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木の塗り壁Mokkun
構造材の端材等由来の木粉を50％以上使用した
天然素材100％の塗り壁材。端材を有効利用する
べく作られた商品で、調湿・消臭・保温・蚊の忌避・
不燃性能が実証されている

熱伝導率 
パウダー 0.148W/mK　チップ0.123W/mK

プレカットの際に出る端材を粉砕し、塗り壁に
活用。黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果がある

１万３０００円/袋（1袋当たり3 ～ 4㎡）

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

ニュー
ノーマル 抗ウ

人や環境に優しく、機能性にも優れる建材・設備は、工務店がつくる住宅の性能やデザ
インを左右する重要なファクターでもある。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」なポイントや、コロナ禍
で生活者の関心が高まったウイルス対策やニューノーマル対策についても聞いた。

建材・設備データベース
工務店住宅の品質と魅力を高める

【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。

データの見方

メーカーが抗ウイ
ルスなどの効果を
うたっている製品

特徴

性能値

健康・快適・エコなポイント

価格（税込）の目安

ニューノーマル
な暮らしに対応

製品名

製品の問い合わせ先

内装 開口部 設備

壁紙・クロス P120 窓・サッシ P139 通気・換気部材、換気システム・設備 P153

内装用塗料 P121 日射遮蔽設備 P141 冷暖房 P155

内装用塗り壁 P124 玄関ドア P143 水回り・給湯設備 P156

内装材 P126 構造 太陽光発電・蓄電池 P158

床材・フローリング P128 構造剤・構造用パネル P144 太陽熱システム・自然利用設備 P159

ワックス・コーティング P131 金物・制耐震装置 P145 その他

建具・収納 P132 断熱材・断熱工法 P146 粘着剤・テープ P159

外装 下地材・シート P152 防虫剤・防虫システム P160

外装材塗料・塗り壁 P133 調湿・消臭 P161

外装材・屋根剤 P134 緑化・舗装 P162

エクステリア P136 その他 P163



120

壁紙
・
クロス

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

ー

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

６５００円/袋（10㎡）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

オガファーザー
ドイツ生まれ、原料は木と紙。製法も環境負荷が
少ないことから世界で高い評価を受け、世界30
カ国に普及している。資源を無駄にせず、快適な
住空間をつくることができる

透湿抵抗空気層 Sd=0.02m、EPD認定製品

全ての原材料が再生可能で、健康被害を起こ
す可塑剤やPVC（ポリ塩化ビニル）は不使用

オガファーザー :NEW２万８０００円、プレミ
アム２万１５００円、スムーズ１万５０００円

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378

MEGURe WALL
リサイクル材を活用し地球環境に貢献。立体感の
あるテクスチャーでデザインとカラーリングにもこ
だわった壁紙シリーズ。樹脂をリサイクルしたタイ
プと、籾殻をリサイクルしたタイプの2種類を発売

ー

ライフサイクルにおけるCO2排出量を削減。約
31％～ 36％の削減効果(一般的なビニル壁紙と比較)

要問合せ

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

N
ew

L
レミリア

emilliur
光触媒による抗菌・抗ウイルス機能のほか消臭、
ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド吸着など多
くの機能を備えた高機能壁紙。濃色を含めた18
色のカラーバリエーション

ー

光触媒による抗菌・抗ウイルス機能のほか、消
臭、化学物質吸着など健康的な暮らしに貢献

１３００円/m

ナガイ
Z03-6434-9840　X03-6434-9841

N
ew

ニュー
ノーマル 抗ウ

エコフリース
塗り壁のような美しい表情と、優れた透湿性・耐
久性を実現。塗り重ねることで貼りかえることな
く長く使うことができる、「美しさ」「機能性」「エ
コロジー」を兼ね備えた次世代の壁紙

ー

高い透湿性能で、結露やカビを防ぐ。水性塗料
で上塗りができるため、貼り替え時のゴミを削減

１２００円/m

ナガイ
Z03-6434-9840　X03-6434-9841

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加工して
製造した塗り壁の風合いをもった壁紙。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

ー

本来は廃棄される卵殻をアップサイクルしてい
る

４万６０００円/巻（40m、１１５０円/㎡～）

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451

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、
海底や湖底でできた化石等から作られた壁紙。
吸放湿・消臭・ VOC吸着機能があり、防火性能に
も優れる。全6色、オリジナルデザインも可

不燃認定番号NM-2259/防火種別1-6、F☆
☆☆☆認定品

多孔質材料を使用しているため、吸放湿・消臭・
VOC吸着機能があり快適な環境を作る

１３００円/m ～

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

塗り壁＆塗装下地用壁紙
M-SPアンダーペーパー

室内を塗り壁や塗装で仕上げる時のクラックや吸
い込みムラを大幅に減らせる。貼り付け前のパテ処
理ではファイバーテープも不要。製品巾もビニール
クロスと同等巾で施工しやすく材料ロスが出にくい

ー

通気性や調湿性、耐久性に優れる。意匠性も兼
ね備える

５５０円/㎡（材料設計価格）

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060
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内装用
塗料

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

ー

難燃剤、防カビ剤、防腐剤等の薬品処理をして
いない織物の壁紙

８４０円/ｍ～３０００円/ｍ（９２０㎜幅）

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

塗装下地壁紙
ルナファーザー 「チップス」

再生紙と木チップからできたドイツ製の塗装下地壁
紙。通気性・透湿性に優れ、室内の結露やカビの発
生を抑える。紙の優しい質感と木チップの自然な模
様に塗装する事で、美しく安らぎのある空間になる

ー

室内の湿度環境の安定が図れる。最大8回程の
塗り替えが可能で、張替えによる廃棄物が出ない

２６７円/㎡（材料価格）

日本ルナファーザー
Z03-5785-2750　X03-5785-2753

塗装下地壁紙 
ルナファーザー 「フリーズ」

長繊維紙に型押し模様を付けたドイツ製の塗装
下地壁紙。摩擦や衝撃に強く、優れた耐久性と
透湿性を誇る。13種類のエンボス柄から選べ、
美しくしっとりとした質感に仕上げる

ー

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、張替えによる廃棄物が出ない

７００円～９３５円/㎡（材料価格）

日本ルナファーザー
Z03-5785-2750　X03-5785-2753

AURO Nr.391
クロスのり (壁紙用接着剤)

石油を含まない天然成分100%のクロスのり(壁
紙用接着剤)。化学物質過敏症やアレルギー症の
方にも好評。自動のり付け機にも対応。無料サン
プル提供中。施工店募集中

F☆☆☆☆、水性

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う

３万２１４５円（10ℓ、約４００円/㎡）

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

N
ew

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

ー

小麦やタピオカ、コーンスターチといった植物
由来の原料を使用しているので安心安全

５５００円/箱（130 ～ 150ｍ施工）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

自然塗料いろは クリア
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

ー

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

８５００円（0.8ℓ）、２万３０００円（3.5ℓ）
８万２０００円（16ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

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

ー

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

９５００円（0.8ℓ）、２万７０００円（3.5ℓ）、
９万３０００円（16ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

自然塗料いろは アユーカ 
無垢床用滑り止めオイル

無垢材の質感を生かしながら床を保護。天然由
来の滑り止め成分配合で歩きやすく、子どもやお
年寄り、ペットにも優しい自然塗料

ー

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

９５００円（0.8ℓ）、２万７０００円（3.5ℓ）、
９万３０００円（16ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

N
ew
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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。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
に優れた塗膜性能が付与できる

SIAA認証取得

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。抗菌・抗ウイルス効果を発揮

要問合せ

玄々化学工業
Z0567-28-9207　X0567-28-9219

抗ウ

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
不使用。塗膜を作らないので、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

F☆☆☆☆。厚生労働省ガイドラインTVOC
値クリア

溶剤臭がなく環境に優しい。木地の色調や手
触りを生かせる

２万５９００円（4㎏）

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

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

ー

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

４０００円（1ℓ）、１万３３００円（4ℓ）

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

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

－

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

要問合せ

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

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

－

室内の不快な生活臭を吸着浄化。結露とカビの発生抑
制。床や壁などに付着した細菌やウイルスの増殖抑制

要問合せ

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

N
ew

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

－

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☆☆☆☆

要問合せ

サンユーペイント
Z06-6392-0151　X06-6395-1171

抗ウ

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

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。公共案件での利
用実績多数

ー

主成分は植物油で健康、安全。火災時に逃避
時間を確保し、人の安全を守る

クリア７０００円/ℓ～、カラー７５００円/ℓ
（業務用は別途見積り）

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190

国産高機能木部塗料 
木守り専科 抗ウィルス ウィルスプロテクト
植物油ベースのナチュラル浸透型塗料。塗るだ
けで木に抗ウイルス効果をもたらす。木部の抗ウ
イルス性が求められる店舗、公共施設、学校、保
育園、老人施設等での利用可能

ー

主成分は植物油で健康、安全。コロナウイル
ス、インフルエンザウイルス等から健康を守る

クリア１万３５００円/ℓ（業務用は別途見積
り）

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190

N
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抗ウ

国産高機能木部塗料 
木守り専科　杉の赤身けし

杉の赤身材を1回塗りで無垢の白太材のように
見せるので赤身材を仕上げ材として利用するこ
とができる。屋外では雨、紫外線から杉を守り、
長期活用に寄与

ー

主成分は植物油で健康、安全。敬遠されがちな
杉の赤身を有効活用

赤身けし色：内外装用６９００円～ /ℓ、超高
耐侯１万１００円 （業務用は別途見積り）

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190

N
ew
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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、アレル物質を低減させる抗アレル
機能や防カビ・抗菌機能をプラスできる

ー

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

１２４０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

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

－

合成化学物質を含まない

１万５４００円/缶（514円/㎡）

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

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

－

合成化学物質を含まない

２万２７３０円/缶（284円/㎡）

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

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

－

合成化学物質を含まない

１万５４００円/缶（440円/㎡）

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

抗菌・消臭・蓄熱・調湿塗料
「サスティナウォール」

潜熱蓄熱材「PCM」を配合した世界初の塗料。蓄
熱パワーで室内を夏は涼しく、冬は暖かく保つ。持
続性のある消臭も評価が高い。1㎡当り93ｇの調
湿能力や抗菌・抗ウイルス・防カビ性も兼ね備える

蓄熱量㎡あたり65.5Kj/Kg、調湿性93ｇ/㎡

蓄熱と調湿に優れ、暖房やエアコン機器に頼リ
すぎずにパッシブな住環境を快適に保つ

要問合せ

P・Lab
Z011-738-0194　X011-738-0740

N
ew

抗ウ

D
デュラポキシー

URAPOXY
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

ー

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

７２００円/クオート缶

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

B
ビオファ
IOFA

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使える。原料を
すべて公開。ニオイがほとんどない

ー

ドイツが誇る自然塗料。天然成分を加工し、さらに安
全性を高めた健康塗料。内装用の他に、外用もある

７０００円/ℓ～（種類別、サイズ別）

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

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で
る。屋外の壁等木部に塗られることもある。乾く
前ならシンナーを使わず水で洗い流せる

ー

成分が全て柿タンニンで防虫、防腐、抗菌作用
がある

0.5ℓ入り７００円、1.5ℓ入り１６００円

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

エッグペイント
マヨネーズ工場から排出される卵殻を加工し製
造された内装用塗料。脱臭・調湿機能を有する。
ボード直接または、専用下地壁紙を貼り、塗布す
る事でクラックを軽減

ー

本来は廃棄される卵殻をアップサイクルしてい
る

２万９０００円/缶（18㎏、６６０円/㎡）

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451
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ルナファーザー専用漆喰塗料
「ルナしっくい」

ホタテ貝殻と石灰から作られたルナファーザー専用
の漆喰塗料。表面積が広い多層構造の孔が特徴。
調湿性・消臭性・有害物質除去といった機能をもち、
室内の空気環境を快適に保つ

ー

廃棄されるホタテ貝殻を有効活用。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

６００円～６４０円/㎡（材料価格）

日本ルナファーザー
Z03-5785-2750　X03-5785-2753

内装用
塗り壁

AURO Nr.321
ウォールペイント (塗り壁材)

石油を含まない天然成分100%のウォールペイン
ト(塗り壁材)。化学物質過敏症やアレルギー症
の方にも好評。専用顔料で着色も可。無料サンプ
ル提供中。施工店募集中

F☆☆☆☆、水性

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う

１万２６３７円（5ℓ、約５６１円/㎡）
２万１７７１円（10ℓ、約４８３円/㎡）

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

N
ew

ほたて漆喰ライト
消臭調湿性に優れ、健康と快適性を追求した。ホ
タテ貝殻の美しい白が上品な空間を演出する。北
海道の海で育ったホタテ貝殻を粉砕・焼成、漆喰
の特性を生かしながらローコスト・高施工を実現

ー

ホタテ貝殻のリサイクルでSDGs「海の豊かさを守ろ
う」・「つくる責任・使う責任」に沿う持続可能な製品

１万３５００円/袋（20㎏、送料込み）

あいもり
Z0142-23-8811　X0142-23-4545

漆喰風塗り壁「漆喰美人」
主原料は安全性が高く消臭効果に優れるモンモ
リロナイト。抗菌・消臭・防腐効果のあるタンニン
酸を加え、一般の消臭剤では除去できない加齢
臭も消臭する効果が期待できる

調湿性能94g/㎡ /24ｈ

つなぎはマグネシア。タンニン酸はダニアレル
ゲンを人体に害のないものに変えてくれる

６６００円/袋（3.3㎡）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

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。珪藻土の欠点を解
消し、硬く仕上がるので掃除も簡単

調湿性能241g/㎡ /24ｈ

つなぎにはマグネシアを使用。しっかりと固ま
るので高い調湿性を発揮する

６６００円/袋（3.3㎡）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

カオリンの壁「パーフェクトウォール」
塗り壁の工事を可能な限り簡略化したコストパ
フォーマンスの良い塗り壁。下塗不要、乾燥も早
く施工後の傷つきを最小限にすることができる。
カラーバリエーションは全43色

調湿性能61g/㎡ /24ｈ

アク止め効果のある下地材を改良し、下地処
理の時間とコストを削減

１万３２００円/袋（13.2㎡）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

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

ー

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る

２３００円/ｍ

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

ハイブリット珪藻土 メルシーシリーズ
珪藻土の調湿性と漆喰の表面強度とアルカリ性、
ホタテ貝の吸着性を備えた塗り壁材。カビの発
生を防ぐ。脱臭効果もある。静電気が発生せず汚
れないので一度施工すれば塗り替え不要

吸放湿機能200g/㎡以上

温度と湿度が安定するので1年を通して快適
な空間に

スーパーメルシー１万９０００円/袋 
メルシーライト１万５４００円/袋

EMMAX
Z044-948-7756　X044-978-7759
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スイス漆喰　カルクウォール
アルプス原産の不純物の少ない石灰石を原料
に、300年変わらない伝統製法で作り続けている
本漆喰。糊や合成樹脂などの化学物質も一切使
用していない100%天然素材。全成分完全明示

ー

人と環境に優しい天然100％。歴史に裏付けら
れた耐久性と安全性のあるサスティナブル建材

１万４３００円（10㎏）、２万７４００円（25㎏）

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378

抗ウ

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

ー

高・多機能で快適な室内空間をつくる。既設壁に
直塗りできるためリフォーム時の廃材が少ない

８７２０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

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。廃材が少なく地球環境にもやさしい。全75色

ー

高・多機能で快適な室内空間をつくる。既設壁に
直塗りできるためリフォーム時の廃材が少ない

３０２０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

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

ー

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

３３４０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

グラフェンストーン
伝統×テクノロジーの塗り壁。石灰とグラフェン
の絶妙な配合によるエコ製品。環境を考慮した
製造によって、多数の世界的環境プロジェクトに
採用されている

