認定の国産ヒノキ材を使用。経年変化
する本物の木の風合いが楽しめる玄関引戸

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

熱貫流率1.92W/㎡ K　H-5等級

６７万３０００円～

風合い豊かな伝統的木製玄関引戸で、高断熱仕様を
実現。地域ヒノキ材をまるごと無駄なく活用した

MIYAMA桧 TH玄関ドアシリーズ
手入れしながら長く愛用できる、年を経てこそ風合
いが深まる国産ヒノキの木製ドア。経年美をコンセ
プトにした高品質・高断熱木製玄関ドア

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

熱貫流率1.78W/㎡ K　H-5等級

４５万８０００円～

人にも環境にもやさしい高断熱仕様。地域ヒノキ材
をまるごと無駄なく活用した

玄関ドア

14
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MIYAMA桧 
TS超断熱玄関ドアシリーズ

Uw値（熱貫流率）1.0を切る【Uw値＝0.82W/㎡K】
の超高断熱木製玄関ドア。扉厚68㎜、ダブルガス
ケット採用など様々な工夫で実現。国産ヒノキを活
用し提供する、世界基準の高断熱ドア

ユダ木工
Z0829-34-2777　X0829-34-2778

熱貫流率0.82W/㎡ K　H-5等級

５４万８０００円～

地域ヒノキ材を活用。Uw値1.0を切る世界基準の
高断熱性能で、より健康で省エネな暮らしを支える

リシェント玄関ドア3
採風機能のついたドアを選べば扉やカギを閉めたま
ま換気ができるので防犯上も安心。玄関が風の通り
道になることで、ジメジメや靴のニオイの問題も解消。
壁を壊さない簡単リフォームで1日で工事が完了する

LIXIL
0120-126-001

－

２３万８０００円～

感染症から身を守るためには密閉空間にしないよう
こまめに換気を心がけることが大切。部屋にこもっ
た熱やニオイも換気で軽減

KCT01
エキスパンド・メタル スクリーン

開放感と適度な遮断性を両立させた金属製ルーバー。
日射や視線を遮る機能性と、軽やかでシャープなデザ
イン性をあわせ持つ。複数のエキスパンドパターンや
サイズ、仕上げの中から選ぶセミオーダー建材

菊川工業
Z047-492-2014　X047-492-6672

開口率 33 ～ 72％

３万９８００円/㎡～（設計・送料・下地・取付別途）

網目形状のため、通気性が十分に確保されており換
気がしやすい。製造過程でロスが発生しにくい

N
E
W

KCT04 パンチングウェーブ
無数のパンチングを施したステンレス板にカーテン
のような曲げを加えた、メタリックで都会的な表情
を作り出す内外装用パネル。窓ガラスの外側にかぶ
せることで、日射を遮るルーバーの役割を果たす

菊川工業
Z047-492-2014　X047-492-6672

開口率 29.6 ～ 32.6％

３万３５００円/㎡～（設計・送料・下地・取付別途）

遮光ルーバーとして機能し室内の温度上昇を抑制。
パンチングにより室内からの視界も確保する

ＳＫＫ竹ひごすだれ
国内産竹を使用し、さわやかな風を呼び込み、暑さ
から身を守る竹ひごすだれ。おだやかに癒す住空間
をつくる

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

１万６０００円/枚（880ｘ1570㎜）

放置された竹林の有効利用につながる。自然素材を
生かした人にも環境にも優しい竹ひごすだれ

電動外付けブラインド
高い遮熱性能に加え、採光のコントロールも可能。
外からは室内が見えにくいので、プライバシーも確
保。デザイン性にも優れ、建物の外観美を高める

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

－

１５万９０００円～

日射エネルギーを約８０％カットする

ハニカムサーモスクリーン
ダブルハニカム構造のスクリーンが断熱壁となり窓
からの熱の出入りを抑制する断熱ブラインド。開閉
方式やスクリーンバリエーションも豊富でインテリ
アとしても優れる

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

熱貫流率2.20W/㎡ K　日射遮蔽係数0.33　
※条件あり
５万５５００円

（1600×1100㎜、ボールチェーン断熱レール）

高い断熱・遮熱性能が窓の性能を補完する役割を果
たし、冷暖房費の削減に寄与

N
E
W

サングッド
窓の外部やべランダなどに設置することで夏の強
い日射を遮り、室内の温度上昇を抑えることができ
る。快適な温度環境や熱中症予防、冷房費の削減に
役立つ外付けロールスクリーン

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

日射侵入率18％　耐用年数10年　※条件あり

３万６５００円（標準色、16520規格）

夏の強い日射を遮り、室内の温度上昇を抑える。快
適な温度環境や熱中症予防、冷房費の削減に役立
つ

日射遮蔽設備

15
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N
E
W

アルマーデフリー
玄関網戸の定番商品として定着したアコーデオン網戸。
下枠段差３㎜のバリアフリー設計、ドアクローザーカバー
等のオプションも豊富。操作性、施工性、メンテナンス性
を向上させユーザーにも施工者にも扱いやすくなった

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

－

４万１１００円（1300×2400㎜）

コロナ禍により玄関を開けての換気が見直された。網戸
を設置し適切に換気を行うことでより快適で安心な環
境を作ることができる

バーチカルブラインド「アルペジオ」
不透明ルーバーとレースルーバーをL字に配置した
業界初の「バックレーススタイル」や、中央に設置し
たバ トン１本で両開き操作可能なバトン式「両開き仕
様」が登場。46アイテムの遮熱生地をラインアップ

ニチベイ

－

２万５８００円～（標準タイプシングルスタイル）

大きい窓に選ばれることが多いバーチカルブライン
ドだからこそ、省エネ効果を高める遮熱生地を大幅
にラインアップ

よこ型ブラインド
「セレーノ・ユニーク」

シンプルなデザインと機能で、部屋の光を自由自在
に演出。色の楽しさ、選びやすさ、使いやすさを極
めた全210色をラインアップ。優れた遮蔽性と充実
のカラーラインアップで様々な窓に対応

ニチベイ

－

１万７４９０円～（ユニーク25標準タイプ）

抗ウイルス、抗菌、防汚、消臭機能がある「酸化チタ
ンコート遮熱スラット」の他、遮熱スラットを多数ラ
インアップ

ロールスクリーン「ソフィー」
さまざまな空間にフィットするロールスクリーン。デザ
イン生地や省エネ生地に加え、安心・安全の抗菌・抗
ウイルス生地が新登場。大きい窓でも軽快に操作で
きるタイプ、光漏れを低減した仕様などラインアップ

ニチベイ

－

１万１８００円～（標準タイプチェーン式）

SEK抗ウイルス加工、F☆☆☆☆、SEK制菌加工、
消臭、抗菌、抗カビ等衛生面に配慮した生地、省エ
ネに貢献する遮熱生地を多数ラインアップ

外付けロールスクリーン「ソヨカ」
外壁のイメージに合わせて選べる全7色の生地は、採
光性と透視性に優れ、閉塞感なくプライバシーを確
保。心地よいそよ風のような涼しさを生む。幅5㎜、高
さ10㎜単位でオーダー可能。取替え生地セットも用意

ニチベイ

日射熱86％カット
エアコン電気使用量約50％節電
２万７６００円～（標準タイプ）
※取付施工費、梱包輸送費除く

家の外で陽射しを遮ることで効果的に熱を遮断。日
射熱86%カット、エアコン電気使用量は約50%低
減（同社シミュレーション条件）

ハニカムスクリーン「レフィーナ」
D型セルで美しいプリーツラインをキープ。セルサイ
ズは25㎜と45㎜。選べる3つのスタイルで光と視線
をコントロール。ハニカム構造による空気層で、優れ
た遮熱･断熱性能。夏は涼しく、冬は暖かさをキープ

ニチベイ

年間冷暖房負荷35％削減

２万２２００円～（シングルスタイルコード式）

両側面にL型フレーム、上下に断熱シールドが付い
たサーモブロックタイプは空気の流入出を抑え省エ
ネ効果をさらに高める

アコーディオンドア「やまなみ」
快適性を実現するアコーディオンドア。軽い開閉操
作と抜群の耐久性。多彩な素材・色柄に加え、抗菌
機能を付加した新レザー生地を追加。ユニバーサル
デザインな把手には、新たに抗ウイルス把手を用意

ニチベイ

－

やまなみエコー２万８９００円～
（取付施工費・梱包輸送費除く）

人気のレザー生地は配色を見直し、抗菌機能を付加
した新レザーを追加。抗ウイルス把手をオプション
展開し、衛生対策を強化

ハニカム構造・断熱ブラインド
《ハニカムaSsu》

『窓の可変断熱材』。ハニカム構造の空気層によっ
て、冬は部屋の暖かさが室外に逃げることを抑え、
夏は強い日差しを遮り窓辺の温度上昇を抑える。こ
れにより冷暖房も抑え省エネで快適性が高まる

ＰＶソーラーハウス協会
Z0297-85-3311　X0297-85-3312

日射取得率0.20（45㎜S遮光）　
熱貫流率3.70W/㎡ K（45㎜W）

要問合せ

窓からの外気の流入や室内の暖気、冷気の流出を抑
える。夏は涼しく、冬は暖かく、健康で快適な住環境
づくりに役立つ

リモコンスリットシャッター GR
ボタンひとつで操作ができる「リモコンスリットシャッ
ター GR」。シャッターを閉めてスリットを開ければ日差
しを遮りながら通風可能。窓を開けずに開閉ができ、
外気や虫の侵入を防ぐほか、冷暖房費の節約にも貢献

YKK AP
0120-72-4134

－

要問合せ

防災・防犯・防音・省エネ効果・換気
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ミューダム
気温等の環境条件によって性質が変わるゴムやオ
イルを使わず、すべて金属で構成されているため、
常に安定した性能を発揮。揺れ幅最大80%低減。国
土交通大臣認定壁倍率取得済み

アイディールブレーン
Z03-5289-0066　X03-5289-0067

－

要問合せ

耐久年数60年。断熱材の設置空間を確保した薄型
設計のため耐力壁配置計画の自由度が高い

制震テープ
高層ビルの制震装置に用いられる粘弾性体を木造
住宅向けに加工した制震テープ。制震テープを柱と
面材の間に挟みこむことで建物そのものが制震ダ
ンパーとして機能する

アイディールブレーン
Z03-5289-0066　X03-5289-0067

－

要問合せ

ローコスト＆ハイパフォーマンス。耐用年数110年。
メンテナンスフリー

N
E
W

ディーエスダンパー
国土交通大臣認定壁倍率3.0倍・3.4倍。強靭鋼棒が
建物の揺れを吸収。両面の曲面サポートにより強靭
鋼棒に応力集中を生じず、理想的なエネルギーの分
散吸収を達成

アイディールブレーン
Z03-5289-0066　X03-5289-0067

－

要問合せ

断熱材の設置空間を確保した薄型設計のため耐力
壁配置計画の自由度が高い

制振の新発想　BOSHIN
円の復元力に注目し、アール成形した3枚の板バネ
で、業界初の減衰・復元・粘りを統一

アバン設計
Z047-311-3344　X047-311-3348

－

1基：１万４０００円（1棟16基～）

完成は劣化の始まり。建物の耐久性を伸ばすことで
高寿命化を図り、貴重な自然資源を守る

耐震用「コボット」システム
引張りや伸びの良さに優れたステンレス製、木造軸組
住宅の構造を考えぬいた「コボット」は、引抜試験で最大
20.9kNのパワーに耐える接合補強金物。ステンブレー
スを張れば壁や水平面の補強も可能（倍率2.7 〜 4.0）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

国土交通大臣認定品（壁倍率3.3/2.7倍）

半間セット：３万６４００円/面
（設計参考価格　※詳細は要問合せ）

リフォーム・文化財等の耐震改修に有効。建て替え
の必要なく、壁を設けたくない場所への耐震補強に
も。様々な寸法に柔軟に対応

コボット水平ブレースシステム
火打のようなコーナーだけの補強とは違って、床・
天井の水平面全体の剛性アップ、ねじれの力に対し
ても有効。吹抜も圧迫感なく補強できる。揺れに対
して問題の出やすい3階建住宅にもおすすめ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

