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WSハイフレーム
（推奨）

WSフネンL
（連動）

ブラックウォールナット柄 WE-010HF-11 FBW-010P34-d-1GR-010

ブラックウォールナット柄 WE-011HF-41 FBW-011P35-b-7GR-011

メイプル柄 ◯ HF-02 FBW-201P37-b-5WS-201E

メイプル柄 ◯ WE-203HF-12 FBW-203P37-c-5WS-203E

ヨーロピアンウォールナット柄 HF-07P27-d-8WS-260E

ヨーロピアンウォールナット柄 4尺対応 ◯ HF-38P27-d-6WS-266E

ヨーロピアンウォールナット柄 WE-404HF-29 FBW-404P37-d-5WS-404E

単色（フラット塗装調） P38-a-2WS-501E-S

単色（フラット塗装調） P38-a-3WS-502E-S

単色（フラット塗装調） P38-a-1WS-503E-S

単色（フラット塗装調） WS-4014E-Sと同色P38-a-4WS-504E-S

クルミ柄 HF-46P35-c-6WS-815E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-823E HF-52P26-c-1WS-819E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-819E HF-52P26-c-2WS-823E

ヨーロピアンウォールナット柄 HF-45 FBW-844P32-c-1WS-844E

ダオ柄 HF-26 FBW-857P36-b-3WS-857E

オーク柄 ◯ HF-32 FBW-871P37-b-6WS-871E

ペア柄 HF-22 FBW-879P33-c-7WS-879E

レザー柄 ◯P38-d-2WS-906E

レザー柄 同色単色→WS-6001EP38-d-4WS-907E

レザー柄 同色単色→WS-6003EP39-d-5WS-908E

レザー柄 ◯P39-d-8WS-909E

レザー柄 P38-d-3WS-910E

レザー柄 P39-d-7 同色単色→WS-6010EWS-911E

クラフトウッド柄 HF-38P26-a-3WS-967E

マコレ柄 縦柄→WS-5021E HF-51P32-d-2WS-3021E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-5033E HF-17 FBW-3033P29-b-6WS-3033E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-5034E HF-48 FBW-3034P33-b-6WS-3034E

ブラックウォールナット柄 縦柄→WS-5060E HF-19P31-c-6WS-3060E

ブラックウォールナット柄 縦柄→WS-5087E HF-07 FBW-3087P26-d-2WS-3087E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-5091E ◯ HF-47P31-d-6WS-3091E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-5094E HF-04 FBW-3094P34-d-4WS-3094E

オーク柄 縦柄→WS-5127E HF-54P29-c-6WS-3127E

オーク柄 縦柄→WS-5128E HF-58P30-d-4WS-3128E

ヨーロピアンウォールナット柄 縦柄→WS-5135E HF-51P32-d-4WS-3135E

エルム柄 縦柄→WS-5140E ◯ HF-38P26-b-4WS-3140E

エルム柄 縦柄→WS-5141E ◯ HF-63P29-b-8WS-3141E

チーク柄 縦柄→WS-5148E ◯ HF-48P33-b-8WS-3148E

エルム柄 縦柄→WS-5156E ◯ HF-07P27-b-6WS-3156E

エルム柄 縦柄→WS-5158E HF-66P30-c-2WS-3158E

ユーカリ柄 縦柄→WS-5160E ◯ HF-67P31-c-8WS-3160E

オーク柄 縦柄→WS-5162E HF-54P28-c-4WS-3162E

オーク柄 HF-50P28-d-1WS-3163E

オーク柄 縦柄→WS-5164E HF-68P28-d-4WS-3164E

オーク柄 縦柄→WS-5165E ◯ HF-30P36-a-4WS-3165E

ヨーロピアンチェリー柄 縦柄→WS-5166E HF-63P29-c-8WS-3166E

INDEX

※連動品番…同色近似色
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ヨーロピアンチェリー柄 縦柄→WS-5167E HF-11,55P33-d-6WS-3167E

ブラックウォールナット柄 縦柄→WS-5169E HF-05,41P35-b-6WS-3169E

エルム柄 縦柄→WS-5172E ◯ HF-69P34-a-4WS-3172E

エルム柄 縦柄→WS-5173E ◯ HF-43P36-c-2WS-3173E

単色（梨地マット調） 4尺対応 ◯P38-b-2WS-4001E-S

単色（梨地マット調） 4尺対応 ◯P38-b-3WS-4002E-S

単色（梨地マット調） 4尺対応 ◯P38-b-1WS-4007E-S

単色（梨地マット調） 4尺対応P38-b-4WS-4013E-S

単色（梨地マット調） 4尺対応、WS-504E-Sと同色P38-c-3WS-4014E-S

うづくり調無地柄 4尺対応 HF-38P38-c-1WS-4101E-S

うづくり調無地柄 4尺対応 HF-38P38-d-1WS-4102E-S

バーチ柄 WE-5004HF-32 FBW-5004P37-a-6WS-5004E

マコレ柄 横柄→WS-3021E HF-51P32-d-1WS-5021E

ヨーロピアンウォールナット柄 HF-44P35-c-5WS-5022E

タブノキ柄 HF-07 FBW-5023P37-a-5WS-5023E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-3033E ◯ HF-17 FBW-5033P29-b-5WS-5033E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-3034E ◯ HF-48P33-b-5WS-5034E

ヨーロピアンチェリー柄 HF-08 FBW-5043P28-a-4WS-5043E

ブラックウォールナット柄 WE-5055HF-69P34-c-2WS-5055E

パリサンダー柄　 HF-29P36-c-4WS-5057E

ブラックウォールナット柄 横柄→WS-3060E WE-5060HF-19P31-c-5WS-5060E

ブラックウォールナット柄 横柄→WS-3087E HF-07P26-d-1WS-5087E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-3091E ◯ HF-47P31-d-5WS-5091E

ヨーロピアンウォールナット柄 HF-23P32-c-2WS-5092E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-3094E ◯ HF-04P34-d-3WS-5094E

オーク柄 WE-5096HF-50 FBW-5096P28-c-1WS-5096E

シカモア柄 HF-14 FBW-5099P28-a-3WS-5099E

オーク柄 HF-08P28-b-3WS-5101E

オーク柄 ◯ HF-39P29-a-8WS-5102E

アメリカンチェリー柄　 HF-10P29-d-7WS-5103E

ブラックウォールナット柄 ◯ HF-11P35-a-7WS-5106E

ブラックウォールナット柄 HF-36P32-c-3WS-5107E

オーク柄 HF-29P36-d-1WS-5114E

ダオ柄 ◯ HF-07P26-c-4WS-5115E

チェスナット柄 4尺対応 ◯ HF-38P27-d-7WS-5119E

ヨーロピアンウォールナット柄 HF-07P27-c-8WS-5120E

アメリカンチェリー柄　 HF-55P32-c-4WS-5122E

ブラックウォールナット柄 ◯ HF-11P33-c-6WS-5123E

ダオ柄 HF-36 FBW-5124P32-b-4WS-5124E

オーク柄 横柄→WS-3127E HF-54P29-c-5WS-5127E

オーク柄 横柄→WS-3128E HF-58P30-d-3WS-5128E

オーク柄 HF-17P29-d-5WS-5130E

ヨーロピアンウォールナット柄 横柄→WS-3135E ◯ WE-5135HF-51 FBW-5135P32-d-3WS-5135E

クルミ柄 HF-28P35-b-8WS-5137E

エルム柄 横柄→WS-3140E ◯ HF-38P26-b-3WS-5140E

エルム柄 横柄→WS-3141E ◯ HF-63P29-b-7WS-5141E

エルム柄 HF-64P30-d-1WS-5142E

ブラックウォールナット柄 HF-04P34-c-3WS-5147E

チーク柄 横柄→WS-3148E ◯ HF-48P33-b-7WS-5148E

アッシュ柄 HF-59P39-a-5WS-5152E

※ 　　  は2020年発表の新柄です。NEW

P31-a-7.8 HF-23WS-3202E ブラックウォールナット柄 縦柄→WS-5202ENEW

P30-b-3.4 近似色縦柄→WS-5200E HF-47WS-3207E オーク柄NEW

WS-912E NEW レザー柄 P39-d-6

アッシュ柄 同色単色→WS-6005E HF-61P39-a-6WS-5154E

アッシュ柄 同色単色→WS-6006E HF-62P39-a-8WS-5155E

エルム柄 横柄→WS-3156E ◯ HF-07P27-b-5WS-5156E

エルム柄 HF-50P28-b-4WS-5157E

エルム柄 横柄→WS-3158E HF-66P30-c-1WS-5158E

ユーカリ柄 HF-01P27-b-7WS-5159E

ユーカリ柄 横柄→WS-3160E ◯ HF-67P31-c-7WS-5160E

オーク柄 横柄→WS-3162E HF-54P28-c-3WS-5162E

エルム柄 縦柄→WS-5191E HF-53P30-c-4WS-3191E

P33-a-7.8 縦柄→WS-5203E HF-11WS-3203E ブラックウォールナット柄NEW

P29-a-6.7 近似色縦柄→WS-5184E HF-63WS-3206E オーク柄NEW
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オーク柄 横柄→WS-3164E HF-68P28-d-3WS-5164E