CO2吸収効果：3缶≒杉1本分

「CO2をどの程度吸収できるか」というEU基準
の課題に対応。SDGsの達成に寄与

９６００円/缶（6 ～ 9㎡）

JCT
Z0198-45-2935　X0198-45-2265

ニュー
ノーマル 抗ウ

薩摩中霧島壁
優れた消臭・調湿機能。シラスがつくりだすナ
チュラルな素材感と温かみのある風合い、100％
自然素材ならではの安全品質。住まいの空気を
清浄化し、快適で健康的な室内環境を実現する

ー

シラス壁は室内の余分な湿気を吸収するため、
夏の体感温度を約2℃下げる効果が期待できる

要問合せ

高千穂シラス
Z045-224-6077　X045-224-6078

抗ウ

無添加住宅オリジナルしっくい
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
学物質接着剤を一切使わないので、健康的な空
間をつくる

ー

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

要問合せ

無添加住宅
Z0798-52-2255　X0798-52-1700

抗ウ

ウォーロ（wal10）
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

ー

塗り上げた室内の湿度の安定や保温性を向上

９６４円/㎡（材料設計価格）

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

木の塗り壁Mokkun
構造材の端材等由来の木粉を50％以上使用した
天然素材100％の塗り壁材。端材を有効利用する
べく作られた商品で、調湿・消臭・保温・蚊の忌避・
不燃性能が実証されている

熱伝導率 
パウダー 0.148W/mK　チップ0.123W/mK

プレカットの際に出る端材を粉砕し、塗り壁に
活用。黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果がある

１万３０００円/袋（1袋当たり3 ～ 4㎡）

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

ニュー
ノーマル 抗ウ
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塗り壁材深呼吸
自然素材100%の高機能内装塗り材。新型コロナ
ウイルスを1分間で99%不活化を立証済。珪藻
土業界日本初のISO18184取得

JISL1902（抗菌性）、ISO18184（抗ウイルス性）
取得、SARS-CoV-2 1分間99.86%不活化など

自然素材100％、高機能で安心安全

要問合せ

笑緒一
Z06-6732-4664　X06-7635-9099

抗ウ

内装材
AndMore銘木無垢階段
＜ハイジェニック仕様＞

挽き板フローリング「ライブナチュラルプレミア
ム」とコーディネートできる、無垢にこだわった
階段材。5つの衛生性能を持ち、室内空間をより
幅広くカバーできる

抗ウイルスSIAAマーク取得

抗ウイルス、抗菌、耐薬品、耐汚染、室内空気
環境を備えるハイジェニック仕様

直段板：２万２６００円/枚～

朝日ウッドテック
Z06-6245-9505　X06-6271-8694

N
ew

抗ウ

もったいないから作りました
「モザイクｅｃｏウォール」

「短い材料」を活用した天然木材の壁板。短くし
たことで価格が下がり、工事もしやすくなった。
モザイク調の個性的な仕上がり。固定は剥がせ
る両面テープでもOKで賃貸でも使える。DIY可

ー

短い木材を製品化。薄く軽く、無塗装品とすることで、
低価格帯になり建材のロスを減らす

1万１９００円/箱（送料別途見積もり）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

きこり造作材
(巾木・廻縁・窓枠・和室造作材）

日本の住まいに安心・安全な100％国産材（杉・檜）
を使用。シンプルで品のいいデザインで、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

合法木材認定商品、F☆☆☆☆

合法的かつ計画的に切り出される国産材だけ
を使用。無垢材のため調湿効果が見込める

巾木３３００円～、廻縁２４００円～、窓枠
１万１３００円～、和室造作材２万３５００円～

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

N
ew

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

米国環境基準グリーンガード ゴールド認証取
得

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

３６３５円／㎡（9㎜厚・送料別）

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

キャン’ブリック「クロブリ（BK-5）」
アンティーク煉瓦をリアルに再現した「CAN’BRICK」
に、同社史上最も黒いブリックタイル「クロブリ（BK-5）」
が新登場。新製法により従来のセメント製品では難し
かった黒の色出しを可能にした。外装にも利用可能

ー

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

８５００/m² ～（Flat 54枚、ケースの場合）

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

N
ew

キャン’ストーン「コーラル(COR)」
太古の海で珊瑚や貝が蓄積して形成された天然石
灰岩をイメージした、屋内外で利用できる石積み調
の疑石・壁材。優しい色合いと質感を本石の約半分
の重量で再現。オフホワイトとコーラルピンクの2色

ー

ー

Flat１万３８００円/㎡ 
Coner７２００円/m

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

N
ew

キャン’ストーン「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

ー

ー

Flat１万１８００円/㎡ 
Coner７２００円/m

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009
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内張り光ダクト用 高反射鏡面複合板
（内装ボード）

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。反射率95%以
上、現場での裁断加工と下地ボードへの貼りこみ
により、簡単に光ダクトが形成できる

可視光反射率 95%

光ダクトを設け、土地や間取りの制約による日当
たりの悪さを改善。健康で快適な光環境を実現

８万円/枚(1220×2430㎜ )

鋼鈑商事
Z03-4531-6883　X03-3280-8161

ニュー
ノーマル

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。デザイン性の高さも特徴。軽量で、取り付
けも簡単。住宅だけでなく、オフィスにも多く採
用。オーダーサイズも対応

ホームシアターグランプリ 音響調整パネル（壁
取付型）部門 金賞

在宅ワークによる音問題を解決したい方にお
すすめ。会議室での反響音対策にも

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

ニュー
ノーマル

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

ー

幅広い樹種の無垢材が中心

要問合せ

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

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

ー

植林などで増え続けている天然国産杉を伐採
し、その端材を活用

１６万６０００円/巻（1.05巾×100m巻×1
㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

SKK竹フリー板（積層材）・ブラウン色
天然の竹を加工し張り合わせた竹積層材。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

ー

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商品

８万７３００円/枚（L2400×W600×30㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

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

ー

増え続けている天然国産杉を伐採し、その端材
を活用

７万２７３０円/枚（L3600×W455×20.5
㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

リコルクウッドパネル
国内の飲食店等から排出されるコルク栓をアッ
プサイクルしボード状にした。釘を必要とせず、
接着剤や糊で施工することができる。粗く砕いて
ボード状にした素材感が空間を豊かにする

ー

本来は廃棄されるコルク栓をアップサイクルし
ている

２万６４６０円/箱（3.78㎥、７０００円/㎥）

日本エムテクス
Z03-5433-3450　X03-5433-3451

N
ew

ウッドブリックウォールパネル
天然木と合板を組み合わせた、スタイリッシュで
温かみのあるインテリア型パネル。デザイン・カ
ラー・サイズを好みに合わせて組み合わせること
ができる

ー

間伐材や伐採により残された部分、家具などを
作るときに出た端材などを利用

１万円/枚～

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

匠
たくみ

能登ひば　羽目板
数少ない国産ひば材の羽目板。水気や湿気・シロ
アリに強く、浴室や外装でも使用できる。白太が
極端に少なく、総赤身勝ち

ー

低環境負荷である国産天然木材使用。耐候性
が高い

７０００円/㎡（一等・12㎜厚）

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060
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メトリー　モールディング
ステイン塗装、クリア塗装に適した材質のヘム
ロック（カナダツガ）無垢材のモールディング。
廻縁・巾木・ケーシング等多くのデザインを定尺
品で在庫

ー

持続可能な森林管理の証である「COC認証」
をFSCとPEFCによって認められている

要問合せ

立共インターナショナル
Z075-672-3145　X075-671-2373

床材
・

フローリング

Live Natural Premium
＜ハイジェニック仕様＞

厚さ2㎜の挽き板を表面化粧材に使用。住まいを
清潔に保つ5つの衛生性能を持つ。床暖房にも
対応し、銘木の美しさと機能性を併せ持つ複合
フローリング

抗ウイルスSIAAマーク取得

抗ウイルス、抗菌、耐薬品、耐汚染、室内空気
環境性能を備えるハイジェニック仕様

１万６８２０円/㎡～

朝日ウッドテック
Z06-6245-9505　X06-6271-8694

抗ウ

古材「OLD　BOARD」
解体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しやすい。様々な使い方が
できる

ー

解体された建物の木材部分を再利用

１万６８５６円～３万５３０円/箱（送料別途
見積もり）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

床遮音材「わんぱく応援マット」
厚さ11㎜の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、複合フローリングとの組み合わ
せではLL40の遮音試験結果が出ている

ー

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

１万２０００円/箱（0.5坪分・送料別途見積も
り）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

無垢フローリング
「ごろ寝フローリング」

丁寧な加工でロスが少なく施工しやすい。サネ
加工により暴れにくく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ＵＶ塗装もある。
床暖房用も新たにラインアップ予定

ー

施工がしやすく、経年変化が美しい。長持ちで、
張替えの必要がない

１万１９００～４万３１２５円/箱（1.64㎡・送
料別途見積もり）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

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㎜厚の挽板を使用。無垢のような深
みのある木目と風合いを備えた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

抗菌・抗ウイルス加工（SIAA）

ー

要問合せ

永大産業
Z0120-685-110

抗ウ

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。空間にエレガントな雰囲気をもたら
し、シンボリックなフロアーラインを生み出す

ー

ー

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

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

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

ー

ー

８５００円/㎡（250角）

キャン’エンタープライゼズ
Z044-433-5001　X044-433-5009
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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む。店舗から住宅、屋
内外を問わず幅広く利用できる

ー

ー

１万２０００円/m²

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

バリアレスフロアー　断熱仕様
断熱仕様の乾式二重床。専用断熱材「KPパネル」
を使用。バリアフリーや自由な床下配管はそのま
まで、床断熱を可能に。パネルの支持脚設置部に
切欠あり

熱伝導率0.038W/ｍK、ESP断熱材使用

床断熱で外部温度の影響を軽減、マテリアルリ
サイクル品のパーティクルボード使用

１万４３００円／㎡ （関東近郊の材工設計価
格）

桐井製作所
Z03-5812-3771　X03-3834-6050

桐床　型押しゆらぎ・自然塗料塗装
断熱性が高くエコな桐材に、自社開発の機械でオ
リジナルのエンボス加工を施した。肌触りがよく、
滑りにくいのが特徴。また、独自開発の実（さね）
加工を施し、隙間が空きにくい床材を実現した

熱伝導率0.063W/ｍK

独自のエンボス加工で滑りにくく、安全性が高い。
桐は断熱性が高く、一年中素足で心地よく過ごせる

４万５０００円/坪

桐建材
Z0256-77-8950　X0256-77-8951

N
ew

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
成させた無垢フローリング。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

－

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

１万3152円/㎡～（送料別）

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

N
ew

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

防音性能LL45対応

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

１万9162円/㎡～（送料別）

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

N
ew

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

防音性能LL45対応

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。

１万612円/㎡～（送料別）

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

N
ew

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。抗
菌・脱臭効果あり。JAS・F☆☆☆☆の基準値内で
シックハウス規制にも配慮

ー

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商品

７万８６４０円/枚（W910×L1820㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

漆フローリング
能 登ひば 無 垢 材に天 然 漆を塗 布した 床 材 

ー

市販の塗料の中では最も環境負担が少ないと
言われ、抗菌作用がある「天然漆」を塗布

１万９８００円/㎡

沢幸漆店
Z0761-22-7211　X0761-22-7191

抗ウ

床材「Sフロア 抗ウイルス加工タイプ」
木目の高度な印刷技術に木肌の凹凸感を加え、
天然木の木質感・表情・手触り感を表現した化粧
シート仕様の床材。多彩なカラーバリエーション
で多様なインテリアスタイルに対応

SIAA認証取得

抗ウイルス性能を有する特殊コーティングを施し
ウイルスを減少、安心で快適な室内空間を実現

２万８０００円/坪

三協立山　三協アルミ社
Z0120-53-7899　

N
ew

抗ウ
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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

SIAA抗ウイルス認証取得

快適な室内環境づくりに貢献。ワックスフリー
のため、ワックス使用に関わる環境負荷も低減

４１００円/㎡

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

抗ウ

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

SIAA抗ウイルス認証取得

快適な室内環境づくりに貢献。ワックスフリー
のため、ワックス使用に関わる環境負荷も低減

４８００円/㎡

サンゲツ
Z052-564-3314　X052-564-3366

抗ウ

E
ユーログランデ

URO-GRANDE
欧州最新トレンドである幅広の複合フローリン
グ。従来の天然木無垢床では難しかった、高い安
定性を維持できる。複合にすることで高級感は
そのままに安定性を実現

ー

表面材が無垢材のため、質感が優しく快適性
が高い。経年変化が楽しめる

１万８０００円～（2.16㎡）

サンタ通商
Z03-5464-1360　X03-5464-1361

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

－

100%オーストリア産

６０９０/㎡

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

ラバーウッドフロア
ゴムの樹液を採取後、伐採された樹木を無駄な
く加工した商品。伐採後は計画植林も行われて
おり、「エコフローリング」として代表的な製品

JAS、F☆☆☆☆

調湿性能、肌触りの良さ、耐久性があり傷つき
にくい。価格の安定性。環境にやさしい

４８００円/㎡

JCT
Z0198-45-2935　X0198-45-2265

アカシアフロア
濃淡の違いが特徴の無垢材。唯一無二なヴィン
テージ空間を演出する。非常に成長が早く、計画
植林材の「エコフローリング」としても近年注目
されている

JAS、F☆☆☆☆

調湿性能、肌触りの良さ、耐久性があり傷つき
にくい。価格の安定性。環境にやさしい

４８００円/㎡

JCT
Z0198-45-2935　X0198-45-2265

信州からまつ床材（ＥＫシリーズ）
信州から松の間伐材を使用。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、無
垢材・ノンホルマリン。寸法・仕様各種あり

耐用年数10年～ 15年（環境による）

無垢材なのでゴミにならず自然に返る。から松
特有の香りで心と体をリラックスさせる空間に

２万円～ /束（設計価格、8入）

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

あか松の床材
信州のあか松を使用。杉等に比べると油分が多
く、耐久性が高い床材。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

耐用年数10年～ 15年（環境による）

すべて間伐材。無垢材はゴミにならず自然に返る。
表面が傷ついても、削りなおして使うことができる

１万６０００円/束（設計価格、6/8入）

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

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、反りにくい。虫や腐食にも強い。独特の油分
は使い込むほどに味が出る

国土交通大臣認定/F☆☆☆☆/MFN-0877

インドネシアで植林されているチークを使用し
たエコロジー製品

１万６４８４/㎡～

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159
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ラバーウッド
着色性がよく、硬く丈夫な上にリーズナブルで人
気が高い。クリア塗装のナチュラル、着色塗装の
明るいブラウン（ハニー）、濃いめのブラウン（ブ
ラウニー）の3色から選べる

国土交通大臣認定/F☆☆☆☆/MFN-0877

タイ南部の植林木で、約30年間ゴムの樹液（ラ
テックス）を採取した後の木を利用

7937円／㎡～

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

デコレーションウッド
天然石パウダーが主原料のデザインフローリン
グ。キズや衝撃、紫外線や汚れにも強く、高い機
能性とデザイン性を兼ね備える。床暖房にも対
応

ー

キズや汚れに強いため、ペットのいる家庭でも
安心して使える

５６００円/㎡

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

無添加住宅オリジナルフローリング
有害な薬剤での処理を行わず、高温処理や冷凍
殺虫を施した安心安全なフローリング

ー

無垢材特有の空間の快適さを保つ調湿性能

要問合せ

無添加住宅
Z0798-52-2255　X0798-52-1700

匠
たくみ

能登ひば　フローリング
数少ない国産ひば材のフローリング。湿気やシロ
アリに強く、耐久性に優れる。国産ひばの香りが
室内に広がる

ー

低環境負荷である国産天然木材使用。耐候性
が高い

８０００円/㎡（一等・15㎜厚）

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

床敷き無垢ボード
原材料は国産の杉材。敷くだけで無垢の床にな
る。必要な部分だけに敷け、不要になれば取外せ
る。緩衝（ひざ等関節への衝撃を和らげる）、断
熱、調湿、消臭、抗菌、吸音等の効果がある