倍率2.7 ～ 4.0

要問合せ

リフォーム・文化財等の耐震改修にも有効。建て替
えの必要なく、天井を設けたくない場所への耐震補
強にも。様々な寸法に柔軟に対応

木造軸組用「Dボルト」
部材の中にもぐりこんだスーパー緊結金物「Dボル
ト」は、軸組木造住宅のあらゆる接合部の緊結が可
能。金物が部材の中に隠れて節のような小さな丸し
か見えないため、構造材を見せる仕上げに適す

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

許容耐力：23.09ｋN（2.3t）
接合部倍率（N値）：4.36

要問合せ

何種類もの金物が必要な場面にも一種類のシステ
ムで軸組工法のあらゆる接合部の緊結に対応可能

特殊鋼製「束一発」
独自のレバー操作で施工が簡単。従来の鋼製束に
比べて、約1/10の時間で完了。面倒な施工と確認
作業が容易で、リフォーム時など狭い床下での作業
も楽にできる。ロングとショートの2サイズ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

（L/S共に）最大荷重：14.0ｋN

L：１５００円/本　S：１２００円/本（設計参考価格）

施工時間が短いため、人件費を減らすことができ、
工期の短縮も期待できる。大きな物件であるほど施
工効率がよい

金物・制耐震
装置

16

16
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N
E
W

カラーコボット
耐震補強金物として実績を誇る「コボットステンブ
レースシステム」にカラーバージョンが誕生。「見せ
る耐震補強」として使われることも多い「コボットシ
ステム」に、美しい彩りが加わった

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

国土交通大臣認定品（壁倍率3.3/2.7倍）

要問合せ

耐震補強を実現しながら、好みの色で焼付塗装を施
すことでインテリアとしても活用可能。リタッチ用
のカラーも同梱

ウィンダンパー
僅かな変形から効果を発揮する損傷防止型の制震
ダンパー。台風による強風や交通振動にも効果を発
揮。取付は１棟分１時間弱と施工性が高い

プロジット
Z045-594-6020　X045-594-6021

－

２万８０００円/本

－

ＲコントロールSIPsパネル
ＯＳＢ合板と断熱材をサンドイッチした構造用パネ
ル。現場寸法に合わせた製作が可能。４・６・８・１０
インチパネル４種類の厚みに対応

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475

平均熱貫流率0.42 ～ 0.18W/㎡ K

要問合せ

室内の安定した温度環境を長期持続。アスペンなど
の未利用材や小径木、間伐材などを原料とし、資源
の有効利用に優れる

住友林業のPFウッド
表面割れや内部割れの少ない特殊な乾燥方法で含水
率を15%以下に調整。全数に強度と目視選別を施した
高性能無垢構造材。集成材と同水準の精度で併用し
ても不具合の発生事例は無し。イノスの家専用供給材

住友林業イノス営業部
Z03-6730-3566　X03-6730-3567

含水率15%以下

３７９０円/本（杉乾燥管柱3mｘ105x105）
※2021年9月1日現在会員工務店価格

柱は国産の杉・桧、土台は桧を標準採用。国産植林
木の活用により日本の山を健康的な状態に保ち、持
続可能な社会の実現に貢献

タフボード
木造軸組工法用の構造用面材。土台・梁・柱間には
め込み施工する真壁で壁量を確保することができ
る。「タフ900」「タフ600」「タフ455」の3種類があり、

「タフ900」の壁倍率は4.5倍と優れた性能を持つ

ビスダックジャパン
Z072-361-8880　X072-361-9318

国土交通大臣認定≪国住指第2867号≫

要問合せ

国産材を使用することでCO₂固定。森林保護。施工
性が高く、現場での端材も出さない

山長ブランドの柱材・平角材
杉・桧の全構造材にJAS規格に則った全量検査を実
施、合格した木材に品質表示をしている。原産地、合
法性証明、JAS認定、樹種、含水率、強度、寸法、製造
者、シリアルNo表示で安心・安全の見える化を実現

 山長商店
Z0739-22-2605　X0739-22-0919

ヤング係数：紀州桧（E110以上が約90%以上 ）
紀州杉（E70以上が約90%以上）

要問合せ

森と街を繋ぎ、森林資源と地域経済の持続可能な循
環型社会に貢献。高品質紀州材の生産・流通システ
ムとしてグッドデザイン賞受賞

羊毛断熱材ウールブレス　Vタイプ
平成28年省エネ基準に対応する断熱性能。ウールが
持つ調湿性で壁内結露を防ぐ。製造時に接着剤など
の化学物質を一切使用せず、シックハウス対策に有効。
防露認定（V-100ロールのみ）、防火構造認定取得済み

アイティエヌジャパン
Z0743-59-0569　X0743-59-0432

熱伝導率0.040W/mK

１万７０００円～２万７０００円/梱包（材料のみ）

有害物質を発散しないだけでなく、空気中の有害物
質を繊維内に吸着する。優れた耐久性により、経年
劣化が少なく再利用が可能

構造材
下地材
パネル

17

17

断熱材
断熱工法

18

18
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羊毛断熱材ウールブレス　Rタイプ
カーペット製造時に出る短いウール繊維をリサイクルした
環境に優しいオリジナル商品。ウールが持つ調湿性で
壁内結露を防ぐ。接着剤などの化学物質は不使用のた
めシックハウス対策に有効。防火構造認定取得済み

アイティエヌジャパン
Z0743-59-0569　X0743-59-0432

熱伝導率0.044W/mK

１万８０００円～２万円/梱包（材料のみ）

有害物質を発散せず空気中の有害物質を繊維内に
吸着する。ウールカーペット製造時に出る端材をリ
サイクルし環境に優しい

羊毛断熱材ウールブレス　Nタイプ
バージンウール100％、バインダーにとうもろこし繊維
を使用した100％自然素材。ウールが持つ調湿性で壁
内結露を防ぐ。接着剤などの化学物質は不使用のた
めシックハウス対策に有効。防火構造認定取得済み

アイティエヌジャパン
Z0743-59-0569　X0743-59-0432

熱伝導率0.040W/mK

２万７０００円/梱包（材料のみ）

有害物質を発散しないだけでなく、空気中の有害物
質を繊維内に吸着する。100％自然素材のため、人
にも環境にも負担が少ない

アキレスJDパネル
断熱材＋石膏ボードの「断熱材複合パネル」で内装
を壊さず内張り施工ができ、住まいながら一部屋か
らの断熱改修が可能。パネル厚が29.5㎜で熱伝導
率は0.018W/mK。居住空間を狭めない

アキレス
Z03-5338-9544　X03-5338-9591

熱伝導率0.018W/mK（29.5㎜厚）

要問合せ

既存住宅に業界最高水準の断熱性能0.018W/mK
をプラス。一部屋から断熱改修が可能で温熱環境の
安定化に貢献

アクリアR57
約3ミクロンの極細繊維により、密度20K厚み200㎜で
シリーズ最高の熱抵抗値5.7㎡ K/Wを実現。寒冷地の
天井の仕様基準も1層で達成でき、ZEHやHEAT20等
の高断熱住宅に適す。ノン・ホルムのグラスウール断熱材

旭ファイバーグラス
0120-99-6388　X0467-74-1761

熱伝導率0.035W/mK　熱抵抗値5.7㎡ K/W

１万７８００円/坪（設計価格）

高断熱性能により暖冷房費を削減。冬の寒さを緩和
する快適住宅に。健康に配慮したノン・ホルムアル
デヒド

アクリアスタッドコアロール
間仕切りの断熱・遮音用グラスウール。密度14Kでも一
般的な24K品と同等の断熱・吸音性能を発揮。チクチク
感も低減。スタッドピッチに合わせたサイズをラインアッ
プ。ハサミでカットできるので現場での取り扱いも容易

旭ファイバーグラス
0120-99-6388　X0467-74-1761

熱伝導率0.038W/mK

要問合せ

スタッドピッチに合わせたサイズのため現場での端
材が少なく、従来よりも軽量なので運搬も容易。ノ
ン・ホルムアルデヒド

N
E
W

木繊維断熱材シュタイコ ゼル
サステナブルな断熱材として環境に優しいだけで
なく、夏は涼しく冬は暖かい室内環境をつくること
ができる。室内の温度や湿度をコントロールし、心
地よく健康に過ごせる

イケダコーポレーション
0120-544-453　X06-6452-9378

熱伝導率0.038W/mK、透湿抵抗値106ng・m・s・Pa、
熱容量2100 c（J/kgK）

要問合せ

透湿性があり、過度な湿気を遮り最適に調湿できる
ので、蒸し暑い梅雨時や真夏でもカラリと涼しい室
内環境を創る

サーマックス　RW
業界最高水準の断熱性能を有する高性能断熱材。ポ
リイソシアヌレートフォームを基材として「燃え広がらな
い」難燃性能と低吸水性を実現。アルミ面材グレードは
高い遮熱特性も持ち合わせる。JIS A 9521の認証取得

イノアックコーポレーション
Z0800-170-3971

熱伝導率0.020W/mK

要問合せ

高い断熱性能と「炎と水に強い」特徴で災害に強い
家づくりに寄与。新築にもリフォームにも使用可能
で付加価値向上に貢献

インサルパック
スプレーノズルフォーム

従来品よりもさらに吹き付けに特化し、リニューア
ル。壁面吹き付けが可能なノズルタイプ。小規模の
断熱補修に適す

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

熱伝導率0.035W/mK

４０００円/本

環境に配慮したノンフロン品。F☆☆☆☆

インサルパック
エラスティックフォーム

柔軟性をもった1液ガンタイプ。木材や金属などの
建築素材の動きに追従する弾性ウレタンフォーム。
ふくらみが少ないため、余剰分のカット不要で施工
の手間を軽減。サッシ周りの施工に適す

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

熱伝導率0.036W/mK

４５００円/本

従来のウレタンフォームは、余剰分をカットする必
要があるがこの商品は低発泡でふくらみが少ないた
めカットの手間とゴミを軽減
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エコファイバー
新聞古紙を綿状に加工したセルローズファイバー断熱
材。専用の機械と断熱専門知識を持った技術者によ
る材工責任施工にて断熱材を隙間なく吹き込み、断熱
欠損のできにくい建物の高断熱省エネ化に貢献する

エコトピア飯田
Z0265-24-8225　X0265-24-6895

熱伝導率0.040W/mK

３４００円/㎡
（設計価格・水平天井・施工厚200㎜・密度25Kg ）

新聞古紙を再資源化した循環型リサイクル製品。断熱
材製造時に使用するエネルギーが低く環境に優しい

CW断熱
アルミ遮熱材と、透湿抵抗値の高い30倍発泡硬質
ウレタンを組み合わせた高性能断熱システム。熱伝
導率0.022W/mK、充填のみでUA値0.4程度を目指
すのに適す。45分の準耐火構造にも対応（10月予定）

MXエンジニアリング
Z03-3265-4881　X03-3265-4882

熱伝導率0.022W/mK （ウレタンのみ）

２２００円/㎡

高い断熱・遮熱性能で冷暖房の使用量を大幅に低
減。一次エネルギー消費量を抑制。ZEH、BELS5ス
ター対応。冷暖房負荷計算に無償対応

EX断熱プラス

MXエンジニアリング
Z03-3265-4881　X03-3265-4882

熱伝導率：ウレタン 0.022W/mK +
EPS 0.022W/mK

９３００円/㎡（材工）　３８００円/㎡（材料のみ）

高い断熱・気密性能で冷暖房負荷を大幅に低減。一
次エネルギー消費量を抑制。ZEH、BELS5スター対
応。冷暖房負荷計算に無償対応

EPSの外張り湿式工法でUA値0.3を狙う住宅プラン
に貢献。充填断熱材は任意で選べる。湿式外壁仕上
げまでの材工をセットにしたワンストップ施工も可能。
HEAT20 G2を超える断熱性を平米1万円以下で実現。