オーク柄 横柄→WS-3165E ◯ HF-30P36-a-3WS-5165E

ヨーロピアンチェリー柄 横柄→WS-3166E HF-63P29-c-7WS-5166E

ヨーロピアンチェリー柄 横柄→WS-3167E HF-11,55P33-d-5WS-5167E

ブラックウォールナット柄 HF-46P34-c-4WS-5168E

ブラックウォールナット柄 横柄→WS-3169E HF-05,41P35-b-5WS-5169E

マホガニー柄 HF-44P34-d-2WS-5170E

シャークウッド柄 HF-29,30P36-c-3WS-5171E

エルム柄 横柄→WS-3172E ◯ HF-69P34-a-3WS-5172E

エルム柄 横柄→WS-3173E ◯ WE-5173HF-43P36-c-1WS-5173E

レオ柄 HF-52P26-c-3WS-5176E

レオ柄 HF-48P32-b-3WS-5178E

レオ柄 HF-43P36-b-4WS-5179E

エルム柄 HF-42P26-a-4WS-5180E

エルム柄 HF-64P30-d-2WS-5181E

エルム柄 HF-23P34-b-3WS-5182E

シダー柄 HF-50P28-d-2WS-5183E

オーク柄 HF-63P29-a-5WS-5184E

オーク柄 HF-32P29-d-6WS-5185E

ブラックウォールナット柄 HF-67P31-b-7WS-5186E

ブラックウォールナット柄 HF-23P33-c-5WS-5187E

ブラックウォールナット柄 HF-04P34-b-4WS-5188E

ウェンジ柄 HF-19P31-b-8WS-5189E

ウェンジ柄 HF-43P34-c-1WS-5190E

エルム柄 横柄→WS-3191E HF-53P30-c-3WS-5191E

アッシュ柄 HF-57P27-b-8WS-5192E

オーク柄 HF-09P28-c-2WS-5193E

オーク柄 HF-32P29-d-8WS-5194E

ブラックウォールナット柄 HF-22P33-c-8WS-5195E

ブラックウォールナット柄 HF-04P35-a-8WS-5196E

アッシュ柄 HF-69P39-a-7WS-5197E

単色（梨地マット調） 同色レザー柄→WS-907EP38-c-4WS-6001E

チェスナット柄 P27-a-5.6,d-5 HF-38WS-5198E

ヨーロピアンウォールナット柄 P27-a-7.8WS-5199E

オーク柄 近似色横柄→WS-3207EP30-a-3.4WS-5200E

ヨーロピアンウォールナット柄 P32-a-3.4

単色（梨地マット調） P39-b-5WS-6002E

単色（梨地マット調） 同色レザー柄→WS-908EP39-c-5WS-6003E

単色（梨地マット調） P39-c-8WS-6004E

単色（梨地マット調） 同色木目柄→WS-5154EP39-b-6WS-6005E

単色（梨地マット調） 同色木目柄→WS-5155EP39-b-8WS-6006E

単色（梨地マット調） P39-c-6WS-6007E

単色（梨地マット調） 同色レザー柄→WS-911EP39-c-7WS-6010E

P38-c-2WS-6011E

同色木目柄→WS-5197EP39-b-7WS-6012E

単色（梨地マット調）

単色（梨地マット調）

NEW

※連動品番…同色近似色

INDEX

※ 　　  は2020年発表の新柄です。NEW

2020年夏 廃番品　Discont inued i tems

EBFW-1133　EBFW-1163　EBFW-1165　EBFW-1168　EBFW-1173　EBFW-1183

EBFW-1188　EBFW-1207　EBFW-1213　EBFW-1214　EBFW-1215　EBFW-1218

EBFW-1220　EBFW-1225

2020年夏 廃番品　Discont inued i tems

WS-261E　  WS-867E  　WS-3022E　WS-3096E　WS-3130E　WS-3142E　WS-3147E

WS-3157E　WS-3159E　WS-3161E　WS-3168E　WS-5111E　WS-5138E　WS-5139E

WS-5153E　WS-5161E　WS-5163E　WS-5177E　WS-6008E　WS-6009E

INDEX

1×6尺（溝なし）限定のデザインで板目柄です。1X6

オーク柄 P63EBFW-1131

オーク柄 P74EBFW-1135

チェスナット柄 P49EBFW-1139

ブラックウォールナット柄 P79EBFW-1143

アメリカンチェリー柄 P86EBFW-1146

チーク柄 P89EBFW-1150

アッシュ柄 P50EBFW-1153

オーク柄 P101EBFW-1158

ブラックウォールナット柄 P96EBFW-1159

オーク柄 P72EBFW-1161

オーク柄 P57EBFW-1166

オーク柄 P65EBFW-1167

オーク柄 P76EBFW-1169

ブラックウォールナット柄 P66EBFW-1172

ブラックウォールナット柄 P95EBFW-1174

ローズウッド柄 P99EBFW-1175

オーク柄 P54EBFW-1176

エルム柄 P56EBFW-1177

エルム柄 P73EBFW-1179

ヒッコリー柄 P59EBFW-1180

ヒッコリー柄 P71EBFW-1181

ヒッコリー柄 P84EBFW-1182

ヒッコリー柄 P55EBFW-1193

エルム柄 P68EBFW-1194

オーク柄 P75EBFW-1195

オーク柄 P64EBFW-1196

オーク柄 P83EBFW-1197

アッシュ柄 P53EBFW-1192

オーク柄 P93EBFW-1198

メイプル柄 P60EBFW-1199

オーク柄 P58EBFW-1201

ブラックウォールナット柄 P77EBFW-1216

ブラックウォールナット柄 P80EBFW-1217

ブラックウォールナット柄 P92EBFW-1219

NEW

チーク柄 P88EBFW-1226

オーク柄 P61EBFW-1227

オーク柄 P67EBFW-1228

ブラックウォールナット柄 P90EBFW-1229

ブラックウォールナット柄 P97EBFW-1230

アッシュ柄 P81EBFW-1231

アッシュ柄 P94EBFW-1232

サペリ柄 P98EBFW-1206

アメリカンチェリー柄 P91EBFW-1208

オーク柄 P82EBFW-1210

ヨーロピアンパイン柄 P70EBFW-1212

1X6ヨーロピアンパイン柄 P69EBFW-1211

エルム柄 P78EBFW-1221

メイプル柄 P85EBFW-1222

アメリカンチェリー柄 P87EBFW-1223

1X6オーク柄 P100EBFW-1224

1X6オーク柄 P62EBFW-1233

ヒッコリー柄 P44EBFW-1234

オーク柄 P47EBFW-1235

オーク柄 P46EBFW-1236

ヒッコリー柄 P45EBFW-1237

オーク柄 P48EBFW-1238

柄/樹種
Pat te rn / Spec ies

1×6尺（溝なし）
柄限定

頁・番地
Page

品番
Par t number

アッシュ柄EBFW-1191 EBFW-1192

ヨーロピアンパイン柄EBFW-1211 EBFW-1212

EBFW-1224 同柄は無

EBFW-1227（近似色）オーク柄EBFW-1233

柄/樹種 ５寸幅フロア対応品番品番

※EB-Fはナチュラル感を表現するため、変化のある木目キャラクターと濃淡差を出した柄デザ
インになっています。
※印刷物のため、実物と色が異なります。色、及び柄スケールについては実物サンプルでご確認
ください。

アッシュ柄 P52EBFW-1191 1X6

ヨーロピアンウォールナット柄 P51EBFW-1129

柄/樹種
Pat te rn / Spec ies

1×6尺（溝なし）
柄限定

頁・番地
Page

品番
Par t number

・直貼り仕様には対応できません。
・5寸幅フロア対応品番は板柾柄になります。

ブラックウォールナット柄 横柄→WS-3203EP33-a-5.6WS-5203E

クラフトウッド柄 P31-b-5.6WS-5204E

クラフトウッド柄 P35-a-5.6WS-5205E

NEW

NEW

WS-5201E NEW

ブラックウォールナット柄 横柄→WS-3202EP31-a-5.6

HF-07

HF-47

HF-10

HF-11

HF-01

HF-26

HF-23WS-5202E NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

近似色横柄→WS-3206E

同色単色→WS-6012E

※ 　　  は2020年発表の新柄です。NEW

L
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Page

品番
Par t number

柄/樹種
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備考
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Page

品番
Par t number

単色 WS連動品番→WS-4007E-SP105-b-5GM-01

単色 WS連動品番→WS-4002E-SP105-b-6GM-03

単色 WS連動品番→WS-504E-S , WS-4014E-SP105-c-6GM-504

マコレ柄 WS連動品番→WS-5021EP104-a-4GM-5021

パリサンダー柄　 WS連動品番→WS-5057EP104-b-4GM-5057

シカモア柄　 WS連動品番→WS-5099EP104-a-2GM-5099

ダオ柄 WS連動品番→WS-5115EP104-a-1GM-5115

ダオ柄 WS連動品番→WS-5124EP104-b-1GM-5124

WS連動品番→WS-5107Eブラックウォールナット柄 P104-b-2GM-5107

WS連動品番→WS-5114Eオーク柄 P104-b-3GM-5114

シャークウッド柄 WS連動品番→WS-5171EP104-c-1GM-5171

単色 WS連動品番→WS-4002E-SP105-c-5GMP-4002

単色 WS連動品番→WS-6002EP105-c-7GM-6002

単色 WS連動品番→WS-6003EP105-c-8GM-6003

単色 エッジテープ対応品番P106-a-1PF-01

単色 エッジテープ対応品番P106-a-4PF-02

単色 エッジテープ対応品番P106-a-2PF-03

クラフトウッド柄 エッジテープ対応品番P107-b-9PF-04

ヘアライン柄 エッジテープ対応品番P107-a-8PF-05

単色 エッジテープ対応品番P106-c-4PF-06

単色 P106-c-1PF-12

単色 P106-c-2PF-13

単色 P106-c-3PF-14

単色 P106-b-4PF-20

単色 P106-b-3PF-21

シダー柄 エッジテープ対応品番P107-a-9PF-24

ヨーロピアンウォールナット柄 エッジテープ対応品番P107-b-10PF-30

エボニー柄 エッジテープ対応品番P107-b-8PF-31

クラフトウッド柄 エッジテープ対応品番P107-a-7PF-34

単色 エッジテープ対応品番P106-b-1PF-50

単色 P106-b-5PF-51

単色 エッジテープ対応品番P106-b-2PF-52

アメリカンチェリー柄 P107-b-6PF-53

ブラックウォールナット柄 エッジテープ対応品番P107-b-7PF-54

シダー柄 P107-a-10PF-55

単色 P106-a-3PF-56

単色 P107-c-6T-FW

単色 P107-c-7T-W

単色 P107-c-8T-B

単色 P107-c-9T-G

2020年夏 廃番品　Discont inued i tems

GM-815    GM-844    GM-879（MM-02）    GM-5170

INDEX/

WS推奨品番品番
Par t number

WS-5159E , WS-5204EHF-01

WS-201EHF-02

WS-3094E , WS-5094E , WS-5147E , WS-5188E , WS-5196EHF-04

WS-3169E , WS-5169EHF-05

WS-260E , WS-3087E , WS-3156E , WS-5023E , WS-5087E , WS-5115E , WS-5120E,  WS-5156E , WS-5199EHF-07

WS-5043E , WS-5101EHF-08

WS-5193EHF-09

WS-5103E , WS-5201EHF-10

GR-010 , WS-3167E , WS-3203E , WS-5106E , WS-5123E , WS-5167E , WS-5203EHF-11

WS-203EHF-12

WS-5099EHF-14

WS-3033E , WS-5033E , WS-5130EHF-17

WS-3060E , WS-5060E , WS-5189EHF-19

WS-879E , WS-5195EHF-22

WS-3202E , WS-5092E , WS-5182E , WS-5187E , WS-5202EHF-23

WS-857E , WS-5205EHF-26

WS-5137EHF-28

WS-404E , WS-5057E , WS-5114E , WS-5171EHF-29

WS-3165E , WS-5171E , WS-5165EHF-30

WS-871E , WS-5004E , WS-5185E , WS-5194EHF-32

WS-5107E , WS-5124EHF-36

WS-266E , WS-967E , WS-3140E , WS-4101E-S , WS-4102E-S , WS-5119E , WS-5140E , WS-5198EHF-38

WS-5102EHF-39

GR-011 , WS-3169E , WS-5169EHF-41

WS-5180EHF-42

WS-3173E , WS-5173E , WS-5179E , WS-5190EHF-43

WS-5022E , WS-5170EHF-44

WS-844EHF-45

WS-815E , WS-5168EHF-46

WS-3091E , WS-3207E , WS-5091E , WS-5200EHF-47

WS-3034E , WS-3148E , WS-5034E , WS-5148E , WS-5178EHF-48

WS-3163E , WS-5096E , WS-5157E , WS-5183EHF-50

WS-3021E , WS-3135E , WS-5021E , WS-5135EHF-51

WS-819E , WS-823E , WS-5176EHF-52

WS-3191E , WS-5191EHF-53

WS-3127E , WS-3162E , WS-5127E , WS-5162EHF-54

WS-3167E , WS-5122E , WS-5167EHF-55

WS-5192EHF-57

WS-3128E , WS-5128EHF-58

WS-5152EHF-59

HF-60

WS-5154EHF-61

WS-5155EHF-62

WS-3141E , WS-3166E , WS-3206E , WS-5141E , WS-5166E , WS-5184EHF-63

WS-5142E , WS-5181EHF-64

WS-3158E , WS-5158EHF-66

WS-3160E , WS-5160E , WS-5186EHF-67

WS-3164E , WS-5164EHF-68

WS-3172E , WS-5055E , WS-5172E , WS-5197EHF-69

（HF）品番ラインナップハイフレーム

※ 　　  は2020年発表の新柄です。NEW

ブラックウォールナット柄 P107-a-6PF-57 NEW

WS連動品番→WS-5186Eブラックウォールナット柄 P104-a-3GM-5186 NEW

NEW

NEW

※ 赤字の品番は2020年発表の新柄です。
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樹種説明

※ 赤字の品番は2020年発表の新柄です。

樹種の特徴樹　　種 品　　番

主に北米で産出され、心材は淡黄褐色で豊かな色調と縮杢（チヂミモク）が特徴
です。時に濃淡のはっきりとした縞模様が出ることがあります。家具をはじめ椅子
や壁材など内装材に使われるほか、粘りがあるため野球のバットにも使われてい
ます。

