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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

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

【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
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壁紙
・
クロス

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

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
ew

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

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

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

20220930_AB-db.indd   127 2022/09/26   9:57



128
12 8

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
ew

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
ew

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
ew

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
ew

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
ew

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