パーフェクトバリア
床・壁・屋根用ボードタイプ

ポリエステル繊維を使用した断熱材。機能性・環境
性・安全性のトータルバランスに優れ、へたりが少
なく、循環型のリサイクルが可能。縦方向繊維の補
助充填部材を用意

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

熱伝導率0.035W/mK

４０６７円/㎡（101㎜厚・送料込み）

ペットボトルをリサイクルして製造したエコマーク
認定製品。100年以上の耐久性があり断熱性能の低
下がない

パーフェクトバリア
スタンダード13Ｋ耳付

ポリエステル100％の健康断熱材。機能性・環境性・
安全性のトータルバランスに優れ、へたりが少なく、
断熱性能が長期間維持する。人と環境に優しい断
熱材

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

熱伝導率0.039W/mK

２００８円/㎡（100㎜厚・送料込み）

ペットボトルをリサイクルして製造したエコマーク
認定製品。100年以上の耐久性があり断熱性能の低
下がない

ファイバーエース
防火性能（外壁、界壁準耐火構造認定、外壁30分
防火構造認定）、防虫性能（防カビ試験）、調湿機能

（調湿試験）、防音性能（界壁の遮音認定）を発揮し、 
かつエコロジーな断熱材

オーパス
Z052-212-8777　X052-212-8778

熱伝導率0.037W/mK

要問合せ

「防火」・「防虫」・「防音」・「調湿」・「壁内結露防止」

外断熱システム「フォルテ」
外壁塗り下地材と断熱材を一体化した外壁材の
フォルテボードに、弾力性が高く強靭な塗り壁材
ディバネートで仕上げた外断熱システム

オーパス
Z052-212-8777　X052-212-8778

熱伝導率0.040W/mK

要問合せ

外断熱で家全体を包み込んで、快適な空間を保つ

SKフォーム
EPS断熱材のSKフォームは経年での断熱性能低下
が極めて小さく、長期間の性能維持が実例で証明さ
れている。この特性はエネルギー消費量を長期的に
低減させ、地球環境にやさしくSDGｓにも貢献できる

金山化成
Z0563-56-2334　X0563-56-2600

熱伝導率0.034 ～ 0.04W/mK

要問合せ

EPSは100年以上、熱伝導率を維持する事が証明
されている。初期性能だけでなく、長期性能も考慮
した建築がエコに繋がる

ターマイトバリアフォーム
「含浸技術」により防蟻剤を浸透、固着させること
で土中、雨水にさらされても長期間の防蟻性能を維
持。発泡ビーズの隙間に高い濃度の薬剤を固着させ
ているため、白蟻に即ダメージを与える

金山化成
Z0563-56-2211　X0563-56-6974

熱伝導率0.034W/mK

要問合せ

断熱性能の劣化が少なく、住宅新築時の断熱性能を
長期的に維持する
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カネライトフォームFX
JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種
bD。優れた断熱性能で、吸水・吸湿性がほとんどな
く、人と地球にやさしい断熱材。更なる性能向上に
より住宅の高性能化に貢献する

（製造）カネカ/（販売）カネカケンテック
Z03-3596-7011　X03-3596-7012（カネカケンテック）

熱伝導率0.022W/mK

６３００円/枚（材のみ、厚50×910×1820㎜）

住宅の省エネ性能向上に必要不可欠な高性能断熱
材。「カネライトフォーム®」は、居住者の健康で快
適な生活に寄与する

床断熱割付システム　プレカット
断熱材「カネライトフォーム」を適したサイズにカッ
トしてお届け。施工現場を変える３つのメリットは、
工期短縮、コスト削減、品質安定。プレカットシステ
ムでムダのない断熱施工を

（製造）カネカ/（販売）カネカケンテック
Z03-3596-7011　X03-3596-7012（カネカケンテック）

熱伝導率（カネライトフォーム）FX：0.022W/mK
スーパーEX：0.024W/mK　スーパーE-Ⅲ：0.028W/mK
E-Ⅲ４４００円/枚

（材のみ、厚50×910×1820㎜）

プレカット品は、現場加工が不要で、切り屑等を減
らし、現場清掃の手間を軽減。現場でのゴミも大幅
に減り廃材処理費用も削減

カネライト畳
断熱性・保湿性・防湿性に優れたカネライトフォー
ム、または、カネライト畳フォームを心材に使用し
た環境にやさしいカネライト畳

（製造）カネカ/（販売）カネカケンテック
Z03-3596-7011　X03-3596-7012（カネカケンテック）

熱伝導率0.034W/mK

１万３０００円/枚（材工共、厚55×880×1760㎜）
※タタミボードタイプ（KB-Ⅱ・Ⅲ形）

省エネに貢献する断熱性能。伝統に新機能が加わっ
て、さらに心地よい安らぎを

セルロースファイバー断熱材
新聞古紙を再利用した100％自然素材の断熱材。断
熱・防音・調湿・防火に効果がある。特に防音は高い
評価を得ており、ピアノ教室やシアタールームに採
用されている

兼久
Z078-575-9444　X078-575-9448

熱伝導率0.04W/mK

天井断熱（材工）２５００円/㎡

100％自然素材で身体に安心。90％以上リサイクル
原料でエコ。高い防音効果で快適

羊毛断熱材 サーモウール ®

自然素材でできた羊毛断熱材。化学接着剤不使用
で、手で触れても安心。優れた調湿性能と消臭・VOC
吸着・吸音効果で室内環境を快適に保つ。最大50年
間の結露補償あり。ISO9001認証の国内工場で製造

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

熱伝導率0.038W/mK～、防露認定、防火認定、シッ
クハウス法規制対象外

要問合せ

主原料は自然素材の羊毛とポリエステルを使用。結
露による劣化を抑え住宅の高寿命化に貢献

ポリエステル断熱材
パワーマックス®

特殊中空ポリエステルでできた断熱材。独自技術
で湿気を溜め込まず壁内結露に効果的。コストパ
フォーマンスにも優れる。施工の際のチクチクや粉
塵飛散もなく、人にも環境にも安心・安全

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

熱伝導率0.043W/mK ～、防火認定、シックハウス
法規制対象外

要問合せ

結露による劣化を抑え住宅の高寿命化に貢献。製造
時のエネルギー使用量を押さえCO₂排出を削減

床用ポリエステル断熱材
パワードライ®

ポリエステル100％の床用断熱材。図面から拾い出し
後、完全プレカット・耳付きで納品するので、現場での施
工時間とコストを削減。独自技術で、工期中雨水に濡れ
ても自然に乾き、床下からの湿気による劣化も抑制

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

熱伝導率0.038W/mK、シックハウス法規制対象外

要問合せ

完全プレカットにより現場での廃材削減。製造時の
エネルギー使用量を押さえCO₂排出を削減

ミラフォームΛ ラムダ 

熱 伝導 率 0.022W/mK 以下を実現。従来のミラ
フォームMKSと比べて20%性能アップ。ノンフロ
ン、ノンホルムアルデヒド。水に強く安定した性能
を発揮

JSP
Z03-6212-6363　X03-6212-6369

熱伝導率0.022W/mK以下（厚さ25 ～ 100㎜）

２７００円/枚（材のみ、25×910×1820㎜）

ノンフロン、ノンホルムアルデヒド

パフォームガード
ＡＦＭ社が開発した人体に無害なホウ酸系化合物
を均一に含有させる技術で作られた防蟻断熱材。防
蟻性能が半永久的に持続し、成分の自然分解がな
いため土壌汚染もなく地球環境に害を及ぼさない

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475

熱伝導率0.034W/mK

要問合せ

シックハウス対策規制対象外建材
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環境断熱ＥＣＯボード
ＥＣＯ断ウォール

壁用に開発した木の繊維からできた自然素材の断
熱材。防火性能を持ち、吸音性、透湿性にも優れ、
結露の発生を防ぐ。モルタル直塗システムで、気密
性能を確保する

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

熱伝導率0.0467W/mK

２９００円/枚（壁用1100×615×40㎜）

木の繊維からできた断熱材で土に還る

環境断熱ＥＣＯボード
ＥＣＯ断ルーフ

屋根材用に開発した木の繊維からできた自然素材
の断熱材。工事中の雨でもボードの中深くまで雨水
が侵入せず、優れた耐水性を発揮。夏の暑さに対し
ても高い遮熱性能を発揮する

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

熱伝導率0.048W/mK

５８００円/枚（屋根用2200×750×35㎜）

木の繊維からできた断熱材で土に還る

環境断熱 ソフテック
充填用に開発した木の繊維からできた自然素材の
断熱材。「外断熱＋充填用ソフテックを使用した内
断熱」によるダブル断熱の採用で、断熱性能が格段
にアップし、省エネ24時間暖房を実現

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633

熱伝導率0.0369W/mK

１４２０円/枚（壁用1260×390×80㎜）

木の繊維からできた断熱材で土に還る

ジョイ・コスパネル
地球に優しいノンフロンウレタンと100％リサイク
ルの炭化コルクによる複合断熱パネル。コルクの良
さ、炭の良さ、断熱性を併せ持つ。床パネルは根太、
壁パネルは間柱と一体になっている

ジョイ・コス
Z0198-37-1661　X0198-37-1662

熱抵抗値3.94 ～ 4.77㎡ K/W

要問合せ

健康増進、快適性向上、省エネのすべての基本となる
断熱性とそれを担保する高気密を実現する

サーマックスDMB
シロアリに食べられない硬質イソシアヌレート
フォーム断熱材。水や炎に強い。これまでの製品に
比べ寸法精度と加工性が向上した。ノンフロン製品

大日本木材防腐
Z052-661-1531　X052-651-3834

熱伝導率0.022W/mK

８５００円（40㎜）

基礎立ち上がりや玄関土間下などシロアリの被害の
恐れがある箇所の断熱には欠かせない製品

住宅用断熱材
e-form super E4（エクセレント４）
使用済発泡スチロールの有効利用率90％以上のエ
コ素材から生まれた高性能断熱材。JIS4号の密度で
JIS1号の断熱力と、軽量＋高断熱を実現。専用金具
で壁面固定も簡単

龍野コルク工業
Z0791-63-1301　X0791-63-3106

熱伝導率0.034W/mK

要問合せ

JIS1号品と比べて、約半分の重量で同等性能を実
現。含水や収縮がほとんどなく、結露などの劣化の
心配がない

COCOONセルロース断熱
湿式・乾式対応のセルロース断熱。屋根裏への乾式施
工は経年3割以上沈下するが、専用マシンで少量の水
と合わせて施工することで、材料に含まれる糊が活性
化し沈下しない。材料、マシンの販売、レンタルがある

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

熱伝導率0.04W/mK

２０００円（13.1㎏入）　機材９０万円～
レンタル５万円/月～

材料が木材由来の古紙を使用している。隙間なく施
工できるので確かな断熱性能が得られる

デコスファイバー
＆デコスドライ工法

新聞紙をリサイクルしたセルロースファイバー断熱材。
プロによる乾式吹込み施工で断熱欠損がなく、長期に
渡り設計性能を発揮するため安心。素材を生かすノウ
ハウと体感の違いから、住まい手からの評価が高い

デコス
Z03-3516-8056　X03-3272-2753

熱伝導率0.040W/mK

天井２５００円（25K160㎜）　
屋根・壁・床５５００円（55K100㎜）

長期性能・調湿・吸音など、住まい手の心地よさと健
康、冷暖房費削減に貢献。CFP・エコリーフ認証品

スタイロフォーム™ AT
「スタイロフォーム」に防蟻剤を添加しシロアリの食
害を防ぐ効能を持つ製品。防蟻剤の揮発性は非常に
低く薬効は半永久的。吸水性が低く熱伝導率の上
昇がほとんどないため、基礎の耐久性維持にも適す

デュポン・スタイロ　Z（営業）03-5521-0131  
（技術） 0120-113210　X03-5521-0184

熱伝導率0.028W/mK

８３５０円/枚（50×910×1820㎜ ）

断熱仕様の良い家は年中快適。室間・床と天井付
近の温度差が小さくなり、体感温度が改善、ヒート
ショック現象を抑制する
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スタイロフォーム™ FG
断熱性能の最高レベルであるFランク、熱伝導率
0.022W/mKを達成。優れた断熱性能により、既存
製品と同一の断熱性を持たせる場合、約20％の厚
み低減が可能となった

デュポン・スタイロ
（営業）Z03-5521-0131  （技術） 0120-113210

熱伝導率0.022W/mK

６２００円/枚（50×910×1820㎜ ）

断熱仕様の良い家は年中快適。室間・床と天井付
近の温度差が小さくなり、体感温度が改善、ヒート
ショック現象を抑制する

ぴたっとカット
大引き間・床断熱割付システム「ぴたっとカット」。床
伏図から割付図面を作成し、工場でスタイロフォー
ムをプレカット。施工手間と端材の削減を両立

デュポン・スタイロ　
（営業）Z03-5521-0131  （技術） 0120-113210

熱伝導率0.028W/mK

要問合せ

断熱仕様の良い家は年中快適。室間・床と天井付
近の温度差が小さくなり、体感温度が改善、ヒート
ショック現象を抑制する

N
E
W

木外装材仕様のEPS付加断熱工法
外装材に木板、付加断熱にEPS断熱材を用い、建
築基準法に定められた「防火構造」の国土交通省大
臣認定を取得。国産木材を利用した高断熱仕様の
設計が可能

