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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



133
133

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
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URBANY DOOR
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

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

。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
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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
ew

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
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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
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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、

るきでが」頼依荷集「」り取受物荷の数複「てし錠解

－

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Plus
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