ー

原材料ほとんどが国産の杉材を使用。必要な箇
所だけに簡単に敷くことができ、取り外しも簡単

45㎜角２５００円/枚、30㎜角２２００円/枚

木創
Z0774-88-4246　X075-320-2886

和楽畳
無農薬栽培米の稲わら100%。伝統的な製法によ
る本物の畳。エコマーク認定商品。稲わら畳とし
ては究極の薄さと軽さを実現。規格品85㎝×85
㎝×3㎝重さ7.5kgのフロア上で使用する置き畳

ー

独特の弾力性・吸放湿性・難燃性があり、化学畳と比
べ同じ厚さなら約5倍の断熱性を持つ。廃棄も容易

２万５０００円（85×85×3㎝、和楽畳半畳
規格サイズ）

和楽
Z0225-73-2035　X0225-73-4649

稲わら本畳1級品
宮城県産稲わら100%。稲わらを6層並べ重ねた
畳床1級品に、熊本産高級ブランドひのさくらのい
草畳表を組み合わせた。提携畳店による全国施工
対応。「稲わら本畳」の名称でエコマーク認定商品

ー

独特の弾力性・吸放湿性・難燃性に優れ、化学素材
の畳と比べ約5倍の断熱性能を持つ。廃棄も容易

４万円/畳

和楽
Z0225-73-2035　X0225-73-4649

ワックス
・

コーティング

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

ー

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

７５００円（0.5ℓ）、１万９０００円（2ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605
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エイジングケアコーティン
人体影響0％の無機溶剤とイタドリ、よもぎ、柿の葉
などの日本古来から伝わる薬草の植物エキスを配合
した耐久性、防滑性、安全性に優れたUVフロアコー
ティング。ワックス・メンテナンス不要。20年保証付き 

SIAA認証取得、サーズコンビットⅡエビデン
ス取得、抗酸化試験合格

還元作用（抗酸化機能）により、健康な人の免
疫機能を維持。SDGｓへの取り組み強化 

７７万円（一般的な住宅塗布例）

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

N
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抗ウ

コーワ　床ワックスⅩ
2021年グレードアップ（密着性・耐久性）。滑りに
くいので子どもや飼い犬のいる家庭でも利用で
きる。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

ー

安心安全な環境配慮型の水性樹脂ワックス。
ホルムアルデヒド等は一切使用していない

１万３０００円（4ℓ）

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

AURO Nr.128
ツーインワンオイルワックス

石油を含まない天然成分100%の床用ベース
ワックス材。化学物質過敏症やアレルギー症の
方にも好評。専用顔料で着色も可。無料サンプ
ル提供中。施工店募集中

F☆☆☆☆、溶剤フリー、1回塗り施工

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う

９１８８円/缶（0.75ℓ）
３万１１８７円（2.5ℓ、約３７８円/㎡）

アウロジャパン
Z055-241-3978　X055-241-5978

N
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ハウスクリーナー「こめっとさん」
使う場所を選ばない米から生まれたハウスク
リーナー。使い続けることでワックス効果も。畳
とカーペット以外の床に使え、ビニールクロスや
塗装された建具の汚れ落としにも使える

ー

米が主成分の100％自然素材

３０００円/箱（約150㎡分）

アトピッコハウス
Z0467-33-4210　X0467-33-4212

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がある

ー

水性で溶剤を使用していないので、屋内での使
用も安心

８５００円/缶（4ℓ、壁で約60㎡、床で約20
㎡）

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

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

ー

日々 の除菌が難しいところに塗布し、菌やウイルスか
ら健康を守る。外壁に塗布し、長期的に汚れを防ぐ

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

ニュー
ノーマル 抗ウ

建具
・
収納

壁にしまえるベッド
壁に収納するベッド。未使用時は室内を広く有効
に使える。少ない力でも上げ下げできる独自機構
を採用。サイズはシングル、セミダブル。カラー
はホワイト、木調（ライト・ダーク）から選択可能

ー

携帯の充電、手元ライトで就寝前の読書も可能。
ミニマルながら充実した機能で快適に過ごせる

本体価格２８万円（シングルサイズ）

it's House
Z03-6823-0724　

N
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ニュー
ノーマル

漣（REN)
柔らかさと赤味白味の美しい国産杉材を素材と
し、日本の伝統文化を感じられる縦と透けからな
る造形デザイン。木の造作技術の粋を結集した

（グッドデザイン賞受賞）

合法木材認定商品、F☆☆☆☆

枠と建具で約46kgのCO2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

２７万７０００円～

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788
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外装用塗料
・
塗り壁

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。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

合法木材認定商品、F☆☆☆☆

枠と建具で約46kgのCO2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

新きざみ９万５９００円～、杉のきこりⅡ
８万８７００円～

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

国産檜無垢建具（華音・閑雅シリーズ）
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。閑雅は「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

合法木材認定商品、F☆☆☆☆

枠と建具で約46kgのCO2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

華音１２万３７００円～、閑雅１０万６００円

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

N
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U
アーバニー

RBANY D
ドア

OOR
インテリア空間に都会的（Urbany）なイメージを
添える。様々なデザインテイスト、ライフスタイ
ルに合うシンプルで素材感を重視した高感度な
ドアシリーズ

ー

塗装は自然塗料や超低VOCのペイントを使
用。環境にも、人間にもやさしい商品

１０万５２００円(片開き・塗装済・取手別）

サンタ通商
Z03-5464-1360　X03-5464-1361

ウッドカスタムカウンター
奥行20cmから60cmまで、幅45cmから3mまで
のそれぞれを1mm単位でサイズオーダーが可能
なため、洗面カウンターやトイレなどの狭小空間
に設ける奥行の浅いカウンターなどにも対応可能

ー

計画植林を行い、森林保護に配慮した木材と
して注目度が高まるアカシアを素材として使用

８１９０円～

サンワカンパニー
Z06-6359-4772　X06-6359-6651

N
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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ができる塗料。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

ー

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

２万２０００円（4ℓ）、７万５０００円（16ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

木材保護塗料 
いろはエクステリアカラー

植物油と天然顔料ベンガラを主成分とした高耐
候性塗料。JASS18M307木材保護塗料塗WP規
格に適合し、国産材を使用した木造公共建築に
も利用可能

ー

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

２万８０００円（3.5ℓ）
９万７０００円（16ℓ）

アールジェイ
Z082-261-9411　X082-264-0605

スイス漆喰　カルクファサード
アルプス原産の不純物の少ない石灰石を原料
に、300年変わらない伝統製法で作り続けている
本漆喰。糊や合成樹脂などの化学物質も一切使
用していない100%天然素材。全成分完全明示

ー

人と環境に優しい天然100％。歴史に裏付けら
れた耐久性と安全性のあるサスティナブル建材

２万７０００円（25㎏）

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378

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

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木材専
用塗料。庁舎、学校、保育園等での利用実績多数

ー

主成分は植物油で健康、安全。木材を長期にわた
り、雨、紫外線から守るので木材の長期活用に寄与

クリア９３００円/ℓ～、カラー１万１００円/ℓ 
（業務用は別途見積り）

シオン
Z019-677-7060　X019-637-3190
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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

耐用年数（目安）10年～

既設のブロック塀に直塗りできるため、リ
フォームの際に廃材が少ない

１万５３０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

エコ美ウォール 耐水タイプ
塗り壁のリフォームにも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。汚れの
付着を防ぐ親水性塗膜を形成。カラーは全163色

耐用年数（目安）10年～

既設の壁に直塗りできるため、リフォームの際
に廃材が少ない

２１００円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459

スーパー白洲そとん壁W
100％自然素材でありながら独自のメカニズムに
よって実現した防水性と透湿性の両立とマグマセ
ラミックならではの耐久性が特徴。美しく温かみに
あふれる風合いが本物の格調を感じさせてくれる

1㎡あたりGHG排出量５㎏ -CO2/㎡

外壁に打ち水をすると、気化熱作用を持続さ
せ、建物内部の温度上昇を抑える

要問合せ

高千穂シラス
Z045-224-6077　X045-224-6078

シッケンズ木材保護塗料
木質感を生かした半透明の仕上がりが美しく、浸
透＋通気性塗膜で抜群の耐久性を発揮。ウッド
デッキ、外壁、窓枠など屋外木部全般に使用可
能。屋内用塗料も充実

木材保護塗料品質規格JASS18 M-307 WP
認定適合、EUのVOC排出規制適合

木材利用促進に伴う木質部材採用が増加する
中で、木材を美しく保護して長期間維持

１万２５００円（セトールHLSe ４L缶）

トーヨーマテリア
Z03-5563-8267　X03-5563-8270

U
ユーティー

T クリート
通気工法の胴縁の上に張り付け塗り壁やタイル
の下地として施工するセメントボード。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

ー

無機質の原料を使っているエコ建材

５０００円/枚

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

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

ー

揮発性溶剤を含まないエコ塗料。耐候性に優
れ、防カビ効果あり

７万円/缶（19ℓ）

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

H
ハンティントン・ウォール

untington Wall
アクリルを主成分とし、通気性能と弾性性能を持
つ。揮発性有機溶剤を含まないので安心。2000
時間を超える耐候試験もクリアし、耐久性にも優
れた内外装薄塗り仕上げ材

ー

微弾性、撥水性、通気性、防カビ性、耐凍性、
耐塩性に優れる

２万２０００円～

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204

外装材
・
屋根材

SP-ガルボウ
縦葺き屋根を外壁に使用するデザインを取り入
れた縦リブ形状の金属サイディング。表面材には
超高耐久ガルバを採用。断熱材を裏打ちし、軽量
で耐震性、断熱性に優れる。美しさと強さを両立

赤さび15年保証、穴あき25年保証、しん材熱
伝導率0.026W/mK、熱貫流率1.76W/㎡ K

高い断熱性で冷暖房費などの光熱費を削減で
き、省エネルギーでCO2の削減に貢献

２万９１００円/坪（８８００円/㎡）

アイジー工業
Z0237-43-1810　X0237-41-1810

N
ew
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キャン’ストーン「スプリット（SPT）」
花こう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

ー

ー

Flat１万３８００円/㎡ 
Coner７２００円/m

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

キャン’ストーン「リバーロック（RIV）」
川床で何年にもわたって転がり、丸みを帯びた石
がもたらす不規則で独特な質感・豊かな色彩を細
部のニュアンスまで再現した石積調の壁材。時
代を超越した温かく居心地が良い空間をつくる

ー

ー

Flat１万１８００円/㎡ 
Coner７２００円/m

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

N
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G.G.ブルックリン（GGB）
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ぐ。ハン
ドメイド製法にこだわりレンガ本来の魅力を発揮

ー

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

スライス１万７８００円～ /㎡ 
オナマ７２０円/個

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

N
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焼杉板
焼杉は、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

－

表面を炭化させることで腐朽菌の増殖を抑える

4491円/㎡～（送料別）

五感
Z03-3522-4169　X03-3522-4170

N
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信州からまつの外壁材
信州から松の間伐材を使用。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、無
垢材・ノンホルマリン。寸法・仕様各種あり

耐用年数10年～ 15年（環境による）

無垢材なのでゴミにならず自然に返る。から松
特有の香りで心と体をリラックスさせる空間に

１万７０００円～ /束（設計価格、6入）

第三木材
Z0268-62-1202　X0268-62-1204

Swing
大型台風レベルの暴風雨でも安心の防水性能。
有効開口面積438c㎡（2P）を実現した。屋根に
施工後のデザイン性が向上した

0.5P有効開口面積97㎠、1P有効開口面積
219㎠、2P有効開口面積438㎠

ー

メーカー希望小売価格１万５００円（0.5P）、
１万１８００円（1P）、２万７００円（2P）

トーコー
Z06-4963-3639　X0743-71-0551

屋根面換気ユニット
ゲリラ豪雨・台風レベルの暴風雨も安心の防水性
能。屋根面換気部材で業界トップクラスの換気
性能。屋根材との親和性が高く、オールインワン
設計で簡単施工ができる

有効開口面積120㎠

ー

オープン価格

トーコー
Z06-4963-3639　X0743-71-0551

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

－

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

オープン価格

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

ドライビット湿式外断熱工法
ドライビット・システムズ社が開発し、世界中で普
及している湿式外断熱工法による外装システム（材
料）。埃や大気中の汚染物質から建物を守る優れた
耐候性を有し、メンテナンスを大幅に軽減できる

熱伝導率0.04W/ｍK

カビ・ダニの温床となる結露防止。躯体の温度
を室内に近い温度に保ち、内部結露を抑制

厚60㎜１万７２００円、厚100㎜１万８９００
円（設計単価・端部バックラップ処理別途）

サンクビット
Z03-5256-5637　X03-5256-5640
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高換気Swing
大型台風レベルの暴風雨でも安心の防水性能。
短い棟でも十分な換気性能。屋根への施工性が
大幅に向上した

0.5P（有効開口面積194㎤）、1P（有効開口面
積438㎤）2P（有効開口面積876㎤）

ー

メーカー希望小売価格：９８００円（0.5P）、
１万２０００円（1P）、２万１０００円（2P）

トーコー
Z06-4963-3639　X0743-71-0551

窯業系内外装材「COOL ／イルミオ」
感性を刺激するミニマルデザインの壁材。セメン
ト＋国産木材チップの混合基材で環境性能を上
げながら強靭さも獲得。シーリングレスの実現に
より、メンテナンスの煩わしさも軽減

塗膜の変色・褪色15年保証に対応

国産木材チップを利用。含有量は製品体積の
50%以上。森林の保護・育成に大きく役立つ

６６４２円/㎡

ニチハ
Z052-220-5125　

N
ew

エコソリッドバンブーデッキ
竹を特殊技術で繊維上にして再度固めた強度の
高いデッキ材。高性能でカビや害虫にも強く、耐
久性、耐火性にも優れる。海外では上海万博や
スペインの空港などでの実績あり

ー

3 ～ 4年のサイクルで成長する竹を用いたエ
コロジー製品

４８００円/本

ミハマ通商
Z045-773-5858　X045-773-6159

スーパーガルテクト
屋根材と断熱材をひとつにした独自の材料構成
により、軽量で優れた遮熱性・断熱性を発揮する
金属屋根材。穴あき保証25年と沿岸地域への保
証範囲の拡大を実現し耐久性にも優れる。全6色

し ん 材 熱 伝 導 率 0.032W/mK、熱 貫 流 率
1.43W/㎡ K（条件あり）

遮熱と断熱のWパワーで、屋根裏面温度の上昇
を抑え夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を実現

８１９０円/㎡

アイジー工業
Z0237-43-1810　X0237-41-1810

N
ew

ヴィクセン
1㎡あたり6.67㎏と軽量で、強風に強いインター
ロック工法によって屋根を固定。ストーンチップ
の表面加工の凹凸は落雪防止効果や、屋根に当
たる雨音を小さくする遮音性も兼ね備える

約30年以上

遮音性・断熱性・耐久性に優れた屋根材。ライ
フサイクルコストを軽減できる　　　

８５００円/㎡（材のみ、一般的な住宅）

オールシーズン
Z03-3355-4789　X03-3355-2078

雪庇発生軽減装置　KHS2
吹雪を上方に飛ばして、雪庇の発生を軽減。標準
の高さを350㎜にリニューアルし、部材追加でさ
らに200㎜アップまで対応可能で大雪に備える

ー

ー

１８万６０００円（KHS235、H350×L3000
㎜、笠木部分を除く）

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

N
ew

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

－

小屋裏の腐朽を防ぎ長持ち・健康住宅に

要問合せ

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

エクステリア
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、
高い形状安定性を実現。菌の繁殖が抑えられ、
耐候性が向上。クリップ施工により、ビスを表面
に出さず美しく仕上げた

耐 用 年 数15年 ～ 20年（ヨーロッパ 規 格
EN350－1テスト）※設置条件による

持続可能な森林から伐採した木材を使用。化学
物質や薬剤を一切使用しない。PEFC認証製品

２万円/ケース（20×137×1900㎜、4本入）

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501
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クラティスエコ
再生木粉樹脂とアルミの複合素材が原料。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