アッシュ
A sh

WS-5152E･WS-5154E･WS-5155E･WS-5192E･WS-5197EWS

EBFW-1153･EBFW-1191･EBFW-1192･EBFW-1231･EBFW-1232EB-F

アメリカンチェリーは高級家具の材料として、古くから家具材として利用されてい
ます。心材は明るい琥珀色ですが、時を経て赤みを増し、艶と色合いが深まり、美
しさを増していきます。シェーカー家具に多く使用され、家具職人は「ニューイング
ランドマホガニー」と呼んで愛用していました。

アメリカンチェリー
A mer ican Cher r y

WS-5103E･WS-5122EWS

PF

EBFW-1146･EBFW-1208･EBFW-1223

PF-53

EB-F

デザイン化された木目として、新たな柾目表現を追求したDNPオリジナル木目柄
です。人の手間をかけたうづくり表現などクラフト感（手づくり感）を活かした新し
い木目を表現しています。

クラフトウッド
Craf t  Wood

WS-967E･WS-5204E･WS-5205EWS

PF PF-04･PF-34

東アジア一帯に広く分布するクスノキと同種の樹種。心材は紅褐色の散孔材で、
木理の交錯、乱れなどで美しいタブ杢が出る場合があります。家具、建材用途に
幅広く使用されています。

タブノキ
Tabunok i WS-5023EWS

主にヨーロッパで分布しており、白を基調とした木肌と装飾的な縮杢（チヂミモク）
が特徴の高級材です。特に強い縮杢の出るものは重宝され、高級家具をはじめ、
有名なストラディバリウスのバイオリンやヴィオラの部材として使われています。

シカモア
Sycamore

WS-5099E

GM-5099

WS

GM

日本建築には欠かせない材であり、クセのない木目が好まれています。真っ直ぐに
育つため均質な良材が多く、軽軟で加工性も良いため、構造材としても装飾材とし
ても幅広く使用されています。

シダー（スギ）
Cedar

WS-5183E

PF-24･PF-55

WS

PF

サペリは中央アフリカを産地とする広葉樹です。色は赤褐色で縞や杢が多彩に現
れ、またその表情は時間経過でより味わい深くなるため、装飾性の高い家具、楽器
などに用いられています。世界的な銘木であるマホガニーとの類似性から代替材
として扱われることがありますが、サペリ自体非常に個性的な樹種で人気が高く
なっています。

サペリ
Sapel l i EBFW-1206EB-F

まるで鱗のような独特な木目が名前の由来です。その他の呼称として｢レースウッド」
や、楢の虎斑にも見えるため｢シルキーオーク」があります。主な原産地はオースト
ラリアであることから古くはブーメラン等の材料として用いられていましたが、装
飾性に優れているため、高級家具やギター等の楽器へと展開されています。

シャークウッド
Shark Wood

WS

GM

WS-5171E

GM-5171

チークは古くから高級な素材として、高級列車のオリエント急行や20世紀を代表
する豪華客船クイーンエリザベス2号の内装などにも使用された樹種です。インド
ネシアやタイ、ミャンマーなどに生育し、油分を含んだしっとり感と、時間の経過で
深みを増していく美しい木目は、まさに「木の宝石」といった気品のある優雅さが
漂います。

チーク
Teak

WS WS-3148E･WS-5148E

EBFW-1150･EBFW-1226EB-F

東南アジアからオセアニアにかけて広く分布し、産地によってダオ、レオと呼び名
が変わります。独特の縞模様と濃淡のはっきりした美しい木肌が特徴です。近年
では家具や建具などに幅広く使用されており、縞の強いものほど高級材として流
通しています。

ダオ（レオ）
Dao Wood,
Melon Dao

WS-857E･WS-5115E･WS-5124E･WS-5176E･WS-5178E･WS-5179E

GM-5115･GM-5124

WS

GM

東アジアに分布し、日本の北海道産が優良材とされています。実の核の表面がごつ
ごつしていることから、日本では鬼の面に例えて「オニグルミ」とも呼ばれています。
北半球に広く分布するウォールナットと同種です。明るく柔らかい色調と味わい
深い木味が特徴で、塗装もし易く、家具や建具、床材に使われています。

クルミ
Walnut WS-815E･WS-5137EWS

カメルーン、ガボンなどのアフリカ中央部で産出され、淡い黄褐色の地に黒褐色で
リップルマークと呼ばれるさざなみのような縞が出るのが特徴です。硬く、重く、
非常に強度が高いため、高級な家具やテーブルなどに使用されていた他、かつては
スキー板の材料としても使用されていました。

ウェンジ
Wenge WS-5189E･WS-5190EWS

アフリカや東南アジアで産出され、輝くような漆黒色をベースに縞模様が特徴の
世界有数の貴重材です。特にインド半島の原生林で産出される真黒檀（マコク
タン）は最高級材として珍重されており、家具をはじめ、床材や内装材としても使用
されています。

エボニー（コクタン）
Ebony PF-31PF

北半球の暖帯から温帯に幅広く分布し、淡灰褐色の優しい色調が特徴です。国産
のニレと同じ種類です。壁面など建材としても幅広く使われており、強靭な材質で
あるために船舶、車両内装材にも使われています。

エルム（ニレ）
Elm

EBFW-1177･EBFW-1179･EBFW-1194･EBFW-1221

WS-3140E･WS-3141E･WS-3156E･WS-3158E･WS-3172E･WS-3173E･
WS-3191E･WS-5140E･WS-5141E･WS-5142E･WS-5156E･WS-5157E･
WS-5158E･WS-5172E･WS-5173E･WS-5180E･WS-5181E･WS-5182E･
WS-5191E

WS

EB-F

世界中で数百種類存在し、産地として特に有名なのは北米とヨーロッパです。特に
ヨーロッパでは木々の中でひと際大きく、立派になることから「森の王(King of 
Forest)」と呼ばれています。その名のとおり、すべてを包み込んでくれるようなナ
チュラルな風合いと味わい深い質感が愛され、床材はもちろん、家具、船舶、ワイン
やウイスキーの樽など様々な用途に使用されてきました。

オーク
Oak

GM-5114GM

EBFW-1131･EBFW-1135･EBFW-1158･EBFW-1161･EBFW-1166･
EBFW-1167･EBFW-1169･EBFW-1176･EBFW-1195･EBFW-1196･
EBFW-1197･EBFW-1198･EBFW-1201･EBFW-1210･EBFW-1224･
EBFW-1227･EBFW-1228･EBFW-1233･EBFW-1235･EBFW-1236･
EBFW-1238

WS-871E･WS-3127E･WS-3128E･WS-3162E･
WS-3163E･WS-3164E･WS-3165E･WS-3206E･WS-3207E･WS-5096E･
WS-5101E･WS-5102E･WS-5114E･WS-5127E･WS-5128E･WS-5130E･
WS-5162E･WS-5164E･WS-5165E･WS-5184E･WS-5185E･WS-5193E･
WS-5194E･WS-5200E

WS

EB-F

樹種の特徴樹　　種 品　　番

日本全国に広く分布している環孔材で、灰白色の明るい色調が特徴です。磨くと
美しい木肌と力強い導管が強調されます。耐久性があり、家具や食器などインテ
リア素材として幅広く使用され、秋には栗の実をつけることでも有名です。

チェスナット（クリ）
Chestnut

WS-5119E･WS-5198E

EBFW-1139

WS

EB-F

欧米で幅広く分布しており、明るい色調と細かい木肌が特徴です。国産のカバと
同じ種類です。塗装による仕上がりの良さから、家具をはじめ建具、フローリング
材まで幅広く使われています。

バーチ
Birch WS-5004EWS

東インドやマダガスカルに分布しており、全体に深みのある濃褐色で、黒い縞模様
が特徴です。重硬で狂いが少なく、虫がつきにくいので、高級家具、キャビネット、
楽器などに使用されています。

パリサンダー
Pal isander

WS-5057E

GM-5057

WS

GM

北米クルミとも呼ばれ、主に北米東部で産出されます。淡褐色で年輪が明瞭で、
硬く強靭なのが特徴です。その強靭さから古くはゴルフクラブのシャフトに使用さ
れていました。

ヒッコリー
Hickor y

EBFW-1180･EBFW-1181･EBFW-1182･EBFW-1193･EBFW-1234･
EBFW-1237

EB-F

ヨーロッパ、アジアに幅広く分布し、心材が赤褐色の木理が均一でおとなしい散
孔材で、果樹材の梨の木のことです。ろくろ細工用として使用される他、椅子など
の家具、象嵌細工、楽器などに使用されています。フランス、ドイツ産が最上とさ
れ、根強い人気があります。

ペア
Pear WS-879EWS

世界三大銘木のひとつとして数えられるブラックウォールナット。高貴な印象を
与える独特の杢などの美しさと相まって、富の象徴として王族や貴族の間で愛さ
れ、17世紀後半ヨーロッパの家具市場はその人気から「ウォールナットの時代」
と呼ばれていました。主な産地は北米で、濃い紫褐色の穏やかで流れるような
美しい木目を持ち、優れた性質を兼ね備えていることから現在でも人気の高い
樹種です。

ブラックウォールナット
Black Walnut

EBFW-1143･EBFW-1159･EBFW-1172･EBFW-1174･EBFW-1216･
EBFW-1217･EBFW-1219･EBFW-1229･EBFW-1230

GR-010･GR-011･WS-3060E･WS-3087E･WS-3169E･WS-3202E･
WS-3203E･WS-5055E･WS-5060E･WS-5087E･WS-5106E･WS-5107E･
WS-5123E･WS-5147E･WS-5168E･WS-5169E･WS-5186E･WS-5187E･
WS-5188E･WS-5195E･WS-5196E･WS-5202E･WS-5203E

WS

PF-54･PF-57PF

GM-5107･GM-5186GM

EB-F

マコレはコートジボワール、ガーナ、ナイジェリアなど西アフリカ原産の広葉樹で、
家具、床材として使用されたり、住宅や客車などの高級な内装材として利用される
こともあります。イギリスではチェリーマホガニー、アメリカではアフリカンチェ
リーと呼ばれているように、マコレのもつ桜のような繊細な木肌となめらかな表情
が特徴です。

マコレ
Makore

WS

GM

WS-3021E･WS-5021E

GM-5021

16世紀にカリブで発見されたことから「カリブの宝」と呼ばれています。古くは宮
殿、ホテルや豪華客船の内装、家具などとして、世界中で使用されてきました。中
でも中南米産の「ホンジュラスマホガニー」が最高級とされています。組織の粗密
や製材方法によってリボン杢や玉杢などが現れ、杢の特徴を活かした高級家具が
有名です。