発泡スチロール協会（JEPSA）
Z03-3861-9046　X03-3861-0096

熱伝導率0.034 ～ 0.041W/mK

要問合せ

EPSは100年以上熱伝導率を維持することが証明
されている。初期性能だけでなく長期性能もあるの
で長期間エコが実現

N
E
W

新EPS床断熱工法
剛床工法+根太を使用したEPS床断熱工法で住宅型
式性能の認定を取得。EPSが根太から飛び出した場
合でも断熱性能が評価され木材費用のコストダウン、
耐力アップ設計が可能（根太：45x45、45以上x60）

発泡スチロール協会（JEPSA）
Z03-3861-9046　X03-3861-0096

熱伝導率0.034 ～ 0.041W/mK

要問合せ

EPSは100年以上熱伝導率を維持することが証明
されている。初期性能だけでなく長期性能もあるの
で長期間エコが実現

N
E
W

着脱式EPS窓断熱改修工法
（開発中）

EPS断熱材の平板を専用固定ピンで窓に設置する断
熱改修工法。これにより着脱可能で、夏の熱線、冬の冷
気を防ぐことが可能になる。単板ガラス窓が障子のよう
な明るさの三層透明複層ガラス窓相当の断熱性能へ

発泡スチロール協会（JEPSA）
Z03-3861-9046　X03-3861-0096

熱伝導率0.041W/mK　熱貫流率2.2W/㎡ K

要問合せ

窓からの熱線、冷気を防ぎ、より快適な室内空間に。
エアコンの消費電力も抑えることができエコに繋が
る

ハウスロンZERO
施工する方・住宅で暮らす方の健康を考え、原料に
ホルムアルデヒドを一切含まないノンホルムアル
デヒド製品。ラインアップも広がり現在は熱伝導率
0.035、0.038、0.045W/mKの3種あり

パラマウント硝子工業　
Z03-4582-5370　X03-3514-3725

熱伝導率0.045W/mK ～

設計価格４８００円～ /坪

ホルムアルデヒドを一切含まない。等級4や認定低
炭素住宅、H28省エネ基準、ZEHなど省エネに関す
る制度にも適す

太陽SUNR
同社最上位の断熱性能を持つ熱伝導率0.032と
0.035W/mKの2ラインアップ。幅広いサイズ・ライ
ンアップでそれぞれの部位に合わせた施工の効率
と精度を上げることができる

パラマウント硝子工業　
Z03-4582-5370　X03-3514-3725

熱伝導率0.035W/mK ～

設計価格７２００円～ /坪

温熱環境と省エネの体感施設全部位にも使用して
いる製品。ZEHだけでなく、HEAT20 G1、G2にも
おすすめ。F☆☆☆☆

太陽SUN
1984年に日本で初めて開発・販売された高性能品
で、充填断熱・外張り断熱どちらへも対応可能な汎
用性がある。現在も「高性能品はピンク色」と寒冷
地シェアNo.1の高い評価で愛され続けている

パラマウント硝子工業　
Z03-4582-5370　X03-3514-3725

熱伝導率0.038W/mK

設計価格３０００円～ /坪

等級4や認定低炭素住宅、H28省エネ基準、ZEH
など省エネに関する制度にも適す。F☆☆☆☆

ハイプレン防蟻フォーム
防蟻剤を含有する硬質ウレタンフォーム気密断熱
材。特殊なトリガー式ノズルにより、噴射量の調整
が軽く、簡単になった。使用後も1カ月間は再使用
が可能（冷暗所保管時）

三井化学産資
Z03-3837-5825　X03-3837-1945

熱伝導率0.029W/mK

１万円/本

ノンフロンタイプでホルムアルデヒドを発散させる
物質は一切使用していない



084 健康・快適・エコなポイント 性能値 価格の目安（税別）メーカーが抗ウイルスなどの効果をうたっている製品NEW 発売予定または発売から１年以内の製品

ハンディー・フォーム　標準セット
コンパクトなエアゾール二液型・肩掛けタイプで、誰
でもどこでも簡単に使える。ミキサーノズルで混合・
噴射、手軽にスプレー発泡・注入発泡ができる速硬
化タイプ。高品質な現場発泡硬質ウレタンフォーム

三井化学産資
Z03-3837-5825　X03-3837-1945

熱伝導率0.022W/mK

８０００円/セット

ノンフロンタイプでホルムアルデヒドを発散させる
物質は一切使用していない

アクアフォームLITE
植物由来原料配合で環境負荷軽減する現場発泡ウ
レタンフォーム。現場で削った「アクアフォームＬＩ
ＴＥ」の端材を回収して、天井用断熱材「アクアブ
ロー」の原料として再生

日本アクア
Z03-5463-1117　X03-5463-0118

熱伝導率0.038W/mK

要問合せ

植物由来原料を配合。持続可能な社会のために化石
資源の消費を抑えながら再生産可能な資源や技術
に少しずつ置き換えていく

アクアフォームNEO
環境性能と断熱性能を両立した発泡剤「HFO」を採
用。HEAT20のG2水準にも対応。付加断熱+「アク
アフォームNEO」の防耐火認定も取得済み

日本アクア
Z03-5463-1117　X03-5463-0118

熱伝導率0.021W/mK

要問合せ

現場発泡の吹付断熱で、最高レベルの断熱性能を
誇る。これからの外皮性能に合わせて施工

アクアブロー
環境省より「広域認定」許可を取得。これまで処分
していた現場端材を回収して天井用吹込み断熱材

「アクアブロー」として再生。SDGsの目標12「つく
る責任つかう責任」に貢献

日本アクア
Z03-5463-1117　X03-5463-0118

熱伝導率0.043W/mK

要問合せ

「アクアフォーム」シリーズの端材を広域認定制度の
仕組みで建設現場から回収し、天井用ブローイング
断熱材「アクアブロー」で再資源化した

スーパージェットファイバー
主原料は新聞古紙でJIS認証を取得している。防カ
ビ性や難燃性、撥水性があり、高密度で施工するた
め、防音効果も期待できる。専門の施工業者による
責任施工で、高い断熱効果を発揮する

日本製紙木材
Z03-6665-7560　X03-6665-0391

熱伝導率0.040W/mK

天井（設計厚：160㎜）２５００円/㎡　　
壁（設計厚：100㎜）５５００円/㎡

新聞古紙が主原料のリサイクル断熱材。製造エネル
ギーが他断熱材と比べ圧倒的に少なく、地球環境に
も優しい

業務用　ecowinエアー
エアコン熱源を利用して外気処理し、暖房時は暖め
た空気、冷房時は冷やした空気を取り込む。外気を
直接取り込まないため、常時開放でCO₂濃度の低い
健康空間を実現。抗ウイルスフィルター標準装備

エコファクトリー
0120-539-666　X096-381-7035

風量：約400㎥ /ｈ　抗ウイルス活性値：4.1　
抗菌活性値：5.8　抗カビ活性値：3.2

オープン価格

ACの余剰エネルギーを活用して外気負荷による空
調負荷軽減を図るため省エネ。換気により空気環境
の健康・快適性を高める

N
E
W

業務用　ecowinエアー
屋内設置仕様

エアコン熱源を利用して外気処理し、暖房時は暖めた
空気、冷房時は冷やした空気を取り込む。外気を直接
取り込まないため常時開放でCO₂濃度の低い空間に。
抗ウイルスフィルター標準装備。ＰＳＥマーク取得済み

エコファクトリー
0120-539-666　X096-381-7035

風量約1100㎥ /ｈ　抗ウイルス活性値4.1　抗菌活
性値5.8　抗カビ活性値3.2　標準使用年数10年

オープン価格

ACの余剰エネルギーを活用して外気負荷による空
調負荷軽減を図るため省エネ。換気により空気環境
の健康・快適性を高める

N
E
W

ecowinレジスター
既存レジスターの交換のみで従来品よりも給気量2.5
倍を確保。100 〜 150Φのスリーブに対応。フィルター
の汚れ具合が室内から見える設計でフィルターの交換
時期が分かりやすい。抗ウイルスフィルター標準装備

エコファクトリー
0120-539-666　X096-381-7035

抗ウイルス活性値：4.1　抗菌活性値：5.8　
抗カビ活性値：3.2

１万６０００円

換気を促進し室内空気環境の健康・快適性を高め
る。木製プレートにより優しいデザイン

換気システム
設備

19
19
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ダクトレス熱交換換気システム
Air Save

ダクトレスで、省施工。熱交換、低比消費電力で省
エネ。配線のケーブル化で、安全簡単施工。熱交換
換気の普及を後押しする。低コストで住宅から出る
熱損失を減らし、環境貢献ができる

キムラ
Z048-666-0731　X048-666-0866

温度交換効率92 ～ 72％

１５万５０００円/セット

熱交換換気と低消費モーターで比消費電力も低い
ため、ランニングコストが安く、環境負荷も低い

N
E
W

Healthbox3.0（ヘルスボックス）
室内各部屋の空気の汚染度に応じて換気量が増減
し、空気質を維持しながら省エネを実現するデマン
ド換気。専用アプリで換気量設定し設計値を保つ

ジェイベック
Z025-250-8900　X025-250-8877

電力消費と熱ロスを一般的な熱交換換気商品比で
20 ～ 30％削減

５０万円～（工事費含まず）

デマンド制御によって電力消費と熱ロスを一般的な
熱交換換気商品比で20 ～ 30％削減。熱交換換気
以上の省エネ性を実現

N
E
W

ルフロ400（LFB-400DC-V）
超省エネタイプの第三種24時間換気システム。換気
+暖冷房設備の一次エネルギー消費量が一般的な熱
交換換気の約7割（2013年改正省エネ法新基準の計
算プログラム結果）。最大95坪まで1台で対応（0pa時）

日本住環境
Z03-5289-3302　X03-5289-3307

消費電力：3 ～ 66W
風量（Opa時）：160 ～ 490㎥ /h

１３万９０００円

光熱費を抑え、室内空気を健康で快適な状態に保
つ。メンテナンスに工具不要で簡単

N
E
W

せせらぎAQ - 二酸化炭素濃度制御
＆コロナーヴィールスフィルター

空気中のCO₂濃度を調べて表示・換気制御する新商
品。CO₂濃度に連動して換気量を増減させるコロナ
対策換気システム。CO₂濃度の低下に伴い、室内空
気中のウイルスや細菌の含有量も低下する

パッシブエネルギージャパン
Z03-6433-2831　X03-6433-2839

熱交換率93%　消費電力（max）1.6W/h

要問合せ

常にクリーンな空気を循環させて、冷暖房の効率低
下を防ぎ省エネに貢献

澄家DC-S
温度交換率90％の業界トップクラスの高性能換気
システム。床面から排気する事で確実なハウスダス
トの除去と、椅子や脚立を使わないメンテナンス性
で、初期性能を長く維持できる

マーベックス
Z072-962-3787　X072-962-3788

熱交換率90％

３８万円～（35 ～ 45坪）

熱交換率90％の高い省エネ性。不快な外気を適度
な給気温度に調整することで快適性を向上

熱交換形換気機器「ロスナイ®」
窓を開けずに、室温を保ちながら、しっかり換気が
できる熱交換形の高機能換気設備。窓開け換気の
不快感を軽減しながら、冷暖房への負荷を抑えて省
エネにもつながる

三菱電機
0120-726471/0573-66-8220

熱交換効率（温度）：53 ～ 80%

２万９０００円～２３万８５００円

換気の際に捨てられてしまう室内の熱（涼しさ・暖か
さ）を回収することで、夏期・冬期の冷暖房負荷を低
減し、省エネ換気が可能

N
E
W

全熱交換型24時間換気ユニット用
給気フード（サイクロン式）

ローヤル電機製の24時間換気システム用オプション
製品。給気側の屋外フードとして使用。換気システム
の給気する力で遠心力を生み出し、虫やゴミを分離。
換気装置本体のフィルターへの虫の付着を軽減する