耐用年数(目安)10年以上

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

要問合せ

倉敷紡績
Z03-3639-3744　X03-3639-7007

バルコニー「オルネ」
多彩な設置スタイルによりアウトドアリビングとして
も提案できる新感覚のバルコニー。意匠性や安全性
を高めたことにより、従来からの活用方法（洗濯物や
布団干し場）に加え、さまざまな快適空間を演出

ー

子どもが乗り越えにくい高さの手すりや横幅が広く
傾斜が緩やかな階段など安全性と快適性に配慮

２３万９９００円～（柱建て式、たて格子、塩
ビデッキ材、1.5間×3尺）

三協立山　三協アルミ社
Z0120-53-7899　

ニュー
ノーマル

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」もある

ー

横型の大型サイズポストを標準装備すること
で、再配達の低減に貢献

１６万１００円～

三協立山　三協アルミ社
Z0120-53-7899　

ニュー
ノーマル

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

耐用年数（目安）10年～

リビングと庭をつなぎ暮らしに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

２８万３５００円（2間×6尺×Ｈ500、幕板Ｂ）

四国化成工業
Z0120-212-459

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
家庭用充電スタンド。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

耐用年数（目安）10年～

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

１４万９５００円（独立タイプ）

四国化成工業
Z0120-212-459

宅配ボックスＱＢ３型
シンプルなデザインで幅広い住宅にマッチす
る宅配ボックス。任意の暗証番号が設定できる
プッシュボタン錠により集荷サービスにも対応。
電気配線工事が不要で後付けもしやすい

耐用年数（目安）10年～

配達待ちのストレス軽減のほか、再配達を減ら
すことで二酸化炭素の排出を抑える

１６万５０００円（アルミタイプ）

四国化成工業
Z0120-212-459

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

LED電球・光源、トランスは3年保証。耐用年
数：5年以上

庭照明は暮らしを彩り、新しい付加価値を生み
出す

９８００円（本体） 
１万１５００円（専用トランス）

タカショー
Z0120-51-4128　X073-486-2560

N
ew

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

耐用年数10年以上、製品保証：2年

趣のある人工木デッキで、庭での快適な暮らし
づくり

１０万円～（間口１間×出幅３尺）

タカショー
Z0120-51-4128　X073-486-2560

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（3×3、3×4、3×6）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

耐用年数10年以上、製品保証：2年

ルーフ下に快適なガーデンライフ空間をつくる

４９万８０００円（3×3サイズ）

タカショー
Z0120-51-4128　X073-486-2560
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木材・プラスチック再生複合材
「テクモク」

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た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

エコマーク認証　第09137003号

使用後に再粉砕、成型の多回リサイクルが可能。
持続的発展につながる資源循環社会に貢献

要問合せ

文化シヤッター
Z0570-666-670　X03-5844-7251

宅配ボックス・ブライズボックス
英国発の戸建住宅用・宅配ボックス。容量いっぱい
まで何個でも受取り可能。使いやすいシンプル設
計とスマートなデザインは、住宅を彩るアクセサリー
として人気。全8色・3サイズ。カタログ請求無料

ー

再配達・移動によるコストとCO2の削減

４万５０００円（Standard）、５万４０００円
（Large）、６万９５００円（Ex-Large）

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

ニュー
ノーマル

Brizebox専用・機能門柱
バイナルスタンド

宅配ボックス・ブライズボックスLargeSize専
用の機能門柱。米国で主流のデザイン性豊かな
バイナルフェンス製（マリンランプ・ハウスナン
バー・本体別売）。他サイズも対応可

PVC樹脂製

最高品質のPVC樹脂を素材とし、錆びや腐食、
変色がなく、美しさを長期に渡り保つ

３万１５００円（シンプルタイプ） 
３万７５００円（装飾レール付き）

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

エステックウッド・ガーデン枕木
（国産スギ）

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

耐用年数（目安）15年

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・形状安定性に優れる

８８００円/本（190×95×2000㎜、約13kg）

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

彩木ガーデンデッキ
本物の木と見間違うほどの表情を持つ。メンテナ
ンスに手間がかからず、耐候性の高さから長く美
しく空間を飾る。熱くなりにくく、水を含まない
ので腐ったりささくれの心配もない

耐用年数10年

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（あやぎ）」を使用

要問合せ

MINO
Z042-700-0099　X042-700-0098

ひばデッキ
国産ひば使用。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。豊かなひばの香りもポイント

ー

石油製品ではなく低環境負荷である国産天然
木材を使用。耐候性が高い

８５００/㎡（一等節あり・30㎜厚）

ムラモト
Z076-263-2034　X076-263-2060

ミース アンカー仕様 350×1500
シンプルであることをとことん追求しながら充実
した機能も備える宅配ボックス一体型機能門柱。
美しく、スマートに宅配物を受け取れるだけでな
く、施工することへも配慮した

ー

宅配ボックスのニーズが高まる中、景観への配慮だ
けでなく、組み立てが6本のビスだけと工期を短縮

２１万４０００円～

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

N
ew

ニュー
ノーマル

ガーデンシンク スプレ
スタンドだけでなく水受けも高さがある。屈まず
に手洗いができ、すっきりとしたデザインで、玄
関先に設置しても邪魔にならない。家に入る前の
手洗い習慣は、場所づくりから

ー

家に入る前に外でも気軽に手を洗えるアイテ
ム

７万４６００円～

ユニソン
Z052-238-1180　X052-238-1186

N
ew

ニュー
ノーマル

エコ・ウッド・トリートメント
北欧で数百年も前から使われてきた木の保護方
法を商品化。腐朽菌に強く、木が腐りにくくなる。
メンテナンスがいらない

ー

薬品や揮発性溶剤不使用。森林からとれる鉱物
質やミネラルを使い、昔ながらの方法でつくる

4ℓ用４２００円、20ℓ用２万円

ブライトン
Z03-6456-2203　X03-6456-2204
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デッキDC
熱伝導率の低い樹脂素材と独自の新技術「独立
気泡構造」を基材部と表層部に取り入れ、「熱伝
導率」と「熱容量」を抑制。従来の人工木デッキ
よりも熱く感じにくい

熱伝導率0.13W/mK、熱容量707kJ/㎡ K

従来の人工木デッキよりも熱く感じにくいので
より開放的で快適な生活を実現

３５万 １２００ 円～

LIXIL
Z0120-12-6001

N
ew

ニュー
ノーマル

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

－

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

２６万６０００円～

LIXIL
Z0120-12-6001

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・耐水性に優れる。天然木特有のささくれがない
のも特長。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

※詳しくはカタログ・HP参照

長期間変色しにくい、腐りにくい、ささくれが
ない

要問合せ

YKK AP
Z0120-72-4134　

窓・サッシ
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
用意

Uw＝0.9W/㎡ K（トリプルガラス仕様エコス
ライド）

防火設備仕様でも高気密・高断熱を実現し、冷暖房
に必要なエネルギーを軽減。結露の心配も少なく快適

要問合わせ

アルス
Z0238-40-8612

アンダーセンウィンドウ
木製サッシの室内側が木製、外側が樹脂被覆の
ハイブリット構造。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

熱貫流率1.62W/㎡ K（ケースメント）

高い断熱性と気密性を確保。廃盤製品に対応し
た部材の入手が可能。メンテナンスし、長く使える

定価４万９２００円（ケースメントCR12L/R、
網戸付）

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501

まどまどP
プラス
lus

高性能ガラスのハイグレード内窓。防音性能、断
熱性能、防犯・防災性能など、ガラスメーカーの
こだわりと最先端の技術が詰め込まれた内窓で、
さらに住まいを快適化

熱貫流率1.38W/㎡ K※詳しくはカタログ、HP
にて

気密性、断熱性、防音性を発揮。快適性向上に
加えエネルギー削減にも貢献

要問合せ

AGC　
https://www.asahiglassplaza.net/

ニュー
ノーマル

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究極の高断熱樹脂フレーム

「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共同開発商品

熱貫流率0.52W/㎡K※詳しくはカタログ、HP
にて

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

要問合せ

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

ニュー
ノーマル

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

熱貫流率1.25W/㎡ K※詳しくはカタログ、HP
にて

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

要問合せ

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

ニュー
ノーマル



140

トリプルウインドⅡx
シャノンウインドのブランドコンセプト「高断熱・高気密」
に加え、住宅デザインのニーズに合わせたカラーやサ
イズ提案が可能。メンテナンス性にも優れ、万一の事
態でもガラス単体や気密材の部品交換も可能な設計

熱貫流率0.94W/㎡K※詳しくはカタログ、HP
にて

高いパフォーマンスを持ち合わせた樹脂の窓は冷暖
房費用の削減、CO2総排出量の削減に貢献する

要問合せ

エクセルシャノン
Z03-3527-2570　X03-3572-2568

ニュー
ノーマル

Kikoのまど／ KikoのまどHybrid
国産ヒノキを使った木製サッシ。木部はサーモ
ウッド処理を施し、反りや腐れを防ぐ。障子・枠と
もに木製の「Kikoのまど」、枠がアルミの「Kikoの
まどHybrid」の2種。地域産材の活用にも適す

熱貫流率1.15W/㎡ K

地産外消をテーマに木材の都市部・エクステリ
アでの活用を目的に、さまざまな木製品を製造

９万９６００円～（KikoのまどHybrid、縦すべ
り連窓）

越井木材工業
Z06-6685-8714　X06-6682-2712

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

熱貫流率0.95W/㎡ K、遮音性能35dbカット

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

要問合せ

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

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。動きも軽くお年寄りにも操作しや
すい楽々内窓

熱貫流率2.84W/㎡ K（3㎜透明ガラス使用で
6.51W/㎡ｋの窓に設置した場合）

リフォームにも設置しやすく、動きが軽く操作し
やすい。内窓として手軽に窓性能を補完できる

４万４６００円（2枚建て、３㎜透明ガラス
1700×1150）

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

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た

耐用年数：10年

網戸を設置し適切に換気を行うことで、コロナ
禍でもより快適で安心な環境を作る

３万８５００円（片引きW900×H2400）

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

WOOD FENSTER
ヘーベシーベ3枚引込（HS3）

大開口の引戸で高断熱・高気密性に優れ、多くの
住宅、公共施設や店舗などで施工されている。ミ
リ単位のオーダーと、材質、塗装色、ガラス種を
選択することによりこだわりの住空間を実現

熱貫流率1.47W/㎡ K ※詳しくはHPにて

ヘーベシーベ金具による気密性と木材とLow-E
ガラスとの組み合せにより断熱性を高めている

要問合せ

タミヤ
Z0120-20-3434　X0744-34-3400

WOOD FENSTER
ヘーベシーベ引違（HSD）

WOOD FENSTERシリーズの最も一般的な大型
の引戸。ヘーベシーベ金具との組合せで高気密、
高断熱を実現

熱貫流率1.47W/㎡ K ※詳しくはHPにて

ヘーベシーベ金具による気密性と木材とLow-E
ガラスとの組み合せにより、断熱性を高めている

要問合せ

タミヤ
Z0120-20-3434　X0744-34-3400

FINELINE
デザイン性に優れた木質カーテンウォール。高品
質な木材とアルミニウムを組み合わせ、耐候性を
高めた。サッシ枠がスリム（枠幅50㎜）なためガラ
スの面積が広くなり、より多くの日射を取り入れる

熱貫流率0.5W/㎡ K

高品質のトリプル断熱ガラスと組み合わせること
でパッシブハウスレベルの断熱性能を可能にした

要問合せ

チャネルオリジナル
Z045-662-0088　X045-662-6001

UNILUX 
木製アルミクラッドサッシ(Oak)

フレームに使用するオーク材は積層構造でねじ
りや曲がりを抑制。天然木を使用し断熱性能を高
め、窓周辺の快適性を保つ。結露も抑える。メンテ
ナンスは最小限で何世代にもわたって使用できる

熱貫流率0.8W/㎡ K

木材は製造や加工に必要なエネルギーがとても少
ない。木材活用で省エネルギー、地球環境に貢献

要問合せ

チャネルオリジナル
Z045-662-0088　X045-662-6001
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高性能ハイブリッド窓 TW
スリムフレームにより開放感と心地よさをもたら
すデザインでありながら、高性能ハイブリッド構
造とトリプルガラスが高い断熱性能を実現。新
外観色「ダスクグレー」を追加

熱貫流率0.98W/㎡K　※縦すべり出し窓 
Low-Eトリプルガラス その他条件あり

高い断熱性能で室内の快適さ、住まいの省エ
ネ性を高める

３８万１００円（単体引違い窓、トリプルガラ
ス、 W1690×H2030など諸条件あり）

LIXIL
Z0120-12-6001

N
ew

取替窓 リプラス 高断熱汎用枠
古い窓の上から新しい窓を取り付けるだけの1窓あ
たり約半日～の簡単施工。スマートなデザインとト
リプルガラスの高性能ハイブリッド窓へのリフォー
ムを実現。異なる窓の種類への取り替えも可能

熱貫流率1.23W/㎡K※縦すべり出し窓 Low-E
トリプルガラス その他条件あり

アタッチ枠と新設サッシも高断熱化し、ワンラン
ク上の断熱性能で省エネで快適な暮らしを実現

２６万７４００円（引違い窓2枚建、トリプルガ
ラス、W1650×H1100など諸条件あり）

LIXIL
Z0120-12-6001

N
ew

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。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

熱貫流率1.31W/㎡ K※詳しくはカタログ・HP
参照

高断熱、結露抑制、省エネ効果、換気

要問合せ

YKK AP
Z0120-72-4134　

APW 430
世界トップクラスの断熱性能と日射熱取得のベ
ストバランスを実現した、高性能トリプルガラス
樹脂窓。パッシブハウスなどの高断熱住宅にも
対応しており、“低燃費な家”づくりに貢献

熱貫流率0.90W/㎡ K ※詳しくはカタログ・HP
参照

高断熱、結露抑制、省エネ効果

要問合せ

YKK AP
Z0120-72-4134　

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。1窓につき約60分
の簡単施工で結露を抑制し、冷暖房コストを削減

熱貫流率2.26W/㎡ K ※詳しくはカタログ・HP
参照

断熱、結露抑制、防音、省エネ効果

要問合せ

YKK AP
Z0120-72-4134　

日射遮蔽設備

KCT01 エキスパンドメタル スクリーン
開放感と適度な遮蔽性を両立させたアルミ製ルー
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。パターンや納まり、取付
工法が標準化されているため、検討時間を短縮できる

開口率27 ～ 72％

網目形状のため、通気性が十分にあり換気がし
やすい。製造過程でロスが発生しにくい　

４万５０００円/㎡～（100㎡以上）

菊川工業
Z047-492-2014　X047-492-6672

KCT04 ファインパンチング
無数の微細なパンチングを施した金属パネル。多
彩な仕上げラインアップにより、メタリックで都会的
な表情も自然になじむナチュラルな質感もどちらも
演出できる。オプションでウェーブ形状も選択可能

開口率29.6 ～ 32.6％

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できる

２万８０００円/㎡～（30㎡以上）

菊川工業
Z047-492-2014　X047-492-6672

N
ew

SKK竹ひごすだれ
国産の竹を使用し、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

ー

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商品

１万６０００円/枚（W880×H1570㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236
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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

－

日射エネルギーを約８０％カットする

１５万９０００円～

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

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

熱貫流率2.20W/㎡ K（断熱レール仕様で、
6.51W/㎡ Kの窓に設置した場合）

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

５万５５００円（ボールチェーン断熱レール
1600×1100）

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

サングッド　高遮熱タイプ
窓の外部やべランド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、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