マホガニー
Mahogany

WS WS-5170E

カナダ国旗のメイプルリーフで広く知られているカエデ科の木材です。明るい色
合いの中にも、優しい木目ときらきらと光る杢、自然な色むらが映える材で、樹に
よって現れる鳥の目のような模様（鳥眼杢＝バーズアイ）や波状模様（ヴァイオリ
ン杢）が特徴で、欧米では古くから家具などに重宝されてきました。硬質で、衝撃
に強いことから床材としても好まれ、共鳴性が良いことからヴァイオリンやギター
などの楽器にも使用されています。

メイプル
Maple

WS WS-201E･WS-203E

EBFW-1199･EBFW-1222EB-F

ヨーロッパで幅広く産出されるチェリー材で、明るく柔らかい色調が使い込むほ
ど美しい飴色になり、高級感が増します。椅子などの家具をはじめ楽器、建具造
作材に幅広く使われており、最近では産出量が少なくなっていることから、人気が
高まっています。

ヨーロピアンチェリー
European Cherry WS-3166E･WS-3167E･WS-5043E･WS-5166E･WS-5167EWS

北欧～シベリアに広く分布するマツ科の樹木で、北欧家具にも使われる優良材と
して古くから人気があります。用途も従来の構造材としてだけでなく、最近では着
色塗装により建具材や床材として広く使用されています。

ヨーロピアンパイン
European Pine EBFW-1211･EBFW-1212EB-F

ヨーロッパで産出されるウォールナットの総称で、イタリアではノーチェと呼ばれ
親しまれています。ブラックウォールナットに比べ、明るく柔らかい木味感と独特
の抑揚・色変化があり、欧州家具や建具造作材で人気となっています。

ヨーロピアンウォールナット
European Walnut

WS-260E･WS-266E･WS-404E･WS-819E･WS-823E･WS-844E･
WS-3033E･WS-3034E･WS-3091E･WS-3094E･WS-3135E･WS-5022E･
WS-5033E･WS-5034E･WS-5091E･WS-5092E･WS-5094E･WS-5120E･
WS-5135E･WS-5199E･WS-5201E

PF-30

EBFW-1129

WS

PF

EB-F

中南米の熱帯から亜熱帯に広く分布しており、心材は赤紫褐色から暗褐色で黒色
に近い縞を有します。材は重厚で磨くと美しい光沢を発し高級家具や唐木細工、
楽器など幅広く用いられています。かすかなバラの花のような香りを発するため、
ローズウッドと呼ばれています。

ローズウッド
Rose Wood EBFW-1175EB-F

ユーカリは成長が非常に早く計画的に生産できる持続可能な木材資源として注目
を集めています。2010年以降イタリアのラグジュアリーメーカーがこの樹種を採
用し多くの美しい家具が創出されています。当初は主要樹種の代替的扱いでした
が、多彩な加工方法と独自の木理を生かし確固たる存在感を示しています。

ユーカリ
Euca lyptus WS WS-3160E･WS-5159E･WS-5160E

※本商品は印刷物ですので、ここに例示されている樹種（材料）を実際に用いた製品ではありません。
※樹種名は建築・建材業界で一般に使われている用語を参考にしていますので、学術的な木の名称とは異なる場合があります。

All products indicated in this catalogue are gravure-printed under copyright “Dai Nippon Printing Co.,Ltd.” and contain no real woodgrain fiber.
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JAS合板規格
耐水B試験準拠
60±3℃の温水中に1時間浸せき後、60±3℃の恒温器中で2時間乾燥する
工程を2回繰り返し、室温に達するまで放置する。

耐水性 著しい変化無し

JAS合板規格
寒熱繰り返しC試験準拠
60±3℃×2時間放置↔－20±3℃×2時間放置の工程を2回繰り返し、
室温に達するまで放置する。

耐ヒートサイクル性 著しい変化無し

自主規格耐候性 著しい外観変化無しサンシャインカーボンアーク・ウェザーメーターで2000時間連続試験

自主規格
下記溶剤にてラビング試験
荷重：1500g   50往復回
エタノール、石油ベンジン、ラッカーシンナー、酢酸エチル、トルエン

性能データ及び留意点

表面性能データ
試験方法 試験結果試験項目 規　格

自主規格耐熱水性 著しい変化無し沸騰水中に1分間浸せき後、風乾する。

自主規格耐熱性 著しい変化無し60℃±5℃のギアオーブン中で48時間放置試験

自主規格エンボス堅牢度 エンボス消失無し100℃±5℃のグリセリン中に30秒浸せき試験

JAS合板規格耐汚染性 著しい汚染無し

耐溶剤性 著しい変化（艶変化）無し

自主規格

スチールウールラビング試験
荷重：1500g　20往復回（#0000）自主規格耐擦傷性 著しい変化無し

JAS合板規格耐摩耗性 化粧または化粧面の材料50%以上残存摩耗C試験準拠
軟質摩耗輪：CS-17　200回転　総荷重：1000g

汚染A試験準拠
事務用青色インク、黒色油性インキ、赤色クレヨンでそれぞれ線を引く。
4時間放置後、溶剤又は洗剤を含ませた布で拭取る。

下記汚染物質を滴下、2時間放置後、綺麗に拭取る。
1%HCI水溶液、2%NaOH水溶液、石油ベンジン耐薬品性 著しい変化無し

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。
● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社試験結果の代表的なものを標記しております。仕様、配色、柄、艶、テクスチャーなどの違いによって、データが異なることがあります。
● 本見本帳掲載の製品は、オレフィンをベースに、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど厚生労働省の指針対象物質（13VOC）を使用しておりません。
● 上記データについて、ご不明な点がございましたら、お問合せください。

（2020年5月現在）

加工・施工上の注意点
■表面処理の性質上、重ね貼りにおける密着強度が得られ難いため、ラッピング加工などでのシートの重ね貼り加工は、十分注意してください。
■ホワイト系シートについては、濃色品番に比べ、傷付きによる汚れが目立ちやすいため、加工・施工時の取扱いには十分注意してください。
■横柄シートを並べてジョイントする際は、継ぎ目が目立ちやすいので柄の全体レイアウトを事前にご確認ください。
■異型押出しラッピングの際は、シートを伸ばし過ぎますと、表面に艶退けが発生することがありますので、注意が必要です。
　また、真空プレス機による深絞り成型はお奨めしません。
■熱により、化粧板表面のシートに膨れが生じる場合がありますので、投光器、ドライヤー、暖房機などの熱源には、近づけないよう注意してください。
■使用する基材により、表面の見え方（色調）に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

製品の取扱い及び保証について
■製品は、保管時の温度や湿度によっては変形などの不具合を発生する
　場合がありますので、下記のような取扱い及び保管は避けてください。
　（1）高温多湿の場所での保管。
　（2）製品保証期間を超える長期保管並びに積み重ね保管。
　（3）直射日光に暴露されるような保管。
　尚、製品の保証期間は、弊社より出荷後、3ヶ月とさせていただいております。
　基材との貼り合わせは、製品納入後、上記保証期間内にお願いいたします。

● 製品評価や加工条件の設定などに際しての取扱い詳細は、お問合せください。

使用部位に関する留意点
WSサフマーレは、汎用内装建材として製品設計されていますが、半戸外など直射日光が連続的に当たり、水分の付着が想定されるなどの用途
には、使用しないでください。半戸外

基材が木質系の場合、硬いものが当たると凹みが生じます。施工後は、必ず、養生カバーをしていただき、特に、コーナー部を保護してください。ドア枠・開口枠

通常使用で、衝撃や摩耗の少ない場合、使用上、特に問題はありませんが、擦り傷・凹み傷などには十分ご注意ください。
また、熱湯の入ったヤカンを置くなどの著しい熱衝撃が加えられた場合、艶変化、膨れなどが予想されますので、ご注意ください。カウンタートップ（玄関収納・電話台 etc.）

床関連用途は、摩耗頻度や摩耗の際の負荷荷重が大きいため、シート表面の摩耗や擦り傷・艶変化などが生じる恐れがありますので、ご使用される
場合には、ご注意ください。床関連部材（上がり框・床見切り・沓摺 etc.）

＊記載内容は2020年5月現在のものです。製品改良のため、予告なく変更することがあります。こ了承ください。

補修・メンテナンスについて
■基本的には、下記補修方法で問題ありませんが、表面処理の性質上、密着強度が得られ難いため、再塗装及びシートを重ね貼りする場合は、サンドペーパー（#400）で十分に研磨し、密着材を塗布する
　など十分な下地処理をお奨めします。また、表面の意匠表現や凹凸表現の豊かなものが幾つかあり、下記の一般的な補修方法では対応が難しい場合がございます。

油性の汚れ（マジックインキ・クレヨンなど） 中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。※1
泥・ホコリ・調味料など

汚れ関係

濡れ雑巾または中性洗剤で軽く拭取ってください。※1

接着剤・塗料 汚れが広がらないよう、すぐに中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。※1
艶ムラなどが生じた場合は、艶調整用スプレー（エコスターなど）を補修箇所周囲によく馴染むように塗布してください。

艶変化・艶ムラ 硬いもので強く擦ったり、誤って熱湯をかけた場合などに生じた艶変化・艶ムラは、
艶調整用スプレー（エコスターなど）を補修箇所周囲によく馴染むように塗布してください。

白化した部分に、同色のEcoタッチアップマーカー（商品名）を塗った後、指などで軽くぼかし、
艶調整用スプレー（エコスターなど）を補修箇所周囲によく馴染むように塗布してください。白化

傷  関  係
擦り傷・ささくれ ささくれ立った箇所をサンドペーパー（#400など）またはカッターナイフで取り除き、白化した部分に同色のEcoタッチアップマーカー

（商品名）を塗った後、指などで軽くぼかし、艶調整用スプレー（エコスターなど）を補修箇所周囲によく馴染むように塗布してください。

釘穴・凹み・引っ掻き傷
釘穴やドライバーなどを落として出来た穴や鋭利なもので削れた傷は、ささくれ立った箇所や基材のバリをサンドペーパー（#400など）
またはカッターナイフで取り除き、同色のパッチャルペンシルまたはハードワックスを埋め込み、ヘラなどで形を整形し、艶調整用スプレー
（エコスターなど）を補修箇所周囲によく馴染むように塗布してください。

● 補修部分の性能は、シート本来の性能と異なりますので、予めご了承願います。
● 「Ecoタッチアップマーカー」、「パッチャルペンシル」、「ハードワックス」、「エコスター」は、株式会社キャンディルデザインの商品です。詳細はこちらまでお問合せください。
　 （TEL：03-3737-1421 URL：http://www.house-box.co.jp/）
● また、補修作業に関してご不明な点がございましたら、専門の補修業者である株式会社バーンリペア（TEL：03-5227-1301/06-6990-1361 URL：http://www.burn-repair.co.jp/）、
　 株式会社キャンディルテクト（TEL：03-5623-6850 URL：http://www.leyon.com/）などにお問合せください。
※1 導管部に汚れが残った場合は、中性洗剤もしくはアルコールに歯ブラシなどを浸し、軽く擦って除去した後、水で拭取ってください。