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

ゴミや虫の捕集率最大97%

２万５０００円～

フィルターへの虫やゴミの付着を軽減し、より快適
な住環境を提供

N
E
W

OA/RA一体型フィルター BOX
ローヤル電機製の24時間換気装置に接続する事で、
フィルターのメンテナンスを容易にするオプション製品。
壁や床に設置可能。2系統（OA/RA）のフィルターが内
蔵されているため、一カ所でメンテナンスができる

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

－

７万円

フィルター清掃による負担を軽減し、より快適な住
環境を提供

全熱交換型24時間換気装置
SE200R/RS

高性能住宅に適す熱交換換気システム。換気によ
る室内の温度変化を軽減し、快適な室内空間を実
現。暖房による熱や冷房による冷気を逃さないため
冷暖房の省エネに貢献。対応坪数：〜 40坪/台

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

温度交換効率90%　湿度交換効率67%
全熱交換効率80%

２２万８０００円～

ダクト式換気システムにより、室内をしっかりと換
気。熱交換により快適な室内空間を提供し省エネに
貢献
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OM e FILTER
1台で家全体の空気清浄を行うため、各居室に設置
する一般的な空気清浄機と比べ、省エネ・低価格で
ありながら、家中快適な空気環境を維持する

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

集塵効率0.3 ～ 0.5μm96% 、0.5 ～1.0μm97.5％
1～ 2μm98.5% ※風量600㎥ /h時のフィルタ単体

３０万円（工事費込）

全館空調システムに取り付けて利用することで、1
台で家全体の空気清浄効果を高め、運転のための光
熱費も大幅に削減できる

ビルトイン空気清浄機
（電子式フィルタ）

電子式フィルタを換気システムや送風ファンと組み合
わせる。外気を清浄して室内に給気する「外気清浄」、
空気循環経路に設置することで空気清浄をする「全
館空気清浄」「サーキュレーション空気清浄」を提案

トルネックス
Z03-5643-5800　X03-5643-5801

消費電力11W　30μm程度の花粉、PM2.5、
ウイルスサイズ0.08μmの粒子まで捕集

要問合せ

ハウスダストや花粉、ウイルスサイズの粒子まで捕
集。浮遊ウイルスの除性能も確認。フィルタは洗浄
し繰り返し使用するためゴミが出ない

「ヘルスエアー ® 機能」
搭載循環ファン

三菱電機独自の空気清浄機能｢ヘルスエアー ®️機能
｣を搭載した天井埋込形循環機器。空気中に浮遊する
さまざまな物質を抑制・除去し、ニオイの脱臭も。新し
い日常生活の｢空気をキレイに保つ｣新発想として提案

三菱電機
0120-726471/0573-66-8220

－

３万６０００円～４万５０００円

部屋の空気を24時間循環清浄（様々な物質を抑制
･除去･脱臭）。省メンテナンス、低ランニングコスト
の使いやすさ

OMX
暖房、冷房、全熱交換換気、給湯の機能を持ち、太陽
熱と排気熱を利用。蓄電池と組合せて24時間365日
Real ZEHを目指す「All Time Real ZEH」の仕様は、R2
年度・第1回サステナブル建築物等先導事業に採択

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

定格標準電力（冷房・暖房）4kW、
消費電力　冷房1.115kW、暖房0.905kW

２００万円（本体価格、工事費別）

太陽エネルギーの有効活用。1年を通して快適で健
康的な温熱環境を省エネな手法で実現させる

パッシブエアコン
小屋裏に設置した室内機1台で全館暖房＋床暖房、
全館冷房が可能

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

エネルギー消費効率（COP）4.0kWタイプ  冷房 3.67/
暖房 4.42　5.6kWタイプ  冷房 3.31/暖房 3.83

９０万円～（標準小売価格、工事費別）

1台で全館、年間を対象に快適で健康的な温熱環境
を実現できる

ほのか燦
暖気を床下に送り込む事もできるため、床暖房の熱
源としての利用も可能

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

発熱量　最大27,580kJ/h
暖房出力　最大6.1kW

４４万３２００円～（本体価格、工事費別）

再生可能エネルギーの有効利用。地産池消のエネル
ギー利用の推奨

N
E
W

コンフォート24全館空調システム
ＺＥＨ基準の住宅なら、汎用エアコン1台で「24時間×
365日を快適で省エネな家」にする全館空調システム
を標準化。換気計画を含む設計段階から施工指導、導
入後の性能検証を行い、施主の快適・満足をサポート

システック環境研究所
Z03-5305-3701　X03-5305-3700

住宅性能：ZEH基準以上、Ｃ値1.0以下
エアコン選定：4kW以上、APF6以上
設計・施工・検証一式：１７５万円～
※施工分離も可能

地域の気象条件と住宅性能、構造・間取りに合わせ
て空調をデザインする。家づくりと空調との融合が、
快適な暮らしの原点

冷暖房

21
21

空気清浄

20

20
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N
E
W

家庭用ルームエアコン
「うるさらX」シリーズ

換気しながら冷暖房できるエアコン「うるさらX」。
屋外から新鮮な空気を取込み、エアコン運転しなが
ら室内換気が行える。冬場には屋外から水分を取
込み給水無しで加湿暖房ができる

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

APF7.1（S40YTRXP-W）

５０万円（S40YTRXP-W）

換気しながら冷房・除湿・暖房ができる。新鮮な空気を
取り入れながら、部屋の空気を快適に（給気換気）

N
E
W

家庭用ルームエアコン「risora」
スタイリッシュな薄型デザインと７色のカラーバリ
エーション。好みのイメージや部屋のスタイルに合
わせて、エアコンを選べる

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

APF5.0（S40YTSXP-F）

４２万円（S40YTSXP-W）

夏場は天井付近に冷気を飛ばし、冬場は垂直に暖気
を飛ばすことで、体に気流があたりにくく快適

N
E
W

ココタスパック
洗面室・脱衣場・キッチン・書斎等の小空間に対応し
た、天井設置型エアコン「ココタス」が一台の室外
機に1 〜 2台接続できる。条件を満たせばトイレに
も「ココタス」が設置可能

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

APF5.4（室外機2M30YCV）

２２万５０００円（室外機）＋１４万円（ココタス１台）

小さな個室・脱衣場・廊下・玄関など、今までエアコン
を設置しにくかった場所も快適に空調できる

蓄熱式床暖房シルクライン
蓄熱コンクリート（厚150-200㎜）の中央に配管を設置す
る床暖房。床下空間がないのが特徴。土間やタイル仕
上げだけでなく、温度変化が緩やかなため無垢材が使
える。熱源はガス、灯油、電気以外にもペレットもある

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

集熱面積:2.5㎡　貯湯量:170L　耐圧:0.6Mpa　
耐用年数（目安）15年
ヒートポンプ熱源７０万円～　
ペレットボイラー熱源１２０万円～

昼間に太陽電池の電気でヒートポンプを動かす商
品やペレットボイラーを熱源とした商品を追加し、
CO₂排出削減を狙った

三菱ルームエアコン霧ヶ峰　
Rシリーズ（代表形名:MSZ-R4021S）

独自の空気清浄機能｢ヘルスエアー ®️機能｣で空気
中に浮遊するさまざまな物質を抑制・除去し、ニオイ
も脱臭。新しい生活様式での空気清浄の重要性か
ら｢空気をキレイに保つ｣新発想として提案

三菱電機
0120-139-365/0573-077-365

APF4.9

９万８０００円～１７万８０００円

清潔機能以外にも快適機能を搭載している

N
E
W

床暖房HEATPLUSプレミアム
敷くだけで部屋・床下を抗菌・消臭・抗カビ。1年中使
える遠赤外線床暖房。長さを自由に現場でカットで
きるため対応力が良く、施工性・機能性にも優れる

GROOVE
Z045-290-3884　X045-290-3885

電気式単層200V、遠赤外線床暖房、10年保証

要問合せ

床暖房シートが発するイオンが部屋・床下の菌や臭い
を中和分解し、抗菌・消臭効果を発揮。清潔な環境作
りを手助けする

ピアサス Ｓ－１ ユーロモード
シンメトリーなデザインにこだわった「ピアサス Ｓ－１ 
ユーロモード」のシンプルさはインテリア全体の美観
を向上させる。18種類の扉、５種類の取っ手、11種類
のワークトップが揃い、多彩な空間演出が可能

永大産業
0120-685-110

－

１０９万７８００円～

リサイクルしやすいステンレスをキャビネット・ワー
クトップに使用

キッチン関連

22

22

Bosch ボッシュ 
ビルトイン食器洗い機

ドイツの総合家電メーカー Bosch社の食器洗い機。
特許取得の独自の乾燥方式を搭載、電気使用を大
幅に抑えた。大容量で、洗浄が一度に可能。在宅時
間が増えた今の生活に欠かせない家事ラク家電

G-Place
Z03-3663-8745　X03-3639-8744

－

幅45cmモデル ２２万８０００円～　
幅60cmモデル ３５万８０００円

標準使用水量約10Lで手洗いと比べ大幅に水量を
節約。家族や自分のゆとり時間が増え快適な生活、
心の健康促進に
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タッチレス水栓　ナビッシュ
センサーに手をかざすだけで吐水・止水ができ、汚
れた手で触らず操作できる。コロナ禍で住まいにい
る時間が増え、キッチンを利用することが多くなり、
使い勝手やエコな観点も再度注目を集めている

LIXIL
0120-179-400

－

７万８０００円～

非接触の安心だけでなく、料理の動作のなかで、使
い勝手の良さ、エコな観点においても快適。節水も

スタンダード２４
錆びにくいSUS304ステンレスを用いたオールステ
ンレスキッチン。2400㎜の大きさ限定で規格化して
おり、求めやすい価格設定

ルプ
Z06-6966-0308　X06-6966-0318

20年（ステンレス部のみ）

３８万円～６１万円

天板とその裏打ち材（補強）まですべてステンレス
素材なので長期使用が可能。将来的に不要（粗大ゴ
ミ）となるパーツがほとんどなく環境にも貢献

N
E
W

ウルトラファインバブル
〝バブルマイスター Be-Life〟

水道管の根本に取り付けるだけで、家中の水を丸ご
と“ウルトラファインバブル水”に変える装置。美容
や健康増進の効果も期待されており、掃除も楽にな
ると主婦層から好評の商品

絆ジャパン
Z03-3342-0999　X03-6258-0059

1mLの水の中に平均1億個以上のウルトラファイン
バブルを含有
３５万円

（メーカー希望小売価格・口径サイズ20A）

水廻り設備の汚れが普段使いのままで洗浄され、清
潔・快適な暮らしを創造。食器洗いの泡切れもよく
なり、節水にも繋がる

N
E
W

屋外用手洗いセット（ウィンザー）
屋外用手洗いとして使用できる移動水栓柱。手洗い
鉢には衛生水栓が取付けられており、玄関に入る前
に手を洗うことができる。玄関先の景観を損なわな
い高いデザイン性をもつ

カクダイ
Z06-6538-1121　X06-6538-8429

－

５万５０００円

手洗い設備を玄関前に設置し、家に入る前に手を洗
うことで感染症予防につながる

どこでも手洗い
魅力ある素材のアイテムを自由に組み合わせて玄
関や廊下、トイレなどちょっとしたスペースに設置
できるコンパクトな手洗い。丸ごとパッケージ提案
が可能で、見積りや手配が簡単なところが特長

LIXIL
0120-179-400

－

１６万円～

玄関の一角に手洗い場を設ければ、家に帰ってすぐ
に手洗いができる

ウルトラファイン
バブルアダプター　ウルブロZ

ウルブロZは追い焚き時・お湯張り等にウルトラファイ
ンバブルを発生させることが可能な循環金具。既設の
熱源機の動力を利用するので、専用の熱源機や特別
な工事等は必要なく簡単に取付け、取替えが可能

オーパス
Z052-212-8777　X052-212-8778

UFB発生量2800万個/cc　マイクロバブル発生率
235個/cc、白濁効果　なし、耐用年数（目安）10年
２万３０００円/個

（20個入り１ケース以上の注文で送料無料）

ウルトラファインバブルが身体を芯まで温めるので
冬場でも快適。肌の保水力も高まり、お風呂上がり
には肌が保湿される

N
E
W

バスサルーン エスコート 
ウェイビー浴槽タイプ

毎日ずっと使うからこそ、誰でも安心に快適に過ご
せる浴室を実現するべく、より広く、より暖かく、よ
りキレイな浴室の「新しいカタチ」を考えた。安心・
安全・快適、そして環境にもやさしい浴室