日射侵入率12％ (ディープブラック色、一般複
層ガラスの窓に設置した場合）

夏の日射を遮り、室内の温度上昇を抑える。熱
中症予防、冷房費の削減に役立つ

４万７３００円（高遮熱生地、16520規格）

セイキ販売
Z03-5999-5820　X03-3992-8578

N
ew

マイテックアウター
熱がこもらない“窓の外”で日差し対策ができる
外付けロールスクリーン。室内の温度上昇を抑
え、効果的な省エネ対策ができる

ー

強い日差しや西日にお困りの方に、室内を明る
く保ちながら効果的な遮熱対策を提案できる

３万６７００円～（W2000×H2000）

トーソー
Z03-3552-1002　

スタイルブラインド
「クオラ・クオラグランツ」

自分のスタイルに合わせて窓辺をデザイン。ス
ラット、ヘッドボックス、ラダーテープの色を自由
に組み合わせることが可能。コーディネートしや
すい色合いに遮熱性能が備わったスラットも用意

冷房電気使用量39％削減、CO2排出量211Kg
削減

遮熱性能の高い塗装を施し、夏の強い陽射し
を反射。室内への日射熱を66％カット

２万６７００円～（標準タイプコード式）

ニチベイ
　

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
と充実のカラーバリエーション

ー

抗ウ、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など多数ラインアップ

１万７４９０円～（ユニーク25標準タイプ）

ニチベイ
　

プリーツスクリーン「もなみ」
豊富な生地で和モダン、ナチュラル、北欧など、
あらゆるインテリア空間にマッチ。多彩な操作方
式と、シングル、ツイン、アップダウンの3つの
スタイルを組み合わせ、さまざまなシーンに対応

年間冷暖房負荷40％削減（シエノス遮熱M8125）、
年間電気使用量17.6％節電（同社シミュレーション）

プリーツ形状により夏の日射熱をカット、冬は
室内の熱流失をセーブ

２万円～（シングルスタイルコード式）

ニチベイ
　

ニュー
ノーマル

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を用意

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
熱生地を多数用意

１万１８００円～（標準タイプチェーン式）

ニチベイ
　

抗ウ

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
ザインな取っ手には、新たに抗ウイルス加工もできる

抗 菌 性 能はJIS準 拠、抗ウイル ス 性 能は
ISO21702に準じる

抗ウイルス取手をオプション展開し、衛生対策
を強化

２万８９００円～（やまなみエコー、取付施工
費、梱包輸送費除く）

ニチベイ
　

抗ウ
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外付けロールスクリーン「ソヨカ」
外壁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

日射熱86％カット、エアコン電気使用量約
50％節電（同社シミュレーション条件）

家の外で陽射しを遮ることで効果的に熱を遮
断

２万７６００円～（標準タイプ、取付施工費、
梱包輸送費除く）

ニチベイ
　

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25mm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･断熱性能を持つ

年間冷暖房負荷35％削減

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で省エネ効果大

２万２２００円～（シングルスタイルコード式）

ニチベイ
　

ニュー
ノーマル

LaLa blind
ハニカム構造のスクリーンは窓の断熱、日射遮蔽
に効果的。冬の昼は開けて日射取得。夜は閉めて
断熱性UP。窓辺の冷輻射、コールドドラフトも
防ぐ。大阪工場にて1㎜単位で製作

シングル0.33㎡ K/W・ダブル0.50㎡ K/W

開口部の冬の断熱性向上、冷輻射、コールドド
ラフト予防。夏の日射遮蔽対策にも

６万円（幅1800×高2000、断熱レール付）

マーベックス
Z072-943-1825　X072-943-1826

玄関ドア
木製超高断熱ドア

重厚感のある木製ドア。通常はドアに取り付けら
れているシリンダーを特殊加工することで電気錠
を採用しながらも、特徴あるデザインのアイアン調
ハンドルを実現。国産材を使い、国内生産している

熱貫流率0.59W/㎡ K

高い断熱性能を誇る。夏は涼しく、冬は暖かい。
国産材使用で森林サイクルに寄与

ドア本体価格４３万５０００円

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル

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

熱貫流率1.38W/㎡ K

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

６９万円～

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

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

熱貫流率0.85W/㎡ K

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

定価４９万円（YD251パイン、標準金物、加工
費込）

上野住宅建材
Z0258-66-2520　X0258-66-2501

玄関リフォーム「ノバリス 玄関ドア」
既設の枠を残して新しく枠を取り付ける「SRカ
バー工法」。壁や床を壊す必要がなく、わずか1
日で簡単に玄関ドアの取り替えができるリフォー
ム玄関ドア

ー

室内側の窓を開閉することで、施錠したまま通風・換
気が可能な採風機能付きデザインをラインアップ

４８万５００円～７１万５７００円（親子ドア、
K4仕様、木調色）

三協立山　三協アルミ社
Z0120-53-7899　

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」

熱貫流率1.1W/㎡ K、遮音性能32dbカット

高い断熱・遮音・防犯性を持つ

３９万８０００円

ＧＥＲＭＡＮ ＨＯＵＳＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Z048-291-0666　X048-291-0633
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WOOD FENSTER
片引込パネルドア（HSAG4）

ヘーベシーベの高気密性と木製の意匠性を兼ね
備えた玄関ドア。様々なバリエーションが可能
で、スリット窓や格子を施すことも。サイズ・材
種・ガラスなどは数種類から選べる

熱貫流率1.14W/㎡ K ※詳しくはHPにて

ヘーベシーベ金具との組み合せにより高断熱
を実現

要問合せ

タミヤ
Z0120-20-3434　X0744-34-3400

F
フェイズドア

ACES DOOR 
高断熱の機能性ドア。森林認証を取得した天然
木を使用。上質な住まいを表現するデザイン性、
好きな色で塗装ができる楽しみを兼ね備えた、
全く新しい玄関ドア

熱貫流率1.27W/㎡ K

JIS基準の断熱性最高等級H-6を実現。快適な
住まいづくりに貢献

４５万５４００円

ナガイ
Z03-6434-9840　X03-6434-9841

N
ew

大和屋木製玄関引き戸
ヘーベシーベにより、高い気密性とスムーズな開
閉を両立（JISで定める等級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
能も達成（JISで定める等級H-6相当）

熱貫流率1.48W/㎡ K

高気密・高断熱住宅で使用できる玄関引戸。ス
ムーズな開閉で快適に使える

要問合せ

大和屋
Z048-526-1008　X048-526-1011

構造材
・

構造用パネル

ＲコントロールSIPsパネル
ＯＳＢ合板と断熱材を組み合わせた構造用パネ
ル。室内の安定した温度環境を長期持続。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

平均熱貫流率0.42 ～ 0.18W/㎡ K

アスペンなどの未利用材や間伐材などが原料。
資源の有効利用が可能

要問合せ

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475

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。全数に強度選別、目
視選別を施した高性能無垢構造材。集成材と同
水準の精度を持つ。イノスの家専用供給材

含水率15％以下他

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、持続可能な社会に貢献

杉乾燥管柱６６５０円/本（3mｘ105x105）
※会員工務店価格

住友林業 住宅・建設資材営業部イノスグループ
Z03-6730-3566　X03-6730-3567

CLT36
JAS規格の中でもっとも薄くて軽い36㎜のCLT。
軸材との組み合わせにより許容応力度計算に対
応。施設の床面・屋根面・壁面に使用可能。素材
は杉で意匠性に優れ、あらわしで使える

ー

シックハウス対策の接着剤を使い、健康に配慮
した。木本来の持つ保温・調湿性能に優れる

要問合せ

鳥取CLT
Z0859-39-6888　X0859-39-6885

CLT90
CLTパネル工法に対応する90㎜厚のCLT。最大
1250㎜×4000㎜で様々なサイズに加工できる。
壁や倉庫棚板の他、意匠性に優れ加工がしやす
いため、オブジェの素材としても人気

ー

シックハウス対策の接着剤を使い、健康に配慮
した。木本来の持つ保温・調湿性能に優れる

要問合せ

鳥取CLT
Z0859-39-6888　X0859-39-6885

Jパネル
住宅や500㎡以下の建築物には、美しい木目を見
せながら床・屋根・壁に構造用面材として使用でき
る。曲がりやねじれ、割れといった特性を小さく抑
え寸法精度に優れる。加工しやすく造作にも適す

ー

シックハウス対策の接着剤を使い、健康に配慮
した。木本来の持つ保温・調湿性能に優れる

要問合せ

鳥取CLT
Z0859-39-6888　X0859-39-6885



145

金物
・

制耐震装置

山長ブランドの柱材・平角材 
JAS認定製品

杉・檜の全構造材でJASに則った全量検査を行
い、合格した木材に品質表示。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・安全を見える化

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）

持続可能な循環型社会に貢献。生産・流通シス
テムが評価されグッドデザイン賞や天皇杯を受賞

要問合せ

山長商店
Z0739-22-2605　X0739-22-0919

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

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

要問合せ

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

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

耐用年数：110年

ローコスト＆ハイパフォーマンス。メンテナン
スフリー

要問合せ

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

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

ー

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

要問合せ

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

制震装置 B
ボウシン

OSHIN
地震の水平力をR成形された板ばねで柱軸方向
へ受け流し3枚のばねで吸収。跳ね返りを制御
することで減衰効果をあげた。円をなすように配
置することにより、形状記憶の特性で強力に復元

水平変位を50%程度低減

「構造材に負担をかけずに粘り強く揺れに抵抗
し、形状を復元する」というコンセプトで開発

小売希望価格２万４０００円/基

 アバン設計
Z047-311-3344　X047-311-3348

摩擦ゲンシンパッキン
エンプラ UFO-E

地震の揺れを1F床から小さくする。基礎パッキ
ンを変えるだけ

ー

製造時にCO2の排出量が少ない。エンジニア
リングプラスティック製を新発売

要問合せ

オーパス（製造・開発元：SMRC）
Z052-212-8777　X052-212-8778

N
ew

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。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）

国土交通大臣認定品（壁倍率3.3 ／ 2.7倍）

リフォーム・文化財等の耐震改修に有効。壁を
設けたくない場所への耐震補強にも

４万４８００円/面（半間セット、設計参考価
格、詳細は要問合せ）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

特殊鋼製床束「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

（L/S共に）最大荷重：14.0ｋN

短い施工時間で、人件費を減らすことができ、工期
の短縮にも期待大。大きな物件ほど施工効率がよい

１６００円/本（設計参考価格、L・Sともに）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159
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木造軸組用「Dボルト」
部材の中にもぐりこんだ緊結金物「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

許容耐力：23.09ｋN（2.3t）・接合部倍率（N
値）：4.36

何種類もの金物が必要な場面でも、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

要問合せ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

カラーコボット
「キレイでツヨイ」、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」のカラー
バージョン。「コボットシステム」に着色すること
で「見せる耐震補強」が一層美しく

国土交通大臣認定品（壁倍率3.3 ／ 2.7倍）

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

要問合せ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

断熱材
・

断熱工法

羊毛断熱材ウールブレス　Vタイプ
平成28年省エネ基準・断熱等級5に対応する断
熱性能。ウールの持つ調湿性で壁内結露を防ぐ。
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

熱伝導率0.040W/mK、防露認定（V-100ロー
ル）、防火構造認定取得済

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

１万７０００円～２万７０００円/梱包（材料の
み）

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

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
クルしたオリジナル商品。ウールの持つ調湿性で
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　　

熱伝導率0.044W/mK、防火構造認定取得済

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た

１万８０００円～２万円/梱包（材料のみ）

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

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。ウールの持つ
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

熱伝導率0.040W/mK、防火構造認定取得済

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

２万７０００円/梱包（材料のみ）

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

アキレスJDパネル
住まいながらの部分断熱改修にも適す高性能硬
質ウレタンフォーム断熱材複合パネル。既存壁上
張り断熱リフォームに適し、パネルの厚みは29.5
㎜と薄く居住スペースを大きく狭めることがない

熱伝導率0.018W/mK

住宅に住まいながら、温熱環境の改善が図れる。
健康住宅に向けた部屋間の温度差改善に貢献

８２５０円/枚（910×1820㎜）

アキレス
Z03-5338-9544　X03-5338-9591

木繊維断熱材シュタイコ ゼル
原料は針葉樹の端材で、有害な化学物質は一切
使用していない。水や空気など環境に配慮した
製造工程で管理され、梱包材に至るまで再利用
可能な素材で作られている

熱伝導率0.040W/mK

有害な化学物質不使用。環境に配慮した製造
工程で管理。再利用可能な素材

７８００円

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378

木繊維断熱材シュタイコ デュオドライ
原料は針葉樹の端材で、有害な化学物質は一切
使用していない。また、水や空気など環境に配慮
した製造工程で管理され、梱包材に至るまで再
利用可能な素材で作られている

熱伝導率0.044W/mK

有害な化学物質不使用。環境に配慮した製造
工程で管理。再利用可能な素材

1万２００円

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378
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木繊維断熱材シュタイコ フレックス
原料は針葉樹の端材で、有害な化学物質は一切
使用していない。また、水や空気など環境に配慮
した製造工程で管理され、梱包材に至るまで再
利用可能な素材で作られている

熱伝導率0.038W/mK、熱抵抗Ｒ2.6㎡ K/W

有害な化学物質不使用。環境に配慮した製造
工程で管理。再利用可能な素材

９０００円（1200×390×100㎜） 
1万円（1200×430×100㎜）

イケダコーポレーション
Z0120-544-453　X06-6452-9378

耐火ダブル断熱(屋根・壁)パネル
構造用面材の両面をボード系断熱材で挟んだダブ
ル断熱パネル。国土交通大臣の45分耐火認定取得。
窓台、窓まぐさ、間柱、内・外断熱材、構造用面材を一
体構造にすることにより、1 ～ 2日で上棟が完了する

壁(内100＋外100)0.17W/㎡K、屋根(150)0.21W/
㎡K、木製トリプルサッシ併用で最大Ua値0.28

推奨オフグリッドセットと併せて導入すると
ネットオフグリッドを実現

要問合せ

it's House
Z03-6823-0724　

N
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ニュー
ノーマル

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

熱伝導率0.020W/mK、JIS A 9521の認証取
得

炎と水にも強いの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

要問合せ

イノアックコーポレーション
Z0800-170-3971

インサルパック
エラスティックフォーム

柔軟性をもつ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

熱伝導率0.036W/mK

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

オープン価格

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

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

熱伝導率0.035W/mK

環境に配慮したノンフロン品。F☆☆☆☆

オープン価格

エービーシー商会
Z03-3507-7390　X03-3581-4946

エコファイバー
新聞紙を綿状に加工したセルローズファイバー
断熱材。専用の機械と専門知識を持った技術者
による材工責任施工。断熱欠損ができにくく、建
物の高断熱化かつ省エネ化に貢献

熱伝導率0.040W/ｍK

エコマーク認定製品。断熱材製造時に使用す
るエネルギー・CO2排出量が低く環境に優しい

４８００円/㎡（水平天井　施工厚300㎜　密
度25㎏）

エコトピア飯田
Z0265-24-8225　X0265-24-6895

N
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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

熱伝導率0.035W/ｍK、エコマーク認定製品

ペットボトルをリサイクルして製造。100年以
上の耐久性があり断熱性能の低下がない

４４８１円／㎡（101㎜厚・送料込み）

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

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

熱伝導率0.039W/ｍK、エコマーク認定製品

ペットボトルをリサイクルして製造。100年以
上の耐久性があり断熱性能の低下がない

２２１０円／㎡（100㎜厚・送料込み）

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

ファイバーエース
防火性能、防虫性能、調湿機能、防音性能を発揮
するエコロジーな断熱材

熱伝導率0.04W/mK

防火・防虫・防音・調湿・壁内結露防止

要問合せ

オーパス
Z052-212-8777　X052-212-8778
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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」と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

熱伝導率0.040W/mK

高い断熱性能により室内の温度を一定に保つ。冷
暖房の省エネルギー化で快適な住居空間を作る

要問合せ

オーパス
Z052-212-8777　X052-212-8778

ＳＫフォーム
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EPS断熱
材。この特性で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