耐クラック性床暖房
対応性

外観変化無し

耐水性 外観変化無し

耐汚染性

表面性能データ

試験項目 試験方法 方法詳細
突板カラーフロアー

試験結果

EB-F
規　格

耐熱性

抗菌性

軽微目ヤセ発生

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
性

耐アンモニア性

耐
久
性

変色、表面割れ

耐擦傷性耐傷性 傷発生

耐候性

耐摩耗性

溝部周辺変色

耐焦性

その他

燃え広がり無し
（但し焦げ跡あり）

耐滑り性
（初期性能）

自主規格

自主規格

JAS合板規格

自主規格

自主規格

自主規格

JAS規格

自主規格

自主規格

自主規格

JIS・ISO規格

寒熱繰り返し試験
80±3℃×2時間放置↔－20±3℃×2時間放置の工程を
10回繰り返し、室温に達するまで放置する。

スポット耐水試験（144時間試験）

60℃±5℃のギアオーブン中で96時間放置試験

サンシャインカーボンアーク・
ウェザーメーターで2000時間連続試験

JASフローリング摩耗A試験準拠
研磨紙：S-42　総荷重：1000g

スチールウールラビング試験
荷重：1500g　10往復回（#0000）

汚染A試験準拠
青インキ・赤クレヨン・黒マジックを
塗布し4時間放置後中性洗剤もしくはアルコールにて拭取り

耐アンモニア試験
（18%アンモニア水溶液　24時間試験）

耐シガレット試験

C.S .R . 滑り抵抗値試験（滑り試験機O-Y・PSMを使用）

JIS Z 2801 (ISO22196) 抗菌性試験準拠
非抗菌処理品との比較値（抗菌活性値）を算出

500回転
1000回転

絵柄残0.02
絵柄残0.01

塗膜残0.02
突板摩耗0.05

青インク 外観変化無し 色残り大
黒マジック 外観変化無し 若干色残り
赤クレヨン 外観変化無し 外観変化無し

推奨0.28以上

黄色ブドウ球菌
大腸菌

外観変化無し

外観変化無し

外観変化無し

外観変化軽微

傷無し

外観変化無し

燃え広がり無し
（但し焦げ跡あり）

0.32

2.0以上

0.30

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。
● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社試験結果の代表的なものを標記しております。仕様、配色、柄、艶、テクスチャーなどの違いによって、データが異なることがあります。
● 床材での性能は、使用する台板、溝・実加工形状により性能が異なる場合がありますので、床材メーカーにお問合せください。
● 本見本帳掲載の製品は、オレフィンをベースに、ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなど厚生労働省の指針対象物質（13VOC）を使用しておりません。
● 抗菌性はSIAAの安全性基準に適合しております。また、抗菌性能は全ての菌に対して発現するものではございません。
● 上記データについて、ご不明な点がございましたら、お問合せください。

（2020年5月現在）

ワックス（フロアーポリッシュ）がけについて
■EB-Fは、EBコーティングによる強固な表面保護層を有しておりますので、ワックスがけは特に必要ありません。
■表面は、一般的なワックス密着適性を有しており、ワックスがけは可能ですが、基材仕様・ご使用用途によって密着性が異なりますので、床材メーカーの指定、注意事項などをご確認ください。

加工・施工上の注意点
■熱により、化粧板表面のシートに膨れが生じる場合がありますので、投光器、ドライヤー、暖房機などの熱源には、近づけないよう注意してください。
■有機溶剤により、化粧板表面のシートに膨れが生じる場合がありますので、シンナーなどを含んだ布などを放置しないよう注意してください。
■床施工用接着剤は硬化すると取れません。接着剤が床材表面に付着したら、アルコールを含ませた布ですぐに拭取ってください。
■EB-Fはナチュラル感を表現するため、変化のある木目キャラクターと濃淡差を出した柄デザインになっています。同一梱包内に同じ木目キャラクターや濃淡部が揃ってしまうことがあります。
　施工時には仮並べによる確認をお願いいたします。

使用上の留意点
■椅子の脚などのゴムの種類によって色移りすることがあります。
■シート、カーペット、マットなどをご使用の際、その成分が溶出してフローリング表面に付着したり、着色や変色、艶ムラを発生させる恐れがあります。
■毛染剤や家庭用パーマ液、靴墨などによる汚れはすぐに拭取ってください。放置しておくと取れなくなります。
■タバコ、アイロン、熱いヤカンなどをフローリング上に直接置くと、フローリング表面の損傷の原因になりますので注意してください。
■抗菌性能を維持するため、定期的に汚れを拭き取ってください。

補修・メンテナンスについて
■万が一、シート表面に傷が付いた場合は、一般のフローリング用補修材（充填型スティック、マーカーなど）にて補修が可能です。
　ただし、傷の程度・範囲やご使用場所などによって、補修方法が異なりますので、詳しくは床材メーカー、補修業者などにお問合せください。
　尚、補修材に関してご不明な点がございましたら、専門の補修材業者である株式会社キャンディルデザイン
　（TEL：03-3737-1421 URL：http://www.house-box.co.jp/）などにお問合せください。
　また、補修部分の性能は、シート本来の性能と異なりますので、予めご了承願います。
■シート表面の導管部に汚れが残った場合は、中性洗剤もしくはアルコールに歯ブラシなどを浸し、軽く擦って除去した後、水で拭取ってください。

＊記載内容は2020年5月現在のものです。製品改良のため、予告なく変更することがあります。こ了承ください。
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性能データ及び留意点

（EB鏡面化粧板）

＊記載内容は2020年5月現在のものです。製品改良のため、予告なく変更することがあります。こ了承ください。

表面性能データ
試験方法 試験結果試験項目

コート面にニチバン製工業用テープを圧着し、テープを90°方向に急激に1回剥離コート面密着性 コート面の剥離なし

60℃オーブン中に48時間放置
　

耐熱性 外観変化軽微

サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター（SWOM、ブラックパネル温度63℃設定）500時間照射耐候性 外観変化軽微

下記汚染物質をシート表面に塗布（滴下）し、室温で24時間放置後乾拭き
油性マジック（黒）、水性サインペン、クレヨン（赤）、靴墨（黒）、マニキュア、コーヒー耐汚染性 外観変化軽微

下記薬品をシート表面に滴下し、室温で24時間放置後乾拭き
10%塩酸、10%水酸化ナトリウム、5%酢酸、1%水酸化カルシウム、サンポール、合成洗剤耐薬品性 外観変化軽微

500gの錘を覆ったガーゼに下記溶剤を含ませ、シート表面を20往復ラビング
石油ベンジン、エタノール、トルエン、酢酸エチル、MEK、シンナー、アセトン、ホワイトガソリン耐溶剤性（溶剤ラビング試験） 外観変化軽微

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。 （2020年5月現在）

平面引張試験
（化粧板の場合：VRシート）

裏面
0.4N/mm2以上

ピーリング試験
（収納扉の場合：単色オレフィンシート） 25N/25mm以上

ホルムアルデヒド放散量試験ホルムアルデヒド放散量 平均値0.3ｍｇ/L以下
最大値0.4ｍｇ/L以下

化粧板性能データ
試験方法 試験結果試験項目

ピーリング試験 25N/25mm以上

寒熱繰り返し試験 外観変化軽微

耐水試験

表面

外観変化軽微

摩耗試験 摩耗値200以上

鏡面性変化

環境試験による外観変化 鏡面性変化

鏡面性変化

JAS　合板規格/平面引っ張り試験準拠

常態ピーリング/180度剥離

JAS 合板規格
ホルムアルデヒド放散量試験準拠

常態ピーリング/180度剥離

JAS　合板規格/寒熱繰り返しC試験準拠

JAS　合板規格/耐水C試験準拠

JAS　合板規格/摩耗C試験準拠

60℃48時間

60℃2時間↔ー20℃2時間　10サイクル

40℃湿度90%48時間

● 上記の結果は、表面化粧シートの弊社評価試験データであり、製品の性能保証値ではありません。 （2020年5月現在）

製品に関する留意点
■製品表面にハードコート処理を施していますが、過度な引っ掻きや擦れなどにより艶ムラや傷が付く場合がありますので、取扱いにご注意ください。
■粘着シールなど、製品表面に貼付困難な場合がありますので、予めご了承ください。
■染料系の汚染物が長時間付着すると、シミが若干残る場合がありますのでご注意ください。
■裏面用単色オレフィンシートは、仕様が異なります。製品詳細については別途お問合せください。
■鏡面内装材として製品設計されておりますので、直射日光が連続的に当たる場所での使用は適しません。
■天板・水平面、床面への使用は適しません。
■蒸気など水分が直接かかるような部位、熱がこもる部位などへの使用は適しません。
■熱源（ドライヤー、暖房機器、投光器など）を近づけないようご注意ください。
■連続的な高温によって、膨れ、艶変化など外観支障の恐れがあります。
■鏡面化粧板の表層に硬いものが当たると凹み傷が発生します。
■木質基材の吸放湿により、表面の鏡面性が損なわれる可能性があります。
■改良のため予告なく仕様、アイテムなどを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

メンテナンスについて
■『手垢・泥・ホコリ・調味料などの汚れ』：乾拭き、濡れ雑巾または中性洗剤で軽く拭取ってください。
■『油性の汚れ（マジック・クレヨンなど）・接着剤・塗料』：乾拭き、もしくは中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。
■製品表面に付着した汚れなどを拭取る際に、硬いものを用いたり、強く擦ると、艶ムラや傷付きの原因となりますのでご注意ください。
　また、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は、傷付きの原因となりますので、使用しないでください。
■鏡面仕上げの補修は困難なため、傷をつけないよう十分ご注意ください。

製品の保管・輸送上の注意点
■保管場所は屋内とし、高温多湿の場所は避けて平坦な場所に平置きしてください。
■吸放湿の影響を低減するためストレッチフィルム巻きなどを行ってください。

＊記載内容は2020年5月現在のものです。製品改良のため、予告なく変更することがあります。こ了承ください。

（EB鏡面塗装調シート）

表面性能データ
試験方法 試験結果試験項目

マジック拭取り試験
耐汚染性

乾拭きで拭取り可

スチールウール試験
耐傷性

外観変化なし

鉛筆硬度試験 H

スチールウール試験＋マジック拭取り試験 乾拭きで拭取り可

スチールウール試験＋JAS汚染試験耐汚染性の
持続性 乾拭きで拭取り可

マジック拭取り繰り返し試験 乾拭きで拭取り可

耐熱試験耐熱性 外観変化なし

耐候促進試験耐候性 色調変化軽微

汚染滴下試験 乾拭きで拭取り可

溶剤ラビング試験耐溶剤性 外観変化なし

薬品滴下試験

油性マジックで表面に筆記後、乾拭き

スチールウール#0000で5往復ラビング（1500g荷重）

JIS -K5400準拠（500g荷重）

スチールウール試験後、マジック拭取り試験実施

スチールウール試験後、JAS汚染A試験実施（青インク・赤クレヨン）

同一箇所にてマジック拭取り試験を5回実施

60℃±5℃のギアオープン中に48時間放置

サンシャインカーボンアーク・ウェザーメーター（SWOM、ブラックパネル温度63℃設定）500時間照射

汚染物質を表面に滴下24時間放置後乾拭き
油性マジック（黒）・水性サインペン・クレヨン・赤インキ・靴墨（黒）・マニキュア・コーヒー・カラートリートメント

溶剤を布に含ませ20往復ラビング
石油ベンジン・エタノール・トルエン・酢酸エチル・MEK・シンナー・アセトン・ホワイトガソリン

薬品を表面に滴下24時間放置
10%塩酸・10%水酸化ナトリウム・5%酢酸・1%水酸化カルシウム・サンポール・合成洗剤耐薬品性 外観変化なし

● 表面化粧シートの弊社評価試験データです（保証値ではありません）。汚染除去性能・耐傷性は、永続性を保証するものではありませんのでご了承願います。 （2020年5月現在）