積水ホームテクノ
Z03-6328-0623　X03-5308-3501

熱貫流率0.7W/㎡ K

要問合せ

1坪サイズで洗い場広さが直径1000㎜。曲線状の浴
槽は節水にも優れ､湯温が4時間で2.5℃しか下がら
ない高断熱浴槽

水まわり設備

23

23

浴室関連

24

24
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防水加工檜ユニットバス
カビや黒ずみ、ぬめりなどの木風呂の悩みを軽減。
板組みの工夫と防水加工で、水漏れしにくく、簡単な
掃除で長く美しく清潔に使用できる檜ユニットバス

田島産業
Z0577-33-0830　X0577-34-6641

－

要問合せ

主に地元産の檜材を使用した地産地消の檜風呂に、
防水加工を施すことで木材を長く使用できる、清潔さ
と耐久性を高めた製品

防水加工檜箱型浴槽
カビや黒ずみ、ぬめりなどの木風呂の悩みを軽減。
板組みの工夫と防水加工で、水漏れしにくく、簡単
な掃除で長く美しく清潔に使用できる檜箱型浴槽

田島産業
Z0577-33-0830　X0577-34-6641

－

要問合せ

主に地元産の檜材を使用した地産地消の檜風呂に、
防水加工を施すことで木材を長く使用できる、清潔
さと耐久性を高めた製品

ウェディボード
wediboard

ドイツ発の断熱・防水・タイル下地の機能を兼ね備
えたユニークな下地材。子どもでも持ち運べるほど
軽く、シーリング性と平面性に優れているので安心。
バスルームのデザイン性と工期短縮を実現する

ボウクス
Z044-434-6007　X044-948-5003

熱伝導率0.036W/mK

１万２０００円（2500×600×20㎜）　
８０００円/㎡

断熱性能を備えているため、従来に比べ、保温性能
に優れる。バリアフリーも可能で、快適で安全なバ
スルームを楽しめる

マイクロバブルバスユニット
入浴という習慣に驚きと感動を与え、暮らしをより上質
なものに導くマイクロバブルバスユニット。独自の技術
と発想をかけ合わせた開発により、微細な気泡を発生
させ、ひときわ優れた温浴効果や洗浄効果が得られる

リンナイ
Z052-361-8211

エネルギー消費効率94.3％

４９万５０００円

マイクロバブル入浴は通常の入浴よりも、リラック
ス感、くつろぎ感、幸せ感が高まり、良い睡眠につな
がる可能性が期待できる

ハイブリッド給湯・暖房システム
ガスと電気を組み合わせた給湯システム。給湯一次エ
ネルギー消費量において業界最高レベルの削減率を達
成。省エネ性能の向上によって給湯・暖房のランニング
コストを削減し、2030年に向けたZEHの実現にも貢献

リンナイ
Z052-361-8211

年間給湯効率142％
給湯一次エネルギー消費量13.8％（GJ/年）

９１万８０００円

環境性能にも優れ、従来のガス給湯器に比べCO2

排出量が50%以下。地球温暖化やカーボンニュー
トラルの環境活動にも寄与

クワトロDM
発電時の熱も利用するOMX、ＯＭクワトロソーラーとの
組み合わせが可能。「モジュール変換効率19.9%＋熱
変換効率18.4%＝38.3%」で太陽エネルギーを最大限
に利用。ソーラーシステム振興協会のPVT認証を取得

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

最大出力 410W（モジュール変換効率 19.9％、 
セル実効変換効率 22.5％）

オープン価格

太陽エネルギーの有効利用

屋根一体型太陽電池　
カナメソーラールーフ

業界唯一の金属屋根に太陽電池が一体となった製品。
屋根に穴をあけずに設置できるため、雨漏りリスクがゼ
ロ。太陽電池が目立たないフラットなデザインを実現、
狭小地でも屋根面を最大限に生かした設置が可能

カナメ
Z028-663-6300　X028-660-3832

単結晶、モジュール変換効率19.86%

要問合せ

家庭内の光熱費削減、CO₂削減に貢献。出力補償
25年、システム保証15年、自然災害補償10年

太陽光発電
蓄電池

26

26

給湯
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25
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ECONOROOTS　type L
1993年に国内初の住宅用太陽光発電システムを発
売。製品の安全と品質に関する世界有数の第三者
認証機関での太陽電池性能テストにて、世界で初め
て認証。高い発電性能と高品質の製品

京セラ
0120-33-5582　X0120-18-5582

セル実効変換効率平均20.8%　モジュール変換効
率平均18.8%　公称最大出力315W

２１万４２００円

昼間に発電した電気は家庭で利用、夜間など発電で
きない時は電力会社から購入できるため、光熱費の
節約が可能

N
E
W

エネレッツァ 
Enerezza 

世界初（同社調べ）のクレイ型リチウムイオン蓄電池
内蔵。製造プロセスを大幅に簡素化し、長寿命・高安
全性・低コストを実現。多様な顧客のニーズに応える
べく3種類を準備。2019年度グッドデザイン賞受賞

京セラ
0120-33-5582　X0120-18-5582

蓄電池定格容量5,10,15kWh

１５０万円～

太陽光発電システムで創った電気や安い深夜電力を
蓄え使用できる。停電時など非常時はあらかじめ設
定した家電製品へ電源を供給

OMソーラー
冬は太陽で温めた外気を室内に取り込むことで、換
気と同時に全館床暖房を行い、春先から秋にかけて
は太陽熱を給湯に利用する

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

省エネ率／住宅の断熱性能による省エネ基準住宅にて
暖房費30%削減、HEAT20 G1にて暖房費50％削減

７０万円（工事費別）

太陽エネルギーの有効活用。快適で健康的な温熱環
境を省エネな手法で実現できる

真空管式太陽熱温水器
SUP-VH20

タンクが密閉圧力タイプのため、地上設置で2階のシャ
ワーOK。ガラスが割れても水が漏れない構造で部品交
換も簡単。小型で一般的な太陽熱温水器よりも軽量。
夏場は余るほど湯が沸き、お湯で洗濯する人が多い

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

集熱面積:2.5㎡　貯湯量:170L　耐圧:0.6Mpa　
耐用年数（目安）15年

３３万円

再生可能エネルギー利用機器の中では安価で実用
的。動力を使用せず、日射条件の良い地域では年間
約６GJ稼ぐ

太陽光照明システム・
スカイライトチューブ

太陽の光をそのまま室内の明かりとして活用する、
「照明の新しいカタチ」。500社以上の公共施設や工
場等へ設置実績あり。紫外線を98.5％カットし、熱
の侵入は最小限に抑える

井之商
0120-0132-86　X077-533-2170

－

要問合せ

明かりが変われば、空間が変わる、人が変わる。自然
光はゼロエネルギーで、健康、脱炭素、SDGS、BCP
などに貢献

内張り光ダクト用
高反射鏡面複合版

内張りによる光ダクトの形成に対応した、高反射率
鏡面仕上げ材に樹脂板を積層した内装ボード。反
射率95%以上、現場での裁断加工と下地ボードへ
の張りこみにより、簡単に光ダクトが形成できる

鋼鈑商事
Z03-4531-6883　X03-3280-8161

可視光反射率 95%

７万円/枚（1220×2430㎜）

土地や間取りの制約による住宅の日当たりの悪さを
改善できる光ダクトを、簡単に計画・施工できる

自然換気システム
「ARM-S@NAV」

風を「つかむ」「道をつくる」「制御する」独自の技術
により、自然の風を建物に取り込み、自然換気の駆
動力である「風力」「重力（温度差によって生じる気
圧差）」を利用して効果的な換気を行う

三協立山 三協アルミ社
0120-53-7899

－

－

外気冷房効果や中間期の空調負荷低減につながる
自然換気は、建物の省エネルギー性を高める効果的
な手法

太陽熱システム

27
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自然利用設備
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レインキーパーＰ型
雨水を貯めて、植物への水やりや散水等の生活雑
用水に再利用する雨水タンク。奥行400㎜の薄型
で、250・375・500Lの3サイズがあり、タンク内の水
温上昇を抑える日除けパネルも取付可能

四国化成工業
0120-212-459

－

１３万５０００円（250L、埋込式）

水道水の使用量を抑えることで二酸化炭素の排出
量削減につながる

スパンエースGⅡ
引っ張って伸びる柔軟性の高い気密防水テープ。配
管まわりの扇円形や窓台の三次元面、凹凸面への防
水施工に適している。耐久性・施工性にも優れる

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

－

約２０００円/巻（45㎜×5m）

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製品

気密防水テープ
アクリル系の強力粘着剤は高耐久・高品質で、優れ
た気密性能と防水性能を発揮する

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

－

約１０００円/巻（50㎜×20m）

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製品

養生テープ
カットエースは手切れできるフィルムタイプ。柔軟性
があり、特に床養生に適している。エースクロスは手
切れできるクロスタイプ。どちらも糊残りしにくく、
強・中・弱の粘着タイプを取りそろえる。カラーも豊富

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

－

約３００円/巻（50㎜×25m）

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製品

レンタル床養生
表面は頑丈なPP素材で、裏面はスリ傷防止のクッ
ション。レンタル商品だがカットも可能なので利便
性が高く、商品の製造を全て内製化することで低価
格を実現。サイズ1630×720×厚3.5㎜

YSKサポート
Z052-325-2399　X052-325-2469

－

100㎡の場合約３万円
（レンタル料、配送費、回収費含む）

レンタル床養生で再使用できないものは粉砕・成形
することで養生材を生産するための材料へと再利用

エコボロンPRO
キッズデザイン賞受賞、子どもや妊婦にも安心のシロア
リ・腐朽予防剤。（公社）日本木材保存協会の認定によ
り長期優良住宅や劣化対策等級3に対応。保証制度
あり。木造住宅に限らず保育園や文化財でも実績多数

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

－

要問合せ

空気を汚さない無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・
非暴露環境下での持続性に優れ、再処理コストを抑
えられる

エコボロンDIY
シロアリ、腐朽菌、その他木材害虫に対応。無色透
明で着色可能の水溶液。木材への浸透性に優れ、表
層を保護層にして劣化を予防。非接地・非暴露環境
では性能が長期持続

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

－

要問合せ

空気を汚さない無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・
非暴露環境下での持続性に優れ、再処理コストを抑
えられる

粘着剤
テープ

29
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防虫剤
防虫システム
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エコボロンスプレー 300ml
エコボロンシリーズのスプレータイプ。木部の防腐・
防蟻・防虫剤として利用できるほか、畳・カーペット・
ペットの寝具などの雑菌対策にも。ホームクリーニ
ングの仕上げにもおすすめ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

－

要問合せ

空気を汚さない無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・
非暴露環境下での持続性に優れ、再処理コストを抑
えられる

エコパウダー BX
炭とホウ酸塩の相乗効果でシロアリ・腐朽菌から強
力に木部を保護する防腐防蟻塗料。保証制度あり。
安全性が高く、防腐性・防蟻性は京都大学で実証済
み。過酷な屋外シロアリ試験で長期の防蟻性を確認

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

－

要問合せ

空気を汚さない無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・
非暴露環境下での持続性に優れ、再処理コストを抑
えられる

エコパウダー BX　ホワイトタイプ
珪藻土とホウ酸塩の相乗効果でシロアリ・腐朽菌から
強力に木部を保護する防腐防蟻塗料。保証制度あり。
塗布後も墨付けが見えるため、施工性に優れる。安
全性が高く、防腐性・防蟻性は京都大学で実証済み

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

－

要問合せ

空気を汚さない無機物ホウ酸塩が主成分。非接地・
非暴露環境下での持続性に優れ、再処理コストを抑
えられる

ボラケア
防蟻成分は天然鉱物のホウ酸塩で、食塩の半分程度の
毒性で安全性が高い。ニオイもほぼなく、正しく使用す
る限り人体や環境に対する影響もなく取り扱いが簡単。
水溶性でスプレー塗布可能。日本木材保存協会認定品

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475

塗布面積：25 ～ 75㎡ /ガロン

要問合せ

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）がなく食塩以下の毒性
で安全に全木材への施工が可能。有効物質の揮発
性はなく長期間効果を維持