熱伝導率0.034 ～ 0.04W/mK

熱伝導率を100年以上維持する。初期性能だ
けでなく、長期性能も考慮した建築ができる

要問合せ

金山化成
Z0563-56-2334　X0563-56-2600

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

熱伝導率0.034Ｗ/ｍK以下

断熱性能の劣化が少なく、新築時の断熱性能
を長期的に持続できる

要問合せ

金山化成
Z0563-56-2334　X0563-56-2600

カネライトフォームFX
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bD。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、省エネ基準の適合
義務化にも対応可能。JIS A 9521 

熱伝導率0.022W/ｍK

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。住宅の高性能化に貢献

７３００円/枚（材のみ、厚50×910×1820
㎜）

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

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。ムダ
のない断熱施工を実現

熱伝導率FX：0.022W/ｍK、スーパー EX：
0.024W/ｍK、スーパー E-Ⅲ：0.028W/ｍK

プレカットで現場清掃の手間を軽減。ゴミも大
幅に減り、廃材処理費用も削減

要問合せ

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

カネライト畳
カネライトフォーム、または、カネライト畳フォー
ムを芯材に使用した商品。日本古来伝統の床材
に新機能が加わり、さらに心地よい

熱伝導率0.034W/ｍK

断熱性・保湿性・防湿性に優れ環境にやさしい

１万６０００円/枚（材工共、厚55×880×
1760㎜、タタミボードタイプ、KB-Ⅱ・Ⅲ形）

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

セルローズファイバー
防音断熱マット エコパルトン

植物系セルローズの難燃断熱材。マット形状の
ため施工性が高く専門業者による施工は不要。
吸音が良いので防音材としても有効

熱伝導率0.041W/mK

脱プラスチック、リサイクル可能で環境・人・家
すべてに優しい

３０００/㎡ ~ (厚20~65mm)

グリーンペット
Z042-511-1890　X042-549-0431

２層・組成防音パネル
電波加熱成形法（特許）でマット化した2層構
造の高性能防音断熱パネル材。植物由来のセル
ローズが主素材。難燃、調湿・防虫効果あり

ー

主な原料が新聞・段ボール・低融点短繊維・ホウ
酸で再生可能

６０００円～ /㎡ (厚30mm ～）

グリーンペット
Z042-511-1890　X042-549-0431

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

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

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

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

ニュー
ノーマル
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ポリエステル断熱材 パワーマックス
特殊な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で、コスト
パフォーマンスに優れている。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

熱伝導率0.043W/mK ～、防火認定、シックハ
ウス法規制対象外

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

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

ニュー
ノーマル

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。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

熱伝導率0.038W/mK、シックハウス法規制対
象外

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排出を削減する

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

ミラフォームラムダ
優れた性能を持ち厚みも100㎜厚まで備える。高
性能で健康的な住まいづくりを実現する。床用
のプレカット「大引間割付断熱工法」に加え、壁
へも展開中

熱伝導率0.022W/mK

高性能断熱材で省力化・省人化を達成する。ゴ
ミ削減

６５００円/枚（910×1820、50㎜厚）

JSP
Z03-6212-6362　X03-6212-6369

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を用いて作られた防蟻断熱
材。防蟻性能が半永久的に持続する。成分の自然分
解がないため、土壌汚染もなく地球環境にやさしい

熱伝導率0.034W/ｍK

シックハウス対策規制対象外建材

要問合せ

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475

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

熱伝導率0.0467W/mK

木の繊維からできた断熱材で土に還る

要問合せ

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

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

熱伝導率0.048W/mK

木の繊維からできた断熱材で土に還る

要問合せ

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

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

熱伝導率0.0369W/mK

木の繊維からできた断熱材で土に還る

要問合せ

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

ジョイ・コスパネル
ノンフロンウレタンと100％リサイクルの炭化コ
ルクによる高性能な複合断熱パネル。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

熱抵抗R：2.90（パネル厚75）～ 4.77（パネ
ル厚120）

健康増進、快適性向上、省エネにつながる断熱性
と高気密を実現（R3年度平均C値0.17c㎡ /㎡）

要問合せ

ジョイ・コス
Z0198-37-1661　X0198-37-1662

COCOONセルロース断熱
特に天井の断熱強化に適す。天井裏への乾式施工は
経年で3 ～ 4割沈下するが、専用マシンで霧状の水
と施工することで、材料に含まれる糊が活性化し沈下
しない。材料、マシンの販売の他、機器レンタルも行う

熱伝導率0.04W/mK

主原料は古紙。製造時のエネルギーも少ない。隙
間なく施工できるので確かな断熱性能が得られる

２８００円（13.1㎏）、１３０万円～（機材）、
５万円/週（レンタル）

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

ニュー
ノーマル
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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無く、
長期に渡り設計性能を発揮する。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も高い

熱伝導率0.040W/ｍK

長期性能・調湿・吸音など心地よさと健康、冷暖
房費削減に貢献。CFP・エコリーフ認証品

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

デコス
Z03-3516-8056　X03-3272-2753

ニュー
ノーマル

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
害を防ぐ効能を持たせた画期的な製品。「スタイロ
フォームAT」を使用することで基礎外側に施工され
た断熱材がシロアリの蟻道になることを防止できる

ー

室間・床と天井付近の温度差が小さくなり、体
感温度が改善され、ヒートショック現象を抑制

９２００円/枚（50×910×1820mm）

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

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。押出法ポリスチレンフォー
ム断熱材3種bA品と比べて約20%厚みを低減

ー

室間・床と天井付近の温度差が小さくなり、体
感温度が改善され、ヒートショック現象を抑制

７４５０円/枚（50×910×1820mm）

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

ぴたっとカット
大引き間・床断熱割付システム。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する

ー

室間・床と天井付近の温度差が小さくなり、体
感温度が改善され、ヒートショック現象を抑制

要問合せ

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

床スパラムダReMix
スリットが四方に入った床下にスパッと納まる住
宅用床下断熱材。高性能EPS製。プレカットで
現場でゴミも発生しない。岩手県リサイクル製品
認定取得商品

熱伝導率0.032W/mK以下、熱抵抗値2.8ま
たは3.3㎡ K/W

EPSリサイクル原料を使用したエコ素材。プレ
カットにより現場でのゴミ発生を抑える

５５００円/坪

東北資材工業
Z019-697-2711　X019-697-2710

TSキソフォーム
住宅用防蟻断熱基礎型枠材。プレカットされた
本製品を建て込み、コンクリート打設後はそのま
ま断熱材となる。脱型の必要もなく工期を短縮。
型枠不要で施工できる。断熱材はシロアリ対応品

熱伝導率0.034W/mK

断熱材がそのまま型枠材となるため、型枠合板
などが不要となり森林資源の保護につながる

４０００円/m

東北資材工業
Z019-697-2711　X019-697-2710

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断熱材を用いた
建築基準法「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
が可能になる

熱伝導率0.034 ～ 0.041W/mK

EPSは200年以上熱伝導率を維持する。初期性
能と長期性能を考慮した建築で、長期間エコが実現

要問合せ

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

新EPS床断熱工法
剛床工法+根太を使用したEPS床断熱工法。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(根太サイズ：45x45、45以上x60)

熱伝導率0.034 ～ 0.041W/mK

EPSは200年以上熱伝導率を維持する。初期性
能と長期性能を考慮した建築で、長期間エコが実現

要問合せ

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

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。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
るさと三層透明複層ガラス窓相当の断熱性能を実現

熱伝導率0.041W/mK、熱貫流率2.2W/㎡ K

夏の熱線、冬の冷気を防ぐので、より快適な室
内空間に。エアコンの消費電力も抑えられる

要問合せ

発泡スチロール協会(JEPSA)
Z03-3861-9046　X03-3861-0096
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SIR工法
構造用合板と発泡プラスチック断熱材を用いた耐
震改修工法。合板耐震改修の1.5 ～ 2倍の改修効
果と、外張り断熱による断熱改修が同時にできる。
※使用には設計・施工技術者講習会の参加必須

EPSの場合：熱伝導率0.034W/mK

充填断熱併用で断熱等級6，7の防火壁が可
能。木外装の使用可

３万円/㎡（内外装工事含まず）

発泡プラスチック建築技術協会
https://b-cep.org/

ニュー
ノーマル

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、冬は部屋の暖かさを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。冷暖房も抑え、省エネで快適性が高まる

熱貫流率2.65W/㎡ K（遮光45ｍｍS）、日射
取得率0.20、UV遮蔽率99.9％

窓からの外気の流入や室内の暖気、冷気の流
出を抑える。健康で快適な住環境をつくる

要問合せ

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

フェノバボード
発泡プラスチック系の中で業界トップクラスの断熱性
能を誇る。熱的にも化学的にも安定したフェノール樹
脂と非フロンガスを採用し、断熱性能の経年変化も少
ない。住宅をはじめ、非住宅、産業資材等で使用可能

熱伝導率0.019W/ｍK

断熱性能を高め、暖冷房機器の効率的な運転
を実現。快適で省エネな空間をつくる

要問合せ

フクビ化学工業
Z（0800）919-2911

フェノバボード遮熱
発泡プラスチック系の中でトップクラスの断熱性能
を誇るフェノバ―ボードに遮熱性能を追加。高断
熱性能は、住宅性能を向上しつつ、垂木の厚みを
抑えることができ、屋根の外観を美しく見せられる

熱伝導率0.019W/ｍK

フェノバボードに遮熱性をプラス。優れた遮熱効
果で熱の侵入を防ぎ、室内の温度上昇を抑える

要問合せ

フクビ化学工業
Z（0800）919-2911

フェノバボードR
業界最高クラスの断熱性能と難燃性を持つフェノバ
ボードを用いた薄型断熱パネル。室内スペースを確
保したい内張り施工に適す。超軽量せっこう板・クロ
ス下地合板を張り合わせた2タイプをラインアップ

熱伝導率0.019W/ｍK

室内側から壁や天井に張り付けるだけで、断熱性
能を向上。省エネ。ヒートショック・疾病リスクを低減

要問合せ

フクビ化学工業
Z（0800）919-2911

イゾベール・スタンダード
環境に配慮した植物由来の結合剤を使用した防
湿層付き高性能グラスウール断熱材。細繊維化
で高性能化としなやかな手触りを実現。これから
の省エネ住宅に

熱伝導率0.035W/ｍK、0.038W/ｍK

LCAに基づく環境認証ラベルEPDを取得。
CO2排出量の見える化、削減に取り組む

要問合せ

マグ・イゾベール
Z0120-941-390　X0120-941-391

MSグリーンファイバー
新聞紙を綿状に解繊し、沈下防止のために麻を
添加した乾式吹き込み工法。防音・調湿・省エネ
性能に優れる。施工は直営社員が行うので高い
性能が確実に得られる

熱伝導率0.040W/ｍK

新聞紙から作る究極のエコロジー製品。直営の
責任施工で断熱性能を確実に発揮

天井100ミリ厚２０００円／㎡、壁100ミリ厚
５５００円／㎡

マツナガ
Z03-3925-0065　X03-3925-0061

ニュー
ノーマル

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）

熱伝導率0.029W/mK

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

１万円/本

三井化学産資
Z03-3837-5825　X03-3837-1945

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

熱伝導率0.022W/mK

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

８０００円/セット

三井化学産資
Z03-3837-5825　X03-3837-1945
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アクアフォームLITE
植物由来原料配合かつ高発泡で、環境負荷軽減
する現場発泡ウレタンフォーム。現場で削った端
材を回収したのち天井用断熱材「アクアブロー」
の原料として再生可能

熱伝導率0.0038W/mK

植物由来原料を配合。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

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118

アクアフォームNEO
高い断熱性能・環 境性能を両立した発泡剤

「HFO」を採用。温暖地・寒冷地問わず、上位等級
5・6・7にも対応し、付加断熱+「アクアフォーム
NEO」の防耐火認定も幅広く取得済み

熱伝導率0.021W/ｍK

現場発泡の吹付断熱で最高レベルの断熱性
能。2050年カーボンオフセットに貢献

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118

アクアブロー
環境省より広域認定許可を取得。産廃処理して
いたフォーム端材を現場から回収して天井用吹
込み断熱材として再生した商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

熱伝導率0.043W/ｍK

「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、再資源化

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118

スーパージェットファイバー
主原料は新聞紙でJIS認証を取得済み。防カビ性
や難燃性、撥水性がある。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

熱伝導率0.040W/mK

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

天井２５００円/㎡（設計厚160㎜） 
壁５５００円/㎡（設計厚100㎜）

日本製紙木材
Z03-6665-7560　X03-6665-0391

下地材
・
シート

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

赤外線反射率92％（公的機関測定値）、不燃
材認定取得

屋根の垂木下、母屋下、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

９１５円／㎡（気密5㎜厚・送料別）

エンデバーハウス
Z06-6363-1261　X06-6363-1262

VCLスマート
スパンボンド不織布に、湿度条件に応じて変化
する特殊樹脂が施された可変透湿・気密シート。
冬は防湿、夏は透湿し、年間を通して結露を抑制
する。製品仕様が半透明になり、施工性が向上

ー

冬は湿気を通さず、夏は湿気を通す。気密を確
保し、省エネ性を高め、一年を通して結露を抑制

２万７０００円/本（1500㎜×30m、設計価格）

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ
Z0120-300-355

N
ew

デュポンタイベックシルバー
高密度ポリエチレン不織布タイベックにアルミ
ニウムを蒸着させた透湿・防水・遮熱シート。アル
ミニウムの劣化を防ぐコーティングを施し、遮熱
性・防水性の劣化が少ない

JIS A6111: 2016耐久性区分Ⅲ-1適合品　防
水性:23kPa以上

遮熱性が壁体内の温度勾配を小さくし、夏型結露の
発生リスクを抑制することで住宅の長寿命化を促す

６万円／本（1m×50m、設計価格）

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ
Z0120-300-355

ウエザーメイト・プラス
特殊不織布素材をベースにした透湿・気密・防水シー
ト。紫外線・熱・経年の劣化に強く、防蟻薬剤が付着
しても防水性を失わない。気密性を向上させ、基礎
地の厚さから、通気層内の対流伝熱も軽減できる

ー

夏期は防湿・気密シート、冬期は透湿シートとして
一年を通し壁体内を適湿・調湿し、結露を防止する

２万５４００円

ナータッグ・ビルディングサプライ
Z045-475-0711　X045-475-0731
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通気・換気部材、
換気システム・設備

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
せた材料を使い、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

ー

合法木材認定商品

15㎜タイプ６８００円、30㎜タイプ７８００円

イマガワ
Z0868-26-5666　X0868-26-5788

FloorVent S（仮称）
現行品の通気床ガラリＦｌｏｏｒＶｅｎｔのルー
バー部材を縦向きから横向きにしたものを発売
予定。現行品と同じ施工工程で簡単に設置でき
る

有効開口143㎡（Ｗ606×Ｄ88×T15）

スタイリッシュな木製床ガラリ。床下冷暖房で
体感も見た目も快適に。大きな通気量を確保

１万５０００円（予定）

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

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通風性、新素材採
用で経年変化に強い耐久性、さらには地震等の
強い力をも吸収する強靭なダイカラット。特殊鋼
板製パッキンが木の家をグレードアップさせる

ー

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

６００円/枚（設計参考価格）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

ステンレス製　防鼠材・通風材
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

通気率：（防鼠材）63％・（通風材）40％

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

８１０円～ /本（設計参考価格）

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

「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。
屋外での水道需要に対応できる「水道用」、屋外コ
ンセントが家の外周に設置できる「配線用」、壁や
基礎に穴を開けずに吸排気できる「換気用」の3種

ー

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

要問合せ

コボット
Z06-6379-2929　X06-6323-5159

デセントラル熱交換換気システム
ヴェントサンZERO

ダクト配管がなく設計の自由度が高い熱交換換
気システム。国際特許の遮音材を使用し、ファ
ンの騒音値は13－29db、外部騒音削減値48－
56dbと気密性が高く、静かな高性能住宅に適す