製品に関する留意点
■製品表面にハードコード処理を施していますが、過度な引っ掻きや擦れなどにより艶ムラや傷が付く場合がありますので、取扱いにご注意ください。
■粘着シールなど、製品表面に貼付困難な場合がありますので、予めご了承ください。
■染料系の汚染物が長時間付着すると、シミが若干残る場合がありますのでご注意ください。
■裏面用単色オレフィンシートは、仕様が異なります。製品詳細については別途お問合せください。
■鏡面内装材として製品設計されておりますので、直射日光が連続的に当たる場所での使用は適しません。
■天板・水平面、床面への使用は適しません。
■蒸気など水分が直接かかるような部位、熱がこもる部位などへの使用は適しません。
■熱源（ドライヤー、暖房機器、投光器など）を近づけないようご注意ください。
■連続的な高温によって、膨れ、艶変化など外観支障の恐れがあります。
■鏡面化粧板の表層に硬いものが当たると凹み傷が発生します。
■改良のため予告なく仕様、アイテムなどを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

メンテナンスについて
■『手垢・泥・ホコリ・調味料などの汚れ』：乾拭き、濡れ雑巾または中性洗剤で軽く拭取ってください。
■『油性の汚れ（マジック・クレヨンなど）・接着剤・塗料』：乾拭き、もしくは中性洗剤、エタノールなどのアルコール類または石油ベンジンで軽く拭取ってください。
■製品表面に付着した汚れなどを拭取る際に、硬いものを用いたり、強く擦ると、艶ムラや傷付きの原因となりますのでご注意ください。
　また、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は、傷付きの原因となりますので、使用しないでください。
■鏡面仕上げの補修は困難なため、傷をつけないよう十分ご注意ください。

製品の保管・輸送上の注意点
■鏡面仕上げのため滑りやすくなっており、荷扱いに際しては、積載時や搬送時の荷崩れなど取扱いにご注意ください。
■木屑などの異物が付着したまま化粧板を積載、搬送しますと、表面に凹み、擦り傷などが発生する恐れがあります。異物除去、及び保護フィルムなどの保護材、緩衝材の使用を推奨いたします。
■シートの保管は、宙吊り保管を推奨いたします。
■縦置き保管の場合は、転倒によるシートへの衝撃やシートの滑りによるずれに十分ご注意ください。
■横置き保管の場合は、平坦な場所へ置き、平積み保管し、シートの置き跡に十分ご注意ください。
■シートの保管は、直射日光、高温多湿を避けてください（推奨保管温度30℃以下）。

加工・施工上の注意点

■上記一覧は一応の目安です。事前に加工検証をお願いいたします。
■加工後の仕上がり外観はシート単体での表面状態と異なりますので、事前に加工後の仕上がりを十分ご確認の上、ご使用ください。
■表面の仕上がりは、加工方法、加工形状、基材の種類などにより大きく変わりますので、事前に加工後の仕上がりを十分ご確認の上、ご使用ください。
■Vカット、鋭角/ピン角へのラッピングを行った場合、表面に目に見えないマイクロクラック（細かい亀裂）が発生することがあります。
■化粧板の作成方法及び保管方法によっては、意匠面の経時変化が起きる可能性があります。
■手貼り加工用のタックシートはございません。
■シート瑞部が硬く、鋭利になる場合がありますので、作業には手袋などを着用し、取扱いには十分ご注意ください。
■本製品の上に本製品他シートをラミネートする重ね貼りは接着しないため出来ません。
■出来る限りホコリや木屑の少ない良好な環境下で作業を行ってください。
■切削、木口貼、丁番・取っ手の穴加工、取付け加工、組立加工などの加工時に発生する木屑や異物を、各行程ごとに十分除去した上で、傷付きなどに注意して後行程の作業や積載などの取扱いにご注意
　ください。
■木屑や異物による凹み、擦り傷などの発生抑制には、保護フィルムの付与を推奨いたします。
■施工時及び施工後は、十分に養生を施し、施工・引渡し時まで製品に傷や汚れが付かないようにご注意ください。

真空成型 平貼り Vカット 手貼りラッピング

3R以上 ○ 2次元（3R以上） ○

鋭角、ピン角 × 3次元 ×
×

（櫛曲げ△）○ ×

118p a g e 119p a g e
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■キャスターの直接使用は避けてください。
　車イスを直接使用される場合は営業担当者にご相談ください。
■テーブルやイスなどをひきずりますと、フロアー表面を損傷させる恐れがあります。足先に
　フェルトやゴムキャップ等をつけ、必ずフロアー表面を保護してください。（ゴムキャップは
種類により床材を汚染するものがあります。ご注意ください。）

■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワック
スネオをご使用ください。
　他のワックスは塗りムラ等の原因となります。
■老人ホーム等の公共施設の床には、コミュニケーションタフ・ユカ フィットCPⅡ／CPH
　などの土足用直床をおすすめします。
■熱により特殊オレフィン化粧シートに膨れが生じる場合がありますので、投光器・仮設
　電球・暖房機器等の熱源に近づけないように注意してください。
■床への衝撃はさけてください。床が破損する恐れがあります。

■床衝撃音遮断性能は（財）建材試験センター・（財）日本建築総合試験所（コンクリート
　スラブ厚150㎜）における、床面積約5㎡のときの実験場における測定結果からの、梁
　区画面積約10～15㎡の現状性能の推定値であり、実際の現場における性能は建物
の構造やスラブの種類、梁区画面積や部屋の平面プラン、吸音率などで異なります。
現状での性能を保証するものではありません。
■オトユカアートXは、軽量床衝撃音低減性能を持った床材です。重量床衝撃遮断性能
を向上させたい場合は、DADスペースをご使用ください。
■床暖房を設置した部屋を歩いた時に、歩行感が床暖房を設置していない部分と若干
　異なると感じることがあります。これは床暖房システムの構造上起こりうる現象でやむを
　得ないことです。故障や破損ではなく使用上は特に問題はありません。
■木には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気をはき出して縮
む性質があります。床暖房使用時にはフローリングが乾燥して縮むため、フローリングの
　継ぎ目部分で若干の隙間があいてくることがあります。これは木材の特性上ある程度は
やむを得ない現象ですので、ご理解ください。床暖房を使用しなくなると徐々にフロー
　リングが伸びて隙間が小さくなります。

ご使用・ご採用・施工にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

次世代環境・健康対応型のコーティング技術を採用した「EBフィルム」。
すり傷やひっかき傷、汚れ、日焼けに強く、エコ基材「Eハードベース」との組み
合わせにより、凹み傷やキャスター傷にも強さを発揮します。

EBコーティング技術（Electron Beam:電子線）
EB（電子線）コーティングの特長は、高密度架橋の膜がもたらす、すり傷・汚れ・
日光に強い表面性能で、実用性・品質安定性にすぐれています。また、製造工
程での省エネルギー化やCO2削減が可能な次世代環境・健康対応型のコー
ティング技術です。

■EB樹脂硬化イメージ

塗工樹脂（液体）に電子線
を照射することで、樹脂
に含まれる分子を重合。
一瞬で高硬度の膜（固体）
が得られます。

「EBフィルム」によるメリット。

お手入れ簡単

引っかき傷に強い

鉛筆硬度試験（JIS K 5600 参考試験）：上から圧力を加えた鉛筆で床
材表面を引っかき、凹みや塗膜の白化の程度などを観察します。

耐汚染試験：旧・JAS特殊合板汚染A試験準拠（青インキを塗布し4時間
放置後中性洗剤もしくはアルコールにて拭き取り）

耐候性試験：ウェザーメーターにて100時間照射

汚れに強い 日焼けに強い
引っかき傷がつきにくい

頑固な汚れも拭きやすく、お掃除が簡単。お手入れしやすいノンワックスタイプです。

汚れがつきにくい 日焼けしにくい
■耐候性■耐汚染性■引っかき傷に強い

※     　　は、大日本印刷株式会社の登録商標です。

傷に強く、美しさが長持ち、メンテナンス性にも優れた「　　フィルム」

●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー

サ イ ズ
梱 包・入 数
基 材
表 面
裏 面
縁 加 工
ホルムアルデヒド規制

12.3㎜厚さ、147×905㎜
ダンボールケース24枚（3.19㎡）入り
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
オレフィンシート（大日本印刷製）
両面フラットウレタン系樹脂発泡体（厚3㎜）
四辺本実加工、四周面取り
F☆☆☆☆

オトユカアートX 仕様

「日本複合・防音床材工業会」ホームページ
防音床材の一般的なお手入れ・
使用上のご注意などをご紹介

http://www.jafma.gr.jp/

■すべて受注生産対応品です。
　詳しくは弊社営業担当までご確認ください。
品番は品番一覧表をご参照ください。

防音直張フローリングは防音性能を高めるために、
裏側に特殊クッション材を使用しています。そのた
め、一般のフローリングと比べると歩いた時に柔らか
く沈むような感じがします。これは防音性能を得るた
めの構造上ある程度やむを得ない現象です。逆に転
倒時には衝撃を和らげることができます。

製品特性上ご理解いただきたいこと

防音性能を得るために起きること…………

直張工法 防音床材 上履用 12.3mm厚

■断面形状■平面図

樹脂含浸シート張り裏溝加工合板（厚9.3）
両面フラットウレタン系樹脂発泡体（厚3）

9.
3

12
.3

3

147

14
7

四周面取り

905

（■■■■はシート柄番号）
YB12145-■■■■品番：

すり傷が付きにくい ワックス不要 汚れがとれやすいペットの傷に配慮

すべりに配慮 ホットカーペット対応 床暖房対応低VOC / 抗菌仕様 ホットカーペット対応 床暖房対応すべりに配慮低VOC / 抗菌仕様

オトユカアートX
集合住宅用シート化粧フロアー直張用

（大日本印刷製シート）

軽量床衝撃音低減性能
LL-45／ΔLL(Ⅰ)-4

音環境
軽量床衝撃音

性能はそのままに
薄型化を実現

防音直張フロアー独特の
ふわふわとした

踏み心地を改善するとともに
床鳴り、実落ちのリスクも軽減

薄型化を実現

防音直張フロアー独特の

沈み込みを低減

品質に信頼ある合板基材はそのままに
裏面緩衝材の性能を向上
その結果、直張フロアーで
軽量床衝撃音遮断性能

LL-45/ΔLL(Ⅰ)-4等級をクリアー

品質に信頼ある合板基材はそのままに

遮音性能はそのまま
オトユカアートXはここが違う！

最新のインテリア流行に合う
多彩な柄から選択が可能です。

ワックス不要でメンテナンスが楽です。

最新のインテリア流行に合う

高意匠な柄が
選択可能

※当社同性能製品との比較

※

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS（複合フローリング）

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン
機能・性能

床暖房対応 ホットカーペット対応 すべりに配慮ワックス不要汚れがとれやすい
すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ペットの傷に配慮 低VOC