ボロンdeガード（新築/既築）
ホウ酸施工士®️が雨対策まで行う、ホウ酸防腐防蟻
施工。住まい手に安全で、防腐防蟻効果が持続。長
期優良住宅対応。シロアリ保証制度。グッドデザイ
ン賞等受賞。シロアリ対策顧客満足度第1位

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

－

２５００円～ /㎡

住まい手とマイホームの健康を両立させる

N
E
W

シロアリ ホウ酸水
だれでも安全に施工できるホウ酸系防腐防蟻剤。ホ
ウ酸塩と水のみを使用し、有機溶剤などの添加物は
一切含まない、ピュアなホウ酸水。日本木材保存協
会認定品。長期優良住宅対応

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

－

２万７２００円/箱（19L）

安全で、効果が持続的なホウ酸処理を、より手軽に

ボレイトシール
日本で唯一のホウ酸防蟻気密シーリング材。ホウ酸
が分解しないため防蟻効果が長期持続する。シロア
リの侵入経路となる基礎貫通配管部や水抜き穴の1
次防蟻に。グッドデザイン賞受賞。特許取得

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

－

１８００円/本

効果が持続する防蟻シーリング材なので、再処理の
必要がない

ボレイトフィラー
日本で唯一のホウ酸防蟻気密パテ。ホウ酸が分解
しないため防蟻効果が長期持続する。スリーブ管な
ど、ボレイトシール®️では塞ぎづらい大きな隙間の
1次防蟻に

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

－

３０００円/本（1kg）

効果が持続する防蟻パテなので、再処理の必要がない

防蟻アクアフォーム
1液性ハンドタイプ

環境影響の少ない、アセタミプリド系の防蟻剤を配
合した1液性防蟻フォーム。基礎内断熱施工に役立
つ

日本アクア
Z03-5463-1117　X03-5463-0118

－

要問合せ

防虫剤がウレタンに保持されるので、防虫剤の拡散・溶
出がなく、床下エアコンの際の断熱材のシーリングに適す
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床下調湿木炭「かいてき」
調湿専用に炭化した顆粒状木炭。通気性の良い不
織布入り。50×50㎝、1坪16袋仕様

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676

－

１万５０００円（16枚入）

特殊炭化炉（環境負荷対応炭化炉）で品質管理をし
ながら製造。間伐材、製品残材、木質100％のバー
ジン木炭　

調湿消臭紙「杉炭紙・さんたんし」
紙の原料に杉、ヒノキの木炭を混ぜ合わせ、接着剤
を使わず作り上げた炭の効果を生かした炭シート。
紙なのでハサミやカッターで切ることができ、簡単
に使用できるその手軽さが好評

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676

－

９８００円（6枚入/1.8ｍ×1）

化学物質過敏症、シックハウス対策に。空気を浄化
し快適な空間をつくる

やさしい壁（素板）
高い調湿性能、VOC ・有害ガス吸着分解性能、脱臭
能力を持つ。乾式工法で施工も簡単。軽量で施工性
に優れているため、切断、ビス留め、タッカー留め、
釘打ちが可能でリフォームにも適す

宇部興産建材
Z03-5419-6280　X03-5419-6281

－

４９００円（6×910×1820㎜）　６６００円（9.5×
910×1820㎜）　７４６０円（12×910×1820㎜）

調湿建材マーク取得。高い吸放湿機能。カビ抵抗性
試験合格。有毒ガス・悪臭の吸着分解機能有り

なのらぼ良湿空間ふとん・ベット用
マットレスと床板の間に敷くだけで調湿し、カビの
発生を抑える。汗などのニオイを吸着・分解を繰り
返し、防ダニ・抗菌・防カビなどの機能もあるので清
潔を保つ

宇部興産建材
Z03-5419-6280　X03-5419-6281

良湿空間（24パック）：約1㎥（1000L）の空間除湿
能力有り（密閉の場合）

４５００円

基材の「やさしい壁」の加工時の切削粉を再利用。
床板とマットレスの間のカビの発生を抑え、睡眠時
の健康被害から身を守る

なのらぼ珪藻土の結露取り
サッシ幅に合わせて3サイズの珪藻土タイルを用
意。この組合せと目地幅の調整で、どの窓でも使
用可能。2セットで約530mLの結露を吸水、さらに
カーテン内を除湿するので結露の発生も抑制

宇部興産建材
Z03-5419-6280　X03-5419-6281

－

1セット３５００円　2セット６３００円

結露による黒カビの発生を抑え、健康被害や住宅の
寿命に貢献。珪藻土タイルが繰り返し使えてエコ

健康炭
針葉樹・広葉樹の間伐材をブレンド。半永久的に調湿
性能を維持し、床下に敷くだけで湿気による結露、腐
朽菌、人体に有害な雑菌繁殖を抑制する。不織布を使
用し、開封せずにそのまま利用可能。450×450㎜

エイム
Z048-224-8160　X048-224-8180

－

7560円（４袋、送料込み）

針葉樹・広葉樹の間伐材を使用。床下環境を整える
ことで、健康・快適な生活環境に繋がる

アクティブドライ（床下用調湿炭）
国産針葉樹炭、天然100％。強力だから敷き詰めな
くても良い。気孔が壊れにくいので調湿効果は半
永久的で、燃えにくい炭。建築廃材不使用。水に浸
かっても袋表面の泥を除き天日干しすれば使用可能

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

－

１万５０００円/坪（送料込み）

間伐材を使用。粘土鉱物で気孔内部をコーティン
グ。気孔が壊れにくいので調湿効果は半永久的。使
用後は園芸等で再利用可能

空気清浄用竹炭「カルボボード」
鹿児島大学農学部と共同開発した、自然素材の竹炭
ボード。室内の湿度調節、シックハウス症候群の原因物
質や生活臭の吸着はもちろん、家電や通信機器からの
電磁波減衰も期待できる。快適な室内空気環境を作る

コボット・木材事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

国土交通大臣「準不燃材料」認定取得

準不燃タイプ：３万２０００円/1坪
（18枚入・設計参考価格）

携帯電話（1000MHz）から発生する電磁波（電場）
の70 ～ 85％を減衰、珪藻土ボードや合板等の類
似建材と比較し2 ～ 6倍有効

調湿・消臭
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床下調湿用竹炭「タケタン」
住まいの健康は床下の湿度環境がカギ。鹿児島産・
天然素材の竹炭は吸放湿量が高く、十分な調湿効
果が実現できる。同社の特殊鋼板製基礎パッキン

「ダイカラット」との併用でさらに効果的

コボット・木材事業部
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

吸放湿量　115g/kg（繰り返し平均量）

２万１０００円/坪（16袋・設計参考価格）

原料は有害物質を含まない安全な自然素材を使った
竹炭

ＳＫＫ竹炭シート
孟宗竹を高温で焼き上げた上質の竹炭を粒にして
効果を損ねないよう不織布に貼り合わせたシート。 
竹炭の調湿や消臭などが最大限に発揮できる大き
さに砕き、表面を遮らない加工を施している

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

－

１６万６０００円/巻（1.05巾ｘ100ｍ巻ｘ１㎜）

現代社会で問題になっている放置竹林の竹を有効
利用した。自然素材を生かした人にも環境にも優し
い竹炭シート

「豊ヘルス」
稚内珪藻調湿・消臭タイル

室内湿度を６０％前後に自律調湿。調湿機能は珪藻
土・ゼオライト等の4 〜８倍。ウイルス・カビ・ダニの発
生を抑えアレルギー・アトピーを改善。自律調湿機能
は半永久的。生活・老人・トイレ・ペット臭を抜群に消臭

鈴木産業
Z0166-61-4741　X0166-61-8357

－

１万２８２５円/㎡～（運賃別途）

自然吸放湿により余分な湿度を吸湿するため、エア
コンの熱交換効率を上げ、使用電力を低減する

「豊ドライマット」
稚内珪藻床下調湿・消臭袋

原料は稚内珪藻頁岩。自然吸放湿作用で床下湿度を
６０％前後に自律調湿。調湿作用は炭・ゼオライト・珪藻
土類等の4 〜１０倍で結露、カビ、木材の腐朽菌を防
ぐ自律調湿機能は半永久的。床下特有の臭いを消臭

鈴木産業
Z0166-61-4741　X0166-61-8357

－

５９２９円/㎡（運賃別途）

床下から室内に侵入する湿気や冷気を抑制する事で
室内の多湿化や壁面結露の発生を抑制し、多孔質構
造が床下内の気温を安定させる

CleanAir （消臭・抗菌スプレー）
植物成分が豊富に含まれる「葉」からエキスを抽出
し、亜臨界抽出技術により、樹木の天然成分とエッ
センシャルオイルをブレンドした。消臭・除菌効果
が持続し、防カビ効果を期待できるのが特徴 

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

アンモニア実験 990pm（公衆トイレが4ppm）
5分後に0ppm

１８００円

間伐材の捨ててしまうような葉から抽出。100％自
然由来なので小さいお子様にも安心なスプレー

フィトンエキス （加湿器用エキス）
樹木はフィトンチッドを体から出して外敵から身を
守る。このフィトンチッドをスギ・ヒノキなどの葉か
ら抽出して作られたものがフィトンエキス。病院・介
護施設・大規模工場で多数の実績がある

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

インフルエンザウイルス不活性化

１０００円

間伐材の捨ててしまうような葉から抽出。100％自
然由来なので小さいお子様にも安心な抗菌エキス

グリーンシェード 屋上タイプ
雨水を貯水して自然潅水する土壌ベース付の屋上緑
化システム。組み立てて置くだけの簡単施工なので屋
上改修時の一時移動も可能。１ユニットあたりの緑化
面積は４㎡。外壁に取り付けられる壁面タイプもある

四国化成工業
0120-212-459

－

１３万９０００円（植物は含まず）

緑陰の遮熱効果による省エネと、ヒートアイランド
現象の緩和につながる

緑化・舗装
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「豊ドライ」
稚内珪藻床下調湿・消臭材

原料は稚内珪藻頁岩。自然吸放湿作用で床下湿度を
６０％前後に自律調湿。調湿作用は炭・ゼオライト・珪藻
土類等の4 〜１０倍で結露、カビ、木材の腐朽菌を防
ぐ自律調湿機能は半永久的。床下特有の臭いを消臭

鈴木産業
Z0166-61-4741　X0166-61-8357

－

３５３９円/㎡（運賃別途）

床下から室内に侵入する湿気や冷気を抑制する事で
室内の多湿化や壁面結露の発生を抑制し、多孔質構
造が床下内の気温を安定させる
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リンクストーンＧ
空き瓶などの廃ガラスから作られたカレット（4 〜
6㎜）を無黄変ウレタン樹脂で固めた、環境にやさ
しい透水性舗装材。カラーは４色から選べる。エコ
マーク認定商品

四国化成工業
0120-212-459

－

２万４６７０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

廃材の再利用により環境にやさしい

マサドミックス 散水タイプ
真砂土をセメントで固める自然派舗装材。施工厚
３０㎜で保水性に優れ、日光の照り返しを抑えて
ヒートアイランド現象を緩和する

四国化成工業
0120-212-459

－

９４１０円/㎡～
（100㎡以上の材工価格、運送費別）

保水性に優れ、日光の照り返しを抑えてヒートアイ
ランド現象を緩和する

リビオ[ai]緑化80
67％の高い緑化率でヒートアイランド現象を抑制する
植生用ブロック。芝の生育に適した形状で根付きが良
く、植物の蒸散作用で路面温度の上昇を抑制。敷設方
向によりデザイン敷きができ、美しい緑化空間を実現

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

緑化率67％

６２２円/個～　６９２０円/㎡～
※地区により異なる

植物のCO2吸収と蒸散作用により路面の温度上昇
を抑制。芝の生育に適した形状で緑豊かな空間をつ
くる。原料にリサイクル材を使用

N
E
W

リビオ[ai]プラス60
リビオ[ai]ステッププラス60

コンクリートの可能性を広げる新技術「マジカルテ
クト」により、汚れが付着しにくく、美しさを長く保
てる。天然石のような深い色合いで上質な空間へ仕
上げる

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

－

７９２円/個～　８８００円/㎡～
※地区により異なる

汚れが付着しにくく、美しさを長く保つことができ
る。日々の手入れが簡単で、分譲地等では引き渡し
まで美しさを保てる

クーラス[ai]遮熱透水60・80
蓄熱を抑え、夜間の放射熱を軽減する遮熱性舗装材。
反射率が高く、熱を蓄積しにくい骨材を使用しているた
め、日中の路面への熱の蓄積を抑え、夜間の熱の放射
を軽減。アスファルトに比べて温度上昇を約12℃抑制