熱交換率87％　外部騒音削減値48－56db

風量70％時(消費電力３W)に熱交換率87％
を発揮できる。月々の電気代は30円程度

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

PAX Norte BLACK
デザインが人気のスマート換気ファン「PAX 
Norte」にBLACKが登場。温度・湿度・照明(人感)
センサーで用途に合わせた運転が可能。温度セン
サーにより部屋間の温度差をなくすサーキュレータ

温度・湿度・照明(人感)センサー内蔵　/ 消費
電力最大4W

部屋間サーキュレータとしてヒートショックを
予防する

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

N
ew

温度感知型 部屋間サーキュレータ
「シリウス」

スウェーデン製・部屋間サーキュレータ。暖房設備
との併用で熱を効果的に循環させる。内蔵の温度
センサーで室温が設定温度より高くなった時、自
動運転を開始してほかの部屋や廊下に空気を送る

消費電力2.1～ 5.5W

部屋間の温度ムラを無くし、快適性はもちろん
ヒートショックの予防に

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943
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湿度学習型換気ファン
「インテリヴェント2.0」

スウェーデン製・湿度学習型換気ファン。湿度が
上がると自動で運転するため浴室の換気ファン
として人気。ファンやカバーがワンタッチで取り
外せるので、メンテナンスも手軽

消費電力2.1～ 5.5W

冬は浴室や脱衣室の湿気をリビングに送り込
み加湿する部屋間サーキュレータとしても人気

オープン価格

エディフィス省エネテック
Z0422-26-6922　X03-6740-1943

H
ヘルスボックス
ealthbox3.0 

熱交換換気以外での一次エネルギー削減方法とし
て注目されている換気方式（需要制御型）。必要な場
所に必要な時間、必要な量を自動的に判断する。自動
的に風量がバランスを変え、換気を行うデマンド換気

熱交換率85%相当

空気質が良好な居室と汚染物質が多い居室と
で換気量を自動制御しエネルギー削減に貢献

５０万～７０万円

ジェイベック
Z025-250-8900　X025-250-8877

N
ew

ＧＥＯパワーシステム
一年中安定した温度の地中熱を利用し、冷暖房
の省エネや空気浄化機能が得られる24時間換気
システム。住宅、工場、文教施設、商業施設、庁
舎などさまざまな建物に導入できる

ー

一年中安定した温度の地中熱を利用

要問合せ

ジオパワーシステム
Z0837-65-3511　X0837-65-3510

抗ウ

ダクトレス全熱交換換気システム
高性能DCファンを使い、高い蓄熱性を持つセラ
ミックを用いた全熱交換型換気システム

比消費電力0.05w/m3/h、温度交換効率92%

換気自体の電気代が安く、更なる光熱費の削
減ができる

１９万５０００円

キムラ
Z048－666-0731　X048－611-6866

せせらぎAQ
二酸化炭素濃度制御＆ウイルスフィルター
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

熱交換率93%、消費電力（max）1.6W/h

ダクトレス熱交換換気システム。常にクリーンな空気
を循環させ、冷暖房の効率低下を防ぎ省エネに貢献

要問合せ

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

N
ew

抗ウ

澄家VS90
熱交換による省エネ性、快適性だけでなく、よりクリー
ンな空気質にこだわり「ダクトレス給気」を採用。「床
面排気システム」により花粉、ハウスダストも除去。長
く使うからこそメンテナンスのしやすさにもこだわる

温度交換効率90％（80㎥ /ｈ）、有効換気量
率97％、騒音40㏈（A)以下

ハウスダスト除去の床面排気。ダクト汚れが気
にならないダクトレス給気。簡単メンテナンス

４４万７６００円（基本セット8口）

マーベックス
Z072-943-1825　X072-943-1826

N
ew

ＭＳデマンド換気システム
三種換気なのに熱交換のように省エネ。セン
サーが換気量を自動制御する最先端技術搭載。
少ないダクト量で施工も容易。簡単メンテナンス
で維持管理が容易。トラブルが少ないシステム

換気熱損失を30 ～ 40％削減

頻繁なフィルター清掃不要。維持管理のユーザー
負担が少なく設備性能が長期に渡って発揮できる

３２万円（30坪程度・部材一式）

マツナガ
Z03-3925-0065　X03-3925-0061

ニュー
ノーマル

給気フード（サイクロン式）
外部から虫の侵入を防ぐ。ダクト内の汚れや換
気装置のフィルター清掃にかかる負担を軽減。
シルバーグレイに加えて、新たにホワイトとブ
ラックを新発売

捕集率最大97%

フィルター清掃の負担を軽減。フィルターの目
詰まりによる換気量低下を抑制

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

SE200R/RS
2011年の発売開始から長く愛されるロングセラー
モデルの全熱交換型換気装置。給排気を機械換
気で行う第一種換気システムで計画的で確実な
換気を実現。約12kgの軽量設計で施工性も良好

温度交換効率90%

熱交換機能で換気による室内の温湿度の変化を
軽減。冷暖房エネルギーを削減し省エネに貢献

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864
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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。
2013年改正省エネ法新基準の計算プログラムの
結果では、換気設備+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

消費電力：3 ～ 66W、風量（Opa時）：160 ～
490㎥ /h、最大95坪まで1台で対応

光熱費を抑え室内空気を健康で快適な状態に
保つ。メンテナンスは工具不要で簡単

１５万３０００円

日本住環境
Z03-5289-3302　X03-5289-3307

OM e FILTER
全館空調システムに取り付けて利用する。1台で
家全体の空気清浄を行える。各居室に設置する一
般的な空気清浄機と比較して、省エネ、低価格で
ありながら、家中、快適な空気環境の維持が可能

集塵効率：0.3 ～ 0.5μm96%、0.5 ～ 1.0μ
m97.5％、1～ 2μm98.5%※条件あり

1台で家全体の空気清浄効果を高め、運転時の
光熱費も大幅に削減

３０万円（工事費込）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

抗ウ

a
エアボレーイオン

irvolleyION
全館空調に高濃度イオン発生装置を組み込むこ
とで、住宅全体を除菌・脱臭することが可能

イオン化エネルギー 12eV、イオン残存寿命
120秒（参考値）

エアボレーで全館空調を行うとともに、住宅全体で
除菌・脱臭が可能。高いレベルの空気環境を実現

要問合せ

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

抗ウ

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など
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
気清浄機能を実現する「セントラル空気清浄機」

消費電力5W、ハウスダストや花粉、PM2.5な
ど小さな粒子まで捕集

浮遊ウイルスの除性能も確認。洗って繰り返し
使えるゴミの出ないフィルタ

要問合せ

トルネックス
Z03-5643-5800　X03-5643-5801

ニュー
ノーマル 抗ウ

冷暖房

Planbee
空気洗浄機能付きのファンを設置して、エアコンの冷
気・暖気を別の部屋に送り、複数の部屋を同時に空調す
るシステム。快適な温度の空気を家中に行き渡らせる
ことで、光熱費を抑え全館空調のような心地よさを実現

空気清浄ユニット 消費電力約5W 、集塵効率
（粒子0.3 ～ 0.5μm）:84%（定格風量時）

建物毎に温熱シミュレーションと気流を考慮した
システム設計。計画内容レポートを施主に進呈

７０万円(1階・2階用の2セット、工事費込)

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

N
ew

OMX
太陽熱と排気熱を利用。暖房、冷房、全熱交換換
気、給湯の機能を持つ。蓄電池と組み合わせReal 
ZEHを目指す。「All Time Real ZEH」仕様は令和2
年度第1回サステナブル建築物等先導事業に採択

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

太陽エネルギーを有効活用。1年を通して省エ
ネで、快適かつ健康的な温熱環境を実現

２００万円（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

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

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

1台で全館、年間を通し快適で健康的な温熱環
境を実現できる

標準小売価格９０万円～（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

水蓄熱「アクアレイヤー」
建物の冷暖房用及び補助熱源容量を低減できる
ソーラーハウス用蓄熱層として床下に設置する水パッ
ク。床暖房にも利用可能。対流機能、大きな熱容量
の水と、放熱機能のコンクリートとの組合せがポイント

耐用年数約30年以上（建物に合わせて設計可
能）

寒暖差を抑える。自然対流が温度ムラを無く
す。太陽熱を効率よく蓄熱し、CO2排出削減

要問合せ

イゼナ
Z04-7182-7437　X04-7181-1510

ニュー
ノーマル
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ほのか燦
暖気を床下に送り込むこともできるため、床暖房
の熱源としての利用可能

発熱量最大2万7580kJ/h、暖房出力最大
6.1kW（直径122㎝ /152㎝、重量8.6kg）

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

本体価格４４万３２００円～（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

ECO床暖ion＋

室内外機1台で1階全面床暖房、全館冷暖房、全
館除菌・脱臭ができる全館空調システム。特に除
菌・脱臭効果は住宅用空調設備として初となる国
際特許技術による高濃度イオン発生装置を採用

熱交換率95％

温度差のない生活を実現。ウイルスや細菌を除
去し家中どこにいても安全な空気で暮らせる

要問合せ

オンレイ
Z03-5619-4601　X03-5619-4602

N
ew

a
エアボレーネクスト

irvolleyNEXT北海道仕様
本州で販売しているエアボレーネクストを変更
した北海道専用の全館空調。１・２階とも床から
冷・暖気を吹き出すことにより冬期を重視しなが
らも夏期の冷房もOK

暖房8.0kw、換気温度交換効率95%

少部材で施工性も格段にアップ

１５０万円～（材のみ）

キムラ
Z048-666-0731　X048-611-6866

N
ew

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

電気式単層200V、遠赤外線床暖房、10年保
証

床暖房シートが発するイオンが部屋・床下の菌
や臭いを分解し、抗菌・消臭効果を発揮

要問合せ

GROOVE
Z045-290-3884　X045-290-3885

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ができる。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

APF7.1（S40ZTRXP-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)

５２万円（S40YTRXP－W）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

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で7色のカラーバ
リエーション。お好みのイメージやお部屋のスタ
イルに合わせて、エアコンを選べる

APF5.0（S40ZTSXP-F）

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、からだに気流があたりにくく、快適

４３万円（S40ZTSXP-W）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

LaLa fan
床下設置型の大風量シロッコファン（最大200㎥
/h）。5段階の風量切り替えが可能。床下エアコ
ンの温度ムラ解消や、ファンの微風が快適性を
向上

200㎥ /h

床下ACの温度ムラを小さくし快適性向上。効率
よく冷暖気を室内に上げ、冷暖房効率をアップ

未定

マーベックス
Z072-943-1825　X072-943-1826

N
ew

水回り
・

給湯設備

全館空調システム
24時間換気装置とビルトイン型エアコンの組合
せによる全館空調システム。汎用品を組み合わ
せることにより優れたコストパフォーマンス

温度交換効率90%、AFP5.3（S28ZLV）

必要最小限の設備で換気と冷暖房を実現。計画換
気で空気を新鮮に保ち、部屋ごとの温度差を緩和

要問合せ

ローヤル電機
Z03-5424-1861　X03-5424-1864

ニュー
ノーマル
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スタンダード24
錆びにくいSUS304ステンレスのオールステンレ
スキッチン。天板とその裏打ち材まで全て耐久性・
リサイクル性の高いステンレスを用いた。2400㎜
の大きさ限定で規格化して求めやすい価格に設定

ー

長期使用が可能。将来的に不要（粗大ゴミ）と
なるパーツが殆どなく、環境問題に貢献

４０万円～８０万円（機器類・配送費・据付工事
費別）

三宝ステンレス工業
Z072-828-3701　X072-826-3059

MINIペレ
コンパクトなオールステンレスキッチン。事務所
やセカンドキッチンとしても使える。SUS430ス
テンレスを使用し、価格を抑えた。フラッシュ構
造（裏表化粧）により、上質感を維持

ー

長期使用が可能。将来的に不要（粗大ゴミ）と
なるパーツが殆どなく、環境問題に貢献

１０万円～２０万円（機器類・配送費・据付工事
費別）

三宝ステンレス工業
Z072-828-3701　X072-826-3059

ピアサス　Ｓ－１　ユーロモード
シンメトリーなデザインとシンプルさがインテリ
ア全体の美観を向上。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

ー

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

１０９万７８００円～

永大産業
Z0120-685-110

家具みたいなキッチン
「家具のようなキッチン」をコンセプトに魚焼きグリル
をなくし、デザイン性を追求。グリルレスの分、4口IH
コンロ、海外製大型食洗機を標準化。タイプは壁付、
ペニンシュラ、アイランド／ホワイト、木調、ステンレス

幅600タイプは13人分の食器が一度に洗え
る

食洗機は予洗い不要。節水効果に加え、乾燥
時には電力を使わないため省エネ

標準価格８２万円（W3000、壁付）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル

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

－

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

８万３０００円～

LIXIL
Z0120-17-9400

Bosch ビルトイン食器洗い機
特許取得の独自の乾燥方式を搭載し、電気の使
用を大幅に抑えた食器乾燥を実現。大容量で食
器や調理器具の洗浄が一度に可能。在宅時間が
増えた今の生活に欠かせない家事ラク家電

標準使用水量約10L

手洗いと比べ大幅な節水が可能。後片付けの
時間を家族や自分のゆとりの時間にできる

幅45cmモデル２２万８０００円～、幅60cm
モデル３５万８０００円

G-Place
Z03 3663 8745　X03 3639 8744

ニュー
ノーマル

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

－

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

１７万円～

LIXIL
Z0120-17-9400

Chillな洗面化粧台
W1800のスツール付洗面化粧台。洗面機能だけ
でなく、まったりホームエステも叶える。自動水
栓、ソープディスペンサー、3面鏡をオプション
選択可。カラーは木調(ライト・ダーク)

ー

非接触水栓で衛生的。上面のセンサーで連続
吐水可。吐水温度の変更も可能。節水効果も

本体価格３１万５０００円（1面鏡タイプ）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル

Moist-NanoBubble　BeautyAqua
水道管根元付けタイプのナノバブル発生装置。
水道水に含まれる空気をナノバブル化し、家中
の水をナノバブル水に変化させる

１mlあたり１億個以上のナノバブルを発生

ナノバブル水による洗浄、美容、快適、時短、家事楽
効果等で快適な暮らしを実現

メーカー希望小売価格３５万円（送料込）

絆ジャパン
Z03-3342-0999　X03-6258-0059

N
ew

ニュー
ノーマル
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太陽光発電
・
蓄電池

w
ウェディボード
ediboard

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。子供でも持ち運べる
ほど軽く、シーリング性と平面性に優れる。バス
ルームのデザイン性と工期短縮を実現

熱伝導率0.036W/ｍK

断熱性能を備えているため、保温性に優れ、バ
リアフリーも可能。快適で安全なバスルームに

１万２０００円（長さ2500×幅600×厚20、
８０００円/㎡）

ボウクス
Z044-431-5052　X044-431-5053

リデア
生活スタイルや入浴スタイルに合わせた選択が
可能。お湯が身体を包み込む、しっかり温まる新
感覚の「ボディハグシャワー」をHタイプで搭載

ー

ボディハグシャワーで、浴槽の利用と清掃が減る。
浴槽浴と比較し約36％のCO2削減（同社試算）

８２万円～（施工費別）

LIXIL
Z0120-17-9400

N
ew

N
ノルネ

ORNE
床下点検口に体組成計を埋め込むことでフラットな
納まりを実現。体組成計トップブランドであるタニ
タの最先端技術と、丈夫さが好評の床下点検口トッ
プシェアメーカー城東テクノにより実現した製品

ー

体組成計の「置き場がない」「出し入れが面倒」を解
決。生活動線上に設置することで、「はかる」を習慣化

オープン価格

城東テクノ
Z0120-106011

N
ew

ニュー
ノーマル

太陽光自家消費促進型　自然冷媒CO2

ヒートポンプ給湯機「おひさまエコキュート」
ヒートポンプ給湯機×太陽光発電。太陽光発電
の余剰電力を自家消費。環境に配慮しながら効
率的にお湯を沸かす。※太陽光発電システムが
別途必要など諸条件あり