踏み心地を改善するとともに
床鳴り、実落ちのリスクも軽減

沈み込みを低減

※当社同性能製品との比較

沈み込みを低減
※

1 2 8p a g e 1 2 9p a g e



汚れがつきにくい床
用シートを使用して
いますので、基本的に
ワックス不要でお手
入れが簡単です。

ワックスフリーだから

お手入れが簡単。

耐熱仕様で、ひび割れ
しにくく、床暖房にも
対応しています。

熱に強いから

ホットカーペットが使える。

建材から放散される健康に悪影響をおよぼす
有害物質が少ない、低VOC、F☆☆☆☆マークの床材です。

シックハウスの原因とされる

物質（VOC）が少ない。

お年寄りや小さなお子様には、滑る床は、スリップによる転倒の
原因となりキケンです。本製品は程よい歩行感の床材です。

スリップやつまずきにくい

心地よい歩行感。

抗菌仕様で目に見え
ない細菌の繁殖を抑
え、清潔な住まいを
サポートしてくれます。

細菌の繁殖を抑える

抗菌仕様。

「ガシャン」や「コンコン」など食器やおもちゃなど比較的硬質で
軽量な物が床に落下した時の発生音を軽減。
遮音等級LL-45／Δ 。すで4-）Ⅰ（LL

階下への音を軽減する防音床材。

認証合板を使用し環境に配慮した製品対応も可能です。
営業窓口にお問い合わせください。

環境への取組。

生活の様々なシーン
で発生する傷に対し
て、一般的なフロアー
以上の性能を発揮し
ます。

オモチャや掃除機などによる

引っかき傷が付きにくい。

艶やかな表面化粧で、引っかき傷や日焼けにも強いマンション用床材です。
広幅デザインが一層豪華で
個性的なお部屋に演出してくれます。

集合住宅用シート化粧フロアー直張り用

（大日本印刷製シート）

変色が目立ちにくい 変色がよく目立つ 色取れなし 色取れ発生

日焼けに強い！ 摩耗に強い！

オトユカアートⅢS SF45 一般フロアー オトユカアートⅢS SF45 一般フロアー

試験前 試験後 試験前 試験後

樹脂含浸シート張り
裏溝加工合板

両面フラットウレタン系
樹脂発泡体2層タイプ（厚4.5）

EBコーティング層

オレフィンシート

EBフィルム

オトユカアートⅢS SF45
軽量床衝撃音低減性能
LL-45／ΔLL(Ⅰ)-4

音環境
軽量床衝撃音

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS（複合フローリング）

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン
機能・性能

床暖房対応 ホットカーペット対応 すべりに配慮ワックス不要汚れがとれやすい
すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ペットの傷に配慮 低VOC

■キャスターの直接使用は避けてください。
　車イスを直接使用される場合は営業担当者にご相談ください。
■テーブルやイスなどをひきずりますと、フロアー表面を損傷させる恐れがあります。足先に
　フェルトやゴムキャップ等をつけ、必ずフロアー表面を保護してください。（ゴムキャップは
種類により床材を汚染するものがあります。ご注意ください。）

■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワック
スネオをご使用ください。
　他のワックスは塗りムラ等の原因となります。
■老人ホーム等の公共施設の床には、コミュニケーションタフ・ユカ フィットCPⅡ／CPH
　などの土足用直床をおすすめします。
■熱により特殊オレフィン化粧シートに膨れが生じる場合がありますので、投光器・仮設
　電球・暖房機器等の熱源に近づけないように注意してください。
■床への衝撃はさけてください。床が破損する恐れがあります。

■床衝撃音遮断性能は（財）建材試験センター・（財）日本建築総合試験所（コンクリート
　スラブ厚150㎜）における、床面積約5㎡のときの実験場における測定結果からの、梁
　区画面積約10～15㎡の現状性能の推定値であり、実際の現場における性能は建物
の構造やスラブの種類、梁区画面積や部屋の平面プラン、吸音率などで異なります。
現状での性能を保証するものではありません。
■オトユカアートⅢS  SF45は、軽量床衝撃音低減性能を持った床材です。重量床衝撃
　遮断性能を向上させたい場合は、DADスペースをご使用ください。
■床暖房を設置した部屋を歩いた時に、歩行感が床暖房を設置していない部分と若干
　異なると感じることがあります。これは床暖房システムの構造上起こりうる現象でやむを
　得ないことです。故障や破損ではなく使用上は特に問題はありません。
■木には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気をはき出して縮
む性質があります。床暖房使用時にはフローリングが乾燥して縮むため、フローリングの
　継ぎ目部分で若干の隙間があいてくることがあります。これは木材の特性上ある程度は
やむを得ない現象ですので、ご理解ください。床暖房を使用しなくなると徐々にフロー
　リングが伸びて隙間が小さくなります。

ご使用・ご採用・施工にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

サ イ ズ
梱 包・入 数
梱 包 重 量
基 材
表 面
裏 面
縁 加 工
ホルムアルデヒド規制

13.8㎜厚さ、147×905㎜
ダンボールケース24枚（3.19㎡）入り
約20kg/梱
樹脂含浸シート張り裏溝加工合板
オレフィンシート（大日本印刷製）
両面フラットウレタン系樹脂発泡体二層タイプ（厚4.5㎜）
四辺本実加工、四周面取り
F☆☆☆☆

オトユカアートⅢS SF45 仕様

防音床材の一般的なお手入れ・
使用上のご注意などをご紹介

http://www.jafma.gr.jp/

■すべて受注生産対応品です。
　詳しくは弊社営業担当までご確認ください。
品番は品番一覧表をご参照ください。

防音直張フローリングは防音性能を高めるために、
裏側に特殊クッション材を使用しています。そのた
め、一般のフローリングと比べると歩いた時に柔らか
く沈むような感じがします。これは防音性能を得るた
めの構造上ある程度やむを得ない現象です。逆に転
倒時には衝撃を和らげることができます。

製品特性上ご理解いただきたいこと

防音性能を得るために起きること…………

■断面形状■平面図

樹脂含浸シート張り裏溝加工合板（厚9.3）
両面フラットウレタン系
樹脂発泡体二層タイプ（厚4.5）

9.3
13

.8
4.
5

147

14
7

四周面取り

905

直張工法 防音床材 上履用 13.8mm厚

次世代環境・健康対応型のコーティング技術を採用した「EBフィルム」。
すり傷やひっかき傷、汚れ、日焼けに強く、エコ基材「Eハードベース」との組み
合わせにより、凹み傷やキャスター傷にも強さを発揮します。

EBコーティング技術（Electron Beam:電子線）
EB（電子線）コーティングの特長は、高密度架橋の膜がもたらす、すり傷・汚れ・
日光に強い表面性能で、実用性・品質安定性にすぐれています。また、製造工
程での省エネルギー化やCO2削減が可能な次世代環境・健康対応型のコー
ティング技術です。

■EB樹脂硬化イメージ

塗工樹脂（液体）に電子線
を照射することで、樹脂
に含まれる分子を重合。
一瞬で高硬度の膜（固体）
が得られます。

「EBフィルム」によるメリット。

お手入れ簡単

引っかき傷に強い

鉛筆硬度試験（JIS K 5600 参考試験）：上から圧力を加えた鉛筆で床
材表面を引っかき、凹みや塗膜の白化の程度などを観察します。

耐汚染試験：旧・JAS特殊合板汚染A試験準拠（青インキを塗布し4時間
放置後中性洗剤もしくはアルコールにて拭き取り）

耐候性試験：ウェザーメーターにて100時間照射

汚れに強い 日焼けに強い
引っかき傷がつきにくい

頑固な汚れも拭きやすく、お掃除が簡単。お手入れしやすいノンワックスタイプです。

汚れがつきにくい 日焼けしにくい
■耐候性■耐汚染性■引っかき傷に強い

※     　　は、大日本印刷株式会社の登録商標です。

傷に強く、美しさが長持ち、メンテナンス性にも優れた「　　フィルム」

●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー

（■■■■はシート柄番号）
YB10245-■■■■品番：

「日本複合・防音床材工業会」ホームページ
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キャスター付きイスの荷重による傷もつきにくくなっています。

身体の不自由なお年寄りがいるご家庭や、
将来在宅介護をお考えの場合でも、車イスにも対応しています。

汚れがつきにくい床用シートを使用し
ていますので、基本的にワックス不要で
お手入れが簡単です。

ワックスフリーだから

お手入れが簡単。

凹み傷や荷重傷に強いので、
傷がつきにくく安心です。

食器の落下などによる

凹み傷に強い。
耐熱仕様で、ひび割れ
しにくく、床暖房にも
対応しています。

熱に強いから

ホットカーペットが使える。

建材から放散される健康に悪影響をおよぼす
有害物質が少ない、低VOC、F☆☆☆☆マークの床材です。

シックハウスの原因とされる

物質（VOC）が少ない。

お年寄りや小さなお子様には、滑る床は、スリップによる転倒の
原因となりキケンです。本製品は程よい歩行感の床材です。

スリップやつまずきにくい

心地よい歩行感。

抗菌仕様で目に見えな
い細菌の繁殖を抑え、
清潔な住まいを
サポートしてくれます。

細菌の繁殖を抑える

抗菌仕様。

パソコン用イスなどの

キャスター傷がつきにくい。

基材が硬いから

車イスの使用が可能。
環境に優しい特殊MDFと植林木合板を組み合わせた
エコ基材です。

環境に配慮した基材を採用。

Ｅハードベースを採用した本製品は生活
の様々なシーンで発生する傷に対して、
一般的なフロアー以上の性能を
発揮します。

オモチャや掃除機などによる

引っかき傷が付きにくい。

ダイハードアートE DEBUT
環境配慮型集合住宅用シート化粧フロアー二重床用

変色が目立ちにくい 変色がよく目立つ 色取れなし 色取れ発生

日焼けに強い！ 摩耗に強い！ 特殊MDF

植林木合板

Eハードベース

DEBUT 一般フロアー DEBUT 一般フロアー

EBコーティング層
オレフィンシート

EBフィルム

試験前 試験後 試験前 試験後

デビュー

艶やかな表面化粧で、傷や汚れにも日焼けにも強いマンション用床材です。
広幅デザインが一層豪華で
個性的なお部屋に演出してくれます。

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆
JAS（複合フローリング）

4VOC
基準適合

クリーンウッド法
合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン
機能・性能

車イス対応床暖房対応 すべりに配慮ワックス不要
［※］

プラスチックキャスター対応ホットカーペット対応 汚れがとれやすい
凹み傷が目立ちにくい すり傷が目立ちにくい凹み傷が付きにくい すり傷が付きにくい ペットの傷に配慮 低VOC

■すべて受注生産対応品です。詳しくは弊社営業担当までご確認ください。
品番は品番一覧表をご参照ください。

サ イ ズ

梱 包・入 数

梱 包 重 量
基 材
表 面
縁 加 工

ホルムアルデヒド規制

145幅タイプ／12㎜厚さ、145×1,818㎜
303幅タイプ／12㎜厚さ、303×1,818㎜
145幅タイプ／ダンボールケース12枚（3.16㎡）入り
303幅タイプ／ダンボールケース6枚（3.3㎡）入り
約23㎏/梱
2.7㎜MDF＋植林木合板
EBフィルム（大日本印刷製）
145幅タイプ／四辺本実加工、長辺面取り・短辺糸面取り
303幅タイプ／四辺本実加工、長辺面取り・短辺糸面取り・縦V溝加工
F☆☆☆☆ 

ダイハードアートE DEBUT　仕様
■145幅タイプ平面図 ■145幅タイプ断面図

EBフィルム
Eハードベース

14
5

1,818

長辺面取り短辺糸面取り

■303幅タイプ平面図 ■303幅タイプ断面図

EBフィルム
Eハードベース

30
3

1,818

長辺面取り

縦V溝

短辺糸面取り

■キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によっては、表面に傷や汚れ
がつくことがありますのでご注意ください。金属製キャスターや球状キャスターは使用しな
いでください。事務所などのキャスター使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて
床を保護してください。
■車イスの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によっては、表面に傷や汚れが
つくことがありますのでご注意ください。屋外でご使用になった車イスを乗り入れますと、
　付着した土砂のため、床表面に傷がつくことがあります。付着した土砂はよくはらってく
ださい。
■テーブルやイスなどをひきずりますと、フロアー表面を損傷させる恐れがあります。足先に
　フェルトやゴムキャップ等をつけ、必ずフロアー表面を保護してください。（ゴムキャップは
種類により床材を汚染するものがあります。ご注意ください。）
■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワック
スネオをご使用ください。
　他のワックスは塗りムラ等の原因となります。
■熱により特殊オレフィン化粧シートに膨れが生じる場合がありますので、投光器・仮設
　電球・暖房機器等の熱源に近づけないように注意してください。