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

路面温度低減効果約－12℃（アスファルト比）

７１８円/個～　７９８０円/㎡～
※サイズ・地区により異なる

天然資源の消費量を抑え廃棄物を軽減した、再生材
料65％使用のリサイクル商品。「クールブロックペ
イブ」認定品

天井埋込型
ブルートゥースプレイヤー

Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈを搭載した天井埋込スピーカー。ス
マホで音をワイヤレス再生。同梱のトランスミッター
をテレビに繋げば迫力のシアター気分。おうち時間
を快適に、音で暮らしをバージョンアップできる

因幡電機産業
Z06-7669-1796　X06-7709-9178

－

要問合せ

天井埋込型のブルートゥースプレイヤー。おうち時間
を快適に、音で暮らしをバージョンアップ

Wi-Fi　AP　Unit
配線不要のWi-Fiによる生活家電が当たり前の今、
必需品となったWi-Fiアクセスポイントを高性能は
そのままに超小型化。高速通信で快適につながりス
マートフォンのパケット節約にも貢献

因幡電機産業
Z06-7669-1796　X06-7709-9178

Wi-Fi規格　ＩＥＥＥ802.11ac/n/g/b　
速度 ：866Ｍｂｐｓ

要問合せ

コンセント埋込型Wi-Fiだからスッキリ。美観UP。
宅内でWi-Fiを快適に利用できる

10ギガ通信対応　
Ｃａｔ6A配線シリーズ

10ギガ通信に対応したインターネット配線。イン
ターネット・ Wi-Fiを快適に使用するためにはLAN
配線が重要。それを可能にする製品

因幡電機産業
Z06-7669-1796　X06-7709-9178

伝送速度：10Gbps対応（Ｃａｔ６Ａ）
その他：STP仕様

オープン価格

ウィズコロナでテレワークやオンライン授業でも快
適なネットワーク環境が利用できる

その他
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災害あんしん電気供給システム
「そなえるでんき」

災害・停電時に一般的に流通している、HV車・PHV車
または、発電機などからの電源を使用することで、室
内に設定した5系統への電気供給（AC100V/1500W
まで）を可能にする電気供給システム

フォーセンス
Z03-6272-4230　X03-6272-4231

－

２０万円台

停電時の給電により夏は扇風機、冬は小型ヒーター
等の使用ができ、健康維持が可能。冷蔵庫への給電
で食品ロスを防ぐ

N
E
W

環境メーター Pro.　
Kestrel 5200

健康住宅に必要な室内の温度、湿度等の温熱環境、
換気口からの風量の測定、など17項目の測定が同
時にできる

ネルコ商事（NERUCO）
Z042-632-1682　X042-632-1681

kestrel5200：３万７０００円   
kestrel5200LiNK：４万５０００円

健康住宅に必要な室内の温度、湿度等の温熱環境、
換気口からの風量などを定量的にワンタッチで測
定、記録できる

熱ストレス・トラッカー
Kestrel5400

黒球の位置をコンパクトに配置することにより、熱
中症の予防に必要な「暑さ指数」の温度を定量的に、
しかも簡便に把握できる

ネルコ商事（NERUCO）
Z042-632-1682　X042-632-1681

－

Kestrel5400：７万５０００円
Kestrel5400LiNK：９万円

1日中の室内の暑さ指数の変遷を定期的に記録すれ
ば、1日の中でどの時間帯が危険な条件になり得る
かが分かる

気象メーター　　
Kestrel 5500

健康住宅に必要な室内の温熱環境、換気口からの
風速の測定の他に住宅に向かって吹く風の風向も
測ることができる

ネルコ商事（NERUCO）
Z042-632-1682　X042-632-1681

－

kestrel5500：４万４０００円
Kestrel5500LiNK：５万５０００円

温度、湿度、露点温度、換気口からの風速など住宅
設計には欠かせないデータが瞬時に測定できる。コ
ンパス内蔵で風向も測定可能

カラー分別ごみ袋「ワケタイ」
素材別に6色の大きく印刷された半透明ゴミ袋、内
容が一目でわかり簡単仕分け

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

－

８０円/枚

分別によって現場を綺麗に保つ

防塵シート　マジキリン
施主が住みながらリフォームできるリフォーム用間
仕切り防塵カーテン。設置が簡単、反復使用可能

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

－

要問合せ

コロナ対策で病院での実績あり

N
E
W

ゴミ収集庫
クリーンストッカー　CKS-H

非接触開閉仕様のゴミ収集庫で、取手に触れずペダ
ルを踏むだけで蓋の開閉が可能。ステイホームによる
ゴミ出し量の増加により需要増。サビに強いステンレス
製。静音性と安全性に配慮したロータリーダンパー付き

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

耐用目安年数7年（メンテ部品5年）

２４万８０００円
（ＣＫＳ－１３０７Ｈ・1300×1160×750㎜）

－

サイクルスタンド　CS-G-B
急増する自転車通勤・通学のための仮設自転車置
場。アンカー工事不要で設置・移設・増設が可能。ゴ
ムシート付のベースプレート仕様で安定した設置が
可能。速度センサー付き電動アシスト自転車対応

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

適応自転車質量：40kg以下

－

アクアハジクン
現場発泡ウレタン「アクアフォーム」シリーズと同様
の機械施工ができる超速硬化防水システム。超速
硬化なので、住宅以外の大面積の屋上や大規模リ
フォームも可能

日本アクア
Z03-5463-1117　X03-5463-0118

－

要問合せ

主剤は無触媒・無溶剤で高い環境性能を有する



0972021.9.30　 健康・エコ　国産材が主役のサステナブルな家づくり

乾太くん
8kgの洗濯物を約80分、5kgの洗濯物を約52分で
乾燥。電気式の約1/3の時間で済むので、家事の時
間を大幅に短縮。衣類に付着したアレル物質を除
去。短時間で経済的に清潔な衣類に仕上げる

リンナイ
Z052-361-8211

耐用年数（目安）10年

１７万３８００円

花粉や黄砂・PM2.5などの大気汚染が気になる日の
洗濯も安心。衛生的に仕上がるため、乳幼児の衣類
乾燥にもおすすめ

出入り口用網戸「てまノン網戸」
網戸本体が簡単に取り外しできるため、丸洗いなど
お手入れがしやすい“手間いらず”の出入口用網戸。
約1時間で施工できるため、既存の玄関ドアや引戸
などに手軽に取り付け可能

三協立山 三協アルミ社
0120-53-7899

－

３万５０００円～５万円（片引きタイプ）

においがこもりがちな玄関や勝手口から心地よい風
を採り入れ、快適な空間をつくることができる

YOJO TAPE
ヨウジョウテープ

YOJO TAPEは、デザインされた
養生テープです。濡れても平気なので
キッチン小物やシャンプーボトル、ビニー
ル傘、ガーデニング用品をデコレーション。
生活の様 な々シーンで幅広くお使いいただけます。
オリジナルデザインもできるので、お客様への
ノベルティなどにもご利用いただけます。

新建新聞社
Z026-219-1081

PR
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2021.12.17fri ONLINE
地域工務店が、アフターコロナの住宅市場で存在感を発揮し続
けるために、コロナによる暮らしや住まい、仕事などさまざまな
変化を、家づくりと経営に落とし込むことは必須です。工務店は
いままさに、アフターコロナの生き方と戦略を決断する必要に迫
られています。住宅産業大予測フォーラム2022では、決断の参
考となるヒントを提示します。
コロナ禍で業績を拡大し、経済界だけでなく一般消費者からも
注目を集める、アウトドアメーカー・スノーピークを率いる山井
梨沙さんを招き、自然共生・人間回帰の思想の中枢に迫りなが
ら、そこから住まいへと議論（思考）を発展させます。コロナ後の
社会と市場で、生活者から共感・応援を得るために“大切な何か”
の片りんを、きっとつかめるはずです。
地域工務店などとコラボして地方の活性化に取り組む実践者

でもある、レオス・キャピタルワークス代表の藤野英人さんには、
まちづくりの実例を通じて、アフターコロナにおける地方の可能
性と地域工務店に期待される新しい機能（役割）について解説し
ていただきます。工務店経営者の皆さまに、客観的かつ論理的に
自ら（工務店）が秘めているポテンシャルを感じ取ってもらうこ
とができると確信しています。
新建ハウジング発行人の三浦祐成は、2022年の住宅産業市場
を占いながら、工務店が何に留意し、どう動くべきか、主観に基
づき提言します。
アフターコロナは地方の時代です。家づくりの市場においては、
工務店が主役を担うべき時代です。全国各地の工務店、住宅産
業からたくさんの皆さまにご参加いただき、アフターコロナを、
どう生きていくかを共に考えましょう。

お申し込みはWEBから！

新建ハウジング　セミナーガイド

株式会社スノーピーク

代表取締役社長 山井梨沙 氏

レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役会長兼社長・最高投資責任者（CIO）藤野英人 氏

主催：新建ハウジング　チカラボ
お問合せ： 0120-47-4341（読者サービスチーム） seminar-info@shinkenpress.co.jp

Program

対
談

講
演

講
演

×
新建新聞社

三浦祐成
山井 梨沙（やまい・りさ）
スノーピーク代表取締役社長。1987年、新潟県生まれ。祖父は同社創業者の山井幸雄、父は代表取締役会長の山井太。文化ファッ
ション大学院大学で舞台衣装づくりを専攻し、ドメスティックブランドに約3年間勤務。2012年、スノーピークに入社し、アパレル事業
を立ち上げる。その後、アパレル事業本部長、企画開発本部長、代表取締役副社長を経て、2020年3月より現職。

『2040年の日本経済の見通しと地方創生  ～富山県での活動もふまえて～』

『住宅産業大予測2022』
新建新聞社
代表取締役社長 新建ハウジング発行人

三浦祐成

■開催日： 2021年12月17日（金）
 13時～17時30分（予定）

■参加方法：オンライン視聴
■参加費： 新建ハウジング定期購読者 16,500円（税込／名）

未購読者 33,000円（税込／名）

日本は課題先進国と呼ばれており、「日本の未来は暗い」と考えている人は少なくないでしょう。確かに、少子高齢
化はすでに確定した未来であり、地方が空き家だらけになることも間違いありません。しかし問題が山積している
からこそ、日本にはチャンスがたくさんあります。明るい2040年を迎えるために、未来に向けて準備をしアクション
を起こすうえで押さえておきたいメガトレンドを読み解いていきます。



変えよう！ニッポンの家づくり

購読申込書

豊富な工務店事例、行政・法制度・市場の
トレンドなどを掲載。情報発信だけでなく、
すぐためになり身につく、経営や設計の塾・
セミナーなども開催しています。

豊富な工務店事例、行政・法制度・市場の

家づくりと工務店の経営・実務に
役立つ情報をお届けします

●タブロイド：毎月10・20・30日発行
※ただし4月20・30日号／12月20・30日号は合併号

●ワンテーママガジン・ムック本：毎月1回発行／30日
※大人気シリーズ住宅産業大予測（12月発行）も含む

●読者限定サービス：オンラインでの紙面閲覧、動画視聴
※バックナンバー1年分の紙面が閲覧できます。

E-mail：rss＠shinkenpress.co.jp　FAX：026-233-0401お申し込みは >>>

問合せ先：新建ハウジング読者サービス　

お支払方法

●会社名

●お役職 ●お名前

●TEL ●FAX

●E-mail ●携帯電話

●ご住所　〒

■解約について：お客様の事情により購読期間中に途中解約される場合の購読料は一括払いのため、ご返金できません。
◎お申込書に記載されたご住所やメールアドレスは弊社からの各種ご案内（発行物・展示会・セミナー・アンケートなど）に使用する場合がございます。

年間購読料 29,040円

家づくりと工務店の経営・実務に
役立つ情報をお届けします

□自動引き落とし
（口座振替依頼書送付）

□郵便振込み
（コンビニ払い可能）オンライン決済