年間給湯保温効率3.4

昼間にお湯を沸き上げ、放熱ロスを抑える。パ
ワフル高圧給湯でシャワーの勢いが良く快適

１０４万円（EQ46WFPV）

ダイキン工業
Z03-6716-0343　X03-6716-0226

N
ew

ウルトラファインバブル給湯器
業界初のウルトラファインバブル発生装置を搭載し
た給湯器。取り付けるだけで、家中にウルトラファイン
バブル入りのお湯を送る。1㎛未満の微細な泡による
洗浄効果や、肌へうるおいを与えることが期待される

エネルギー消費効率93%

微細な泡で水まわりの汚れや水垢が付きにくくなる。
日頃の掃除の負担を軽減し、快適な暮らしをつくる

希望小売価格２０万９５００円～

リンナイ
Z052-361-8211　X052-361-8215

N
ew

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

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％）

太陽エネルギーの有効活用

オープン価格

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

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。
狭小地でも屋根面を最大限に生かした設置が可能

単結晶、モジュール変換効率19.86%

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

要問合せ(初期費用ゼロ円プラン「カナメソー
ラー ZERO」あり)

カナメ
Z028-663-6300　X028-660-3832

まるごと断熱/ホテルみたいなバスルーム
シャワータワーと置型浴槽、フルスクリーンガラスドアが
非日常的な空間を演出。床・壁・天井すべてを断熱防水
ボード（ドイツで特許取得）で覆い、施工も専用接着剤
で誰でも組立て可能。専門業者に支払う費用を削減

ー

断熱防水ボードを浴室の壁・床・天井に使用すること
で、浴室全体を保温。ヒートショック防止にも効果的

９５万円（建具、シャワー、鏡、浴槽、タイル、
物干）

it's House
Z03-6823-0724　

N
ew

ニュー
ノーマル
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太陽熱システム
・

自然利用設備

粘着剤
・
テープ

E
エネレッツァ
nerezza

高安全性、長寿命、容量も選択可能なリチウムイ
オン蓄電システム。製品デザインにもこだわり、
外観の継ぎ目を除いた美しいフォルムで2019年
度グッドデザイン賞受賞

蓄電容量5.0kWh ／ 10.0kWh ／ 15.0kWh
※詳しくはHPにて

暮らしにあわせて電気を蓄えて使えるため、電気
代を抑えられる。突然の停電時も電気を安定供給

要問合せ

京セラ
Z0120-33-5582　X0120-18-5582

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

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

太陽エネルギーを有効活用。省エネで、快適か
つ健康的な温熱環境を実現

７０万円（工事費別）

OMソーラー
Z053-488-1700　X053-488-1701

抗ウ

ハイブリッドソーラーハウス
太陽熱を床暖房と給湯に使うシステム。太陽熱で温
めた熱媒は、床下150 ～ 200㎜の蓄熱コンクリートに
流し、日没後も暖かい床暖房と、370ℓの貯湯タンク
を加温するのに使う。床下がないため水害にも強い

暖房給湯エネルギーを概ね50％削減

人が気持ち良い足裏25 ～ 26℃、室温22 ～
23℃の環境を少ない燃料で実現

１３０万円～（材料費のみ）

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

ニュー
ノーマル

ヒートパイプ式太陽熱温水器
SUP-VH20

電気ガスのオフグリッド達成の八ヶ岳エコハウス「ほく
ほく」で採用。密閉圧力タンクを使い、地上設置で2F
のシャワーもOK。ガラスが割れても水漏れしない。170
ℓと小型なため、満水時重量は270㎏と比較的軽量

集熱面積2.5㎡、貯湯量170ℓ、耐圧0.6Mpa

単位面積あたりの効率は一般的な太陽光発電
の約4倍。給湯のエネルギーを削減する

３４万円

チリウヒーター
Z0566-81-2262　X0566-81-0026

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・500リットルの3サイズ。タンク
内の水温上昇を抑える日除けパネルも取付可能

ー

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

１４万９０００円（250ℓ、埋込式）

四国化成工業
Z0120-212-459

ソーラーウォーマー
電源不要で太陽エネルギーを熱エネルギーに変
換し、暖房負荷を減らすシステム。光熱費削減、
室内干しの洗濯物の乾燥、別荘・空き家のカビや
湿害防止、基礎断熱の床下環境改善も可能

最大集熱能力：1000W

電源不要、メンテフリーで太陽エネルギーを温
風に変換し暖房負荷を抑制。湿気やカビを防止

１８万７０００円（SV-14）

マツナガ
Z03-3925-0065　X03-3925-0061

ニュー
ノーマル

養生テープ「エースクロスα」
2022年5月に発売を開始した新製品。粘着性能
と使用性、手切性、柔軟性が特長。多用途に使い
やすく、粘着力が強めの養生テープ

ー

トルエン・可塑剤など不使用。環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

N
ew
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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

－

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

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

－

トルエン・可塑剤など不使用の環境に安全な製
品

要問合せ

光洋化学
Z03-3379-5361　X03-3379-5362

防虫剤
・

防虫システム

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。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

ー

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る

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

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

ー

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る

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

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

ー

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る

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

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
木部を保護する。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

ー

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る

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

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
から木部を保護する。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

ー

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る

要問合せ

エコパウダー
Z048-928-1671　X048-928-0300

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、人体
や環境に対する影響も少なく、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

塗布面積：25-75平米/ガロン

VOCがなく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

要問合せ

シップス・ジャパン
Z0545-35-7477　X0545-35-7475
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調湿・消臭

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。基礎内断熱の施
工に利用できる。床下エアコンを採用している工
務店の内基礎断熱の気密処理に適す

防虫剤がウレタンに保持されるので、防虫剤の
拡散・溶出がない。

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118

ボロンdeガード
グッドデザイン賞等を受賞したホウ酸防蟻防腐施工。
有機溶剤を使用しないので健康を害さず人と環境に優
しい。再処理不要で長期間効果が持続し、業界最長の
15年保証。長期優良住宅や既存住宅にも対応可能

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は空気を汚さず、
人・環境に優しい。効果が持続しエコにもつながる

２５００円～ /㎡（新築）、１万円/坪（既築）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ボレイトハウスキーパー
ホウ酸が含まれた手軽に使えるスプレー。衣服の
虫対策など色々な所に使用できる。調湿・消臭効果
もあるので、悪臭の元になる菌やカビの発生も抑
える。難燃効果もあり。ノベルティグッズとしても

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は空気を汚さず、
人・環境に優しい。効果が持続しエコにもつながる

１２００円/本

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

N
ew

シロアリホウ酸水　BHK-1870
化学物質過敏症でも安心なホウ酸水溶液。DIY等の
木工事に使えることが大きな特長。優良木材保存材
認定を受けており、長期優良住宅にも対応。空気を汚
さず防蟻防腐効果が持続するので人・環境に優しい

ー

自然素材を使用したホウ酸処理は有機溶剤等
の添加剤は含まれていないので人にやさしい

２万７０００円/箱（19ℓ）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

N
ew

ボレイトフィラー
日本唯一のホウ酸防蟻気密パテ。無機鉱物のホウ酸は
揮発、分解をしないため防蟻効果が長期間持続。工具
不要で水抜き穴、配管周り、セパレート金具に能率的な
作業が可能。全天候型なので屋内も屋外でも使用可

ー

VOC不使用で、人・環境に優しい。長期の保管が可
能で、最後まで使いきることができエコにつながる

３０００円/個（1kg）

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ボレイトシール
グッドデザイン賞受賞のホウ酸防蟻気密シーリン
グ材。自然素材「ホウ酸」は揮発・分解しないため
防蟻効果が持続する。硬化しないため、剥離による
隙間が生じにくくシロアリ侵入経路を長期間遮断

ー

シロアリの侵入経路遮断を施すことで蟻害のリスクを
低減。効果が持続するので2度打ちする必要がない

１８００円/本

日本ボレイト
Z03-6659-5785　X03-6659-5685

ノンケミアリダンクリスタル
防蟻効果がなくならないメンテナンスフリー工法。
薄く平らなクラッシュガラスを使用し、物理的にシロ
アリの侵入をブロック。ガラス素材のため、1つ1つ
の粒がすべって、動かせず、かじることもできない

物理防蟻粒材認定取得(日本木材保存協会)

薬剤不使用、環境負荷ゼロ。住宅全体の空気環境
をクリーンに保ち、安心で安全な住まい生活を実現

要問合せ

フクビ化学工業
Z（0800）919-2911

調湿消臭紙　「杉炭紙・さんたんし」
紙なのでハサミやカッターで切ることができ、簡
単に使用できる吸着機能紙。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、炭
の効果を生かした

ー

化学物質過敏症やシックハウス対策に使用で
き、空気を浄化し、手軽に快適な空間をつくる

９８００円（1.8ｍ×1、6枚入）

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676
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床下調湿木炭「かいてき」
木質100パーセントのバージン木炭。調湿専用に
炭化して顆粒状木炭にし、通気性の良い不織布
に入れた。サイズ50㎝×50㎝（1坪16袋仕様）

ー

環境負荷対応炭化炉で品質管理をしながら製
造。間伐材や製品残材を使用

１万５０００円（16枚入）

イシコー
Z0274-87-3330　X0274-87-3676

健康炭
間伐材をブレンド。半永久的に調湿性能を維持
し、床下に敷くだけで結露、腐朽菌、人体に有害
な雑菌繁殖を抑制。不織布を使用し、開封せずに
そのまま利用可能。450㎜×450㎜

ー

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

７０００円（4袋、送料込み）

エイム
Z048-224-8160　X048-224-8180

アクティブドライ（床下用調湿炭）
国産針葉樹炭。天然100％。敷き詰めなくても十分に効
果を発揮する。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。建築廃材不使用。水に漬かった
場合も、袋表面の泥を除き天日干しすれば再び使える

ー

間伐材を使用。粘土鉱物で気孔内部をコー
ティング。床下で使用後、園芸等で再利用可能

１万５０００円／坪（送料込み）

コーワ
Z06-6910-6333　X06-6910-6375

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。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

吸放湿量　115g/kg（繰り返し平均量）

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

要問合せ

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

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ように
最適な大きさに砕き、表面を遮らない加工を施した

ー

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

１６万６０００円/巻（1.05巾×100m巻×1
㎜）

佐々木工業
Z0748-37-7292　X0748-37-1236

CleanAir
ヒノキ・スギ等の葉から亜臨界抽出技術により抽
出した植物エキスとエッセンシャルオイルをブレ
ンド。100％自然由来のスプレー。消臭・除菌効果
に加え、防カビ・抗ウイルス効果も期待できる

990ppmのアンモニア（公衆トイレが4ppm）
が5分後に0ppmに

間伐材由来の葉を利用しており、使用後はほの
かにヒノキの香りがする。アルコールフリー

１８００円

ヤマガタヤ産業
Z058-271-3111　X058-271-3116

ニュー
ノーマル 抗ウ

緑化・舗装
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

ー

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

１５万２８００円（植物は含まず）

四国化成工業
Z0120-212-459

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
～ 6mm）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

ー

廃材の再利用により環境にやさしい

２万６０９０円/㎡～（100㎡以上の材工価格）

四国化成工業
Z0120-212-459



163

その他
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

ー

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

９８５０円/㎡～（100㎡以上の材工価格、運
送費別）

四国化成工業
Z0120-212-459

ゴミ収集庫
クリーンストッカー CKH

奥行400㎜のコンパクト設計。スチール製。家庭
ごみの仮保管に適す。オプションの「錠セット」
を取り付けることで、荷物を保管する収納庫とし
て使用可能

耐用目安年数7年（メンテ部品5年）

扉操作の安全性に配慮したガスダンパーを左
右に搭載

６ 万 ５ ０ ０ ０ 円（CKH-1004G、W1000×
H670×Ｄ400㎜）

ダイケン
Z06-6392-5321　X06-6397-8600

N
ew

スマートeチェンジ2
レジリエンス（防災）設備。災害の停電時に、自動
車（100V・1500W）の電源を住宅で使用できる。
すっきりとした見た目で安価。新築時に設置でき
る

100V/最大1500Wを使用可能

安価でエコノミー。停電時の不安を解消、安心
をサポート

10万円（室内配電システム6万円＋車輛接続
システム4万円、ブレーカー別売）

キムラ
Z048－666-0731　X048－611-6866

N
ew

ニュー
ノーマル

ウィンドポイント
羽根は天然のヤシの葉を使用しているので、ハ
ワイアンな印象を演出し本場のリゾート感を味わ
える。羽根の種類が30種類と豊富なので雰囲気
の違う空間にも調和する

消費電力35/42（50/60Hz・高速時）、モーター
保証10年（直径112 ～ 152㎝、重量11.3kg）

部屋の上下の温度差をなくせる。効率の良いエ
アコンの運転で省エネ効果も期待できる

１１万９６００円～１３万５２００円

ケイエスシー
Z026-829-9722　X026-827-6801

N
ew

スピットファイヤー
3枚羽根のシンプルなデザインが特徴で、羽根の大
きさは直径122㎝と152㎝から選択可能。カラーバリ
エーションも豊富でモーターカラーと羽根カラーそ
れぞれ8種類から、照明の有無とカラーも選択可

消費電力45/53（50/60Hz・高速時）、モーター
保証10年（直径122㎝ /152㎝、重量8.6kg）

部屋の上下の温度差を無くせる。効率の良い
エアコンの運転で省エネ効果も期待できる

１２万３５００円

ケイエスシー
Z026-829-9722　X026-827-6801

N
ew

Be0
「地球の汚れをゼロにする」をコンセプトに、簡単・
効果的に汚れをゼロの状態にする洗浄方法。外壁
の汚れやカビ、木部、コンクリート、床のヒールマー
クの汚れなどアフターメンテナンスに役立つ

ー

人体や環境に影響のない安心・安全な成分。汚
れだけを落とすので建物の素材を傷めない

要問合せ

コスモプロジェクト
Z03-5909-3218　X03-5909-3318

N
ew

窓シャッター IoT
窓シャッター「マドモアシリーズ」が「HomeLink」
に対応。急な天候の変化に応じて外出先からの操
作や、料理中など手が離せないときにスマートス
ピーカーへのひと声で窓シャッターの操作が可能

ー

家電・住宅設備とも連携して一括操作が可能。
より快適・便利に過ごせるスマートホームを実現

要問合せ

三和シヤッター工業
Z03－3346－3011　

N
ew

改良6出なし
地盤改良工事で一般的に使用されるセメント系
固化材には発がん性物質の「6価クロム」が環境
基準を超えて溶出する可能性がある。土壌汚染
の不安を解消し、ワンランク上の安心を届ける

ー

菌を主成分とする優しいバイオの力で6価クロ
ムを無害な3価クロムに還元する

ドラム缶７万円（180ℓ）、一斗缶１万円（180ℓ）

初野建材工業
Z049-224-5131　X049-224-5209
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レブユニット
「住める・遊べる・商える」工場で組立・吊って移
動・連結・簡単設置ができ、特許取得済の木質軸
枠パネル工法でどんな仕様にも対応可能

ー

純国産杉を使い、調湿性、CO2固定を実現。森
林保全にもつながり、持続可能社会へ貢献

要問合せ

ビスダックジャパン
Z072-361-8880　X072-361-9318

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

－

分別によって現場を綺麗に保つ

８０円/枚

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

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

－

コロナ対策で病院での実績あり

要問合せ

ふたば商事
Z03-3923-8544　X03-3922-4733

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
同様に機械施工の吹付防水システム。超速硬化
で短工期、大面積の屋上や大規模修繕にも対応
可能

ー

原料は無触媒・無溶剤で高い環境性能を持つ

要問合せ

日本アクア
Z03-5463-1119　X03-5463-1118