■床暖房を設置した部屋を歩いた時に、歩行感が床暖房を設置していない部分と若干
　異なると感じることがあります。これは床暖房システムの構造上起こりうる現象でやむを
得ないことです。故障や破損ではなく使用上は特に問題はありません。

■木には空気中の湿度が高いと湿気を吸収して伸び、乾燥してくると湿気をはき出して
　縮む性質があります。床暖房使用時にはフローリングが乾燥して縮むため、フローリング
の継ぎ目部分で若干の隙間があいてくることがあります。これは木材の特性上ある程度
はやむを得ない現象ですので、ご理解ください。床暖房を使用しなくなると徐々にフロー
　リングが伸びて隙間が小さくなります。
■本製品は捨張り工法専用フロアーです。床下地が床として充分な強度をもつことを必
ず確認のうえ、施工してください。
■本製品を下地に固定する場合は、釘（スクリューネイル38㎜長さ又はフロアーステープ
ル38㎜長さ）、根太用ボンドウレタン併用で施工してください。釘打ちは、製品の長い辺
　雄実部に303㎜ピッチで釘打ちし、短辺雄実部も1箇所以上釘打ちしてください。床暖
房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303㎜ピッチで釘打ちし、
短辺雄実部にも接着剤を塗布し、短辺雄実部に1箇所以上釘打ちしてください。

ご使用・ご採用・施工にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

捨張工法 上履用 12mm厚

次世代環境・健康対応型のコーティング技術を採用した「EBフィルム」。
すり傷やひっかき傷、汚れ、日焼けに強く、エコ基材「Eハードベース」との組み
合わせにより、凹み傷やキャスター傷にも強さを発揮します。

EBコーティング技術（Electron Beam:電子線）
EB（電子線）コーティングの特長は、高密度架橋の膜がもたらす、すり傷・汚れ・
日光に強い表面性能で、実用性・品質安定性にすぐれています。また、製造工
程での省エネルギー化やCO2削減が可能な次世代環境・健康対応型のコー
ティング技術です。

■EB樹脂硬化イメージ

塗工樹脂（液体）に電子線
を照射することで、樹脂
に含まれる分子を重合。
一瞬で高硬度の膜（固体）
が得られます。

「EBフィルム」によるメリット。

「EBフィルム」と「Eハードベース」の組み合わせによるメリット。

お手入れ簡単

凹み傷に強い 床暖房対応

引っかき傷に強い

鉛筆硬度試験（JIS K 5600 参考試験）：上から圧力を加えた鉛筆で床
材表面を引っかき、凹みや塗膜の白化の程度などを観察します。

耐汚染試験：旧・JAS特殊合板汚染A試験準拠（青インキを塗布し4時間
放置後中性洗剤もしくはアルコールにて拭き取り）

耐候性試験：ウェザーメーターにて100時間照射

汚れに強い 日焼けに強い
引っかき傷がつきにくい

頑固な汚れも拭きやすく、お掃除が簡単。お手入れしやすいノンワックスタイプです。

キャスター・衝撃落下・静圧荷重による凹み傷がつきにくくなっています。 耐熱性や寸法安定性にも優れており、温湿度変化によるクラックを抑制。
標準仕様として、床暖房対応可能です。

汚れがつきにくい 日焼けしにくい
■耐候性■耐汚染性■引っかき傷に強い

※     　　は、大日本印刷株式会社の登録商標です。

傷に強く、美しさが長持ち、メンテナンス性にも優れた「　　フィルム」

●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー●EBフィルム●EBフィルム ●一般フロアー●一般フロアー

（■■■■はシート柄番号）

YJS145-■■■■EA
YJS02-■■■■EA

品番：145幅
　　　303幅
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〒141-8001 東京都品川区西五反田3-5-20DNP 五反田ビル 
「五反田駅」徒歩6分／JR山手線(西口)・
都営地下鉄浅草線(A2出口)・
東急池上線 東急目黒線「不動前駅」徒歩7分
TEL:03-6431-3266

※ お車でお越しの際は、事前にご連絡をお願いいたします。

〈完全予約制〉プレゼンテーション&コラボレーション施設のご案内

東

　京

〒550-8508 大阪府大阪市西区南堀江1-17-28 なんばSSビル2F

地下鉄各線なんば駅・近鉄線大阪難波駅下車 26-C番出口より北へ徒歩8分
地下鉄四つ橋線四ツ橋駅下車 6番出口より南へ徒歩8分
TEL:06-6110-3621

※ お車でお越しの際は、事前にご連絡をお願いいたします。

大

　阪

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-20 天神幸ビル

地下鉄空港線「天神駅」より徒歩4分
TEL:092-713-0412

※ 駐車場をご用意しております。
 　当ビル北側の「竹堂パーキング」をご利用ください。

福

　岡

P&I LAB.OSAKA スペースクリエイションゾーン
（SPACECREATIONZONE）

開館時間／10：00～17：30
休 業 日／土曜日・日曜日・祝日・年末年始

当施設は完全予約制となっております。
ご見学の際は、弊社営業担当、または下記お問合せ先へご連絡ください。

D N P 製 品をトータルに体 感いただける
プレゼンテーション&コラボレーション施 設です 。

DN Pの製品や技術を、空間展示や大判サンプルでご覧いただけます。

東京・大阪・福岡の各ショールームに、建具や床のコーディネートをシミュレーションできる
「DNPバーチャルエクスペリエンスVRモデルルーム」を設置いたしました。
リアルのショールームと併せて、バーチャルで様々なコーディネートを体感いただけます。ぜひお越しください。

まるで実空間を撮影したか

のような高精細VR空間で、

様々なコーディネートを

体感ください。

※写真はイメージです

VRモデルルーム
サービス（予約制）

総合企画営業本部長

総合企画営業本部

P.136
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❶❷❹建具・枠
収納・間仕切り・造作
オレフィンシート

【規格】部分
常備在庫品　3尺（940㎜） 保護フィルムなし
3尺：940㎜　4尺：1250㎜
基本巻　300m乱巻

カタログ請求は
こちらまで

PRODUCT LINE UP

建具・造作・収納をはじめ、キッチン・
洗面扉などの垂直面にも使用可能
なEBオレフィンシートです。

❶❹建具・収納
EB鏡面化粧板

【規格】標準アイテム（表面保護フィルム付）
化粧板：4㎜厚×3尺×7尺（890×2100㎜）
　　　 4㎜厚×3尺×8尺（890×2410㎜）
収納扉（左右R）：18㎜厚
収納扉（J型手掛け）：18㎜厚
エッジテープ：0.4㎜×100m乱巻

※シート単体での販売は行っておりません。

汚れに強く、加工適性に優れ、Vカッ
ト加工が可能な鏡面化粧板です。

❶建具

木質調厚物木口材

【規格】
2㎜厚×39㎜幅×長さ100m乱巻
※カタログのお取り扱いはございません。
　サンプルについてはお問合せください。

WSサフマーレとコーディネートできる
木質調の木口材です。面材との一体感
で、建具のグレード感を引き立てます。

❶建具

建具用木口材

【規格】
0.45㎜厚×幅11㎜以上（1㎜単位）×
長さ100m乱巻
※カタログのお取り扱いはございません。

WSサフマーレと同色・同柄の木口
テープです。WSサフマーレ全柄に対
応しています。

❶❷❸❹天井・壁面・玄関
ドア・庇・エレベーター周り
焼付化粧鋼板

【規格】
枚葉生産　印刷幅：1219㎜　印刷長：3050㎜
板厚：0.6㎜　不燃防火認定番号：NM-8697
※上記以外の寸法はお問合せください。

お客様のご希望に合わせて色柄を自由
に表現できる化粧鋼板です。また、木目
柄を中心に多彩なラインナップを取り揃
えた「WSエリオ」もご用意しています。

❺❻❼柱周り・外壁・
軒天・幕板
焼付化粧アルミパネル

【規格】
枚葉生産　印刷幅：1220㎜　印刷長：3050㎜
板厚：アルミ2.0㎜､3.0㎜　不燃防火認定番号：NM-2698
※上記以外の寸法はお問合せください。

※アートテック®は鋼板やステンレスでも対応可能です。

建物の外装・内装にご使用いただけ
る高耐候化粧アルミパネルです。さま
ざまなシーンで、ご希望の意匠をオー
ダーメイドで再現いたします。

❶天井・壁面・目隠し

※シート単体での販売は行っておりません。

WSサフマーレと意匠連動が可能な
内外装ルーバーです。DNP製の超耐
候シートをラッピングしています。
（理研軽金属株式会社の商品です。）

❶❷❹建具・枠
収納・間仕切り・造作
オレフィンシート

【規格】
常備在庫品　3尺（940㎜）保護フィルムなし
基本巻　300m乱巻

建具・造作・収納をはじめ、キッチン・
洗面扉などの垂直面にも使用可能
なEBオレフィンシートです。

❶❸建具・壁面

【規格】
3㎜厚×3尺×8尺（900×2415㎜）
3㎜厚×4尺×7尺（1200×2125㎜）
不燃防火認定番号：NM-1987

※一部近似柄・推奨柄となります。

WSサフマーレと意匠連動が可能な
不燃化粧板です。

❶キッチン・家具

EB鏡面塗装調シート

【規格】
常備在庫品　0.24㎜厚×4尺（1260㎜）
保護フィルムなし
基本巻　200m乱巻

美しい鏡面性と耐汚染性・耐擦傷
性・耐溶剤性に優れた鏡面塗装調
シートです。

❶家具

EBコート紙

【規格】
常備在庫品　30g一般紙×3尺（970㎜）
　　　　　　30g一般紙×4尺（1270㎜）
（品番によって幅が違いますので詳細は
　お問合せください。）
基本巻　1000m乱巻

汚れや擦り傷、日光による劣化・変色
にも強いEBコート紙です。

❺床

EBフロアシート

※シート単体での販売は行っておりま
　せん。フロア材でのご提供となります。

WSサフマーレとコーディネートできる
床用EBオレフィンシートです。

受注生産品

受注生産品 受注生産品 受注生産品

不燃受注生産品

不燃受注生産品 不燃受注生産品 不燃受注生産品

ハイフレーム エッジテープ

木目調アルミ内外装仕上材
連動ルーバー／

スパンドレルエリオ鋼板

BEST
COLLECTION

不燃オレフィン化粧板

ピアフォルテ クリーンイーゴス

アートテック

EBグランミラー

❶❹建具・収納

【規格】化粧板（MDF F★★★★）
表面：WSサフマーレ全品番対応
裏面：防湿シート貼り
サイズ：4㎜厚×3尺×7尺（920㎜×2135㎜）
　　　4㎜厚×3尺×8尺（920㎜×2445㎜）
有効寸法　4㎜厚×3尺×7尺（900㎜×2115㎜）
                 4㎜厚×3尺×8尺（920㎜×2425㎜）
※カタログのお取り扱いはございません。

WSサフマーレを使用した
型押化粧板です。

受注生産品

WSベストコレクション
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WSサフマーレ
型押化粧板
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