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C'est un ensemble de 
matériaux.

ル・マガザン



天然素材やアンティーク、

伝統工芸や職人の手による１点ものまで、

ストーリーとこだわりのある素材をセレクトしました。

すべての素材がオーダーメイド可能で、

セットアップのご注文にも対応しています。

まったくジャンルの違う素材たちを、

自由なひらめきとともに、

商業空間に組み込んでみませんか？

きらめくインスピレーションを繋ぎ、

新しい創造空間を創り出すお手伝いをいたします。

その素材が、

インスピレーションを

刺激する。

Le Magasin
ル・マガザン

ル・マガザン【仏】店・商店の意味
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Le Magasin
ル・マガザン

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれてお
りません。

●商品の価格、仕様、意匠等を予告なく変更、生産中止をする場合
があります。（表示価格は令和元年７月現在の価格です。）

●掲載されている商品の色は、印刷条件等により実際とは多少異な
る場合があります。

●表示のサイズは、商品の特性により多少の誤差を生じる場合があ
ります。

●掲載されている商品は、集合住宅・共同住宅・商業施設・公共工
事に対して、定められる規格や仕様に適合しない場合がございま
すので、別途ご確認の上、ご注文ください。

●天然素材商品を始め、掲載されている商品は経年による変化が起
きる場合があります。それぞれの製品特性をご理解の上、ご利用く
ださい。

●商品到着後、現品をご確認された上でお受け取りください。万一商
品に不良のある場合には弊社担当までご連絡ください。施工後の
クレームはお受けいたしかねますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容の無断転載は固くお断りいたします。

カタログP.95の「オーダーシート」をコピーして記入し、
FAXにてご注文ください。

規格の仕様で展開している商品です。
在庫と納期をご確認ください。

ご希望の仕様で１点から受注生産いたします。
まずはご相談ください。

伝統的な手法で製造された、職人の手仕事によ
る逸品です。

素材見本を無料にてご提供いたします。
　（送料無料）　

素材見本をお貸し出しいたします。（送料無料）

素材見本を有料にて販売いたします。
価格は商品により異なります。（送料無料）

このカタログに掲載されている商品はすべて日
本製ですが、海外からの輸入品については説明
のマークがつきます。

標準品

マークについて

オーダーメイド品

カタログご利用上のご注意 オーダー方法について

標　準　品

オーダーメイド品

伝統工芸品

無償サンプル

貸出サンプル

有償サンプル

商品/○○産

石 ガラス

和紙

絹

真鍮・
銅着色

タイル鉄木
照明

サイン

メッシュ

アルミ

人工芝 Stone Glass

Washi

Silk

Brass
Copper

Tile
Iron

Wood

Lighting

Sign

Mesh

Aluminum

Turf
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魅力的なお店づくりに

ぜひおすすめしたい各素材を取りまとめ、

お客様にお届けいたします。

在庫の確認、納期の確認、御見積り② ご返信

① オーダーシートの記入・ＦＡＸ

③ 確認後、発送

④ 納　品

デザイン案（簡単なスケッチ）、寸法、色、素材、
仕上げ、数量 など

② オーダーシートを参考にご相談

① オーダーシートの記入・ＦＡＸ

③ メーカーと打ち合わせ

④ 図面、御見積り、納期確認

⑤ 変更内容の打ち合わせ

⑥ 製作開始

⑦ 納　品

寸法、仕様の変更、追加のご要望
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【施工実例】

天然石は地球から採り出される大地の結晶です。

地下水、鉱床、土壌の移動や温度、地中のマグマ、

これらの要素が時間の経過と圧力などにより、

同じものが２つとない模様や質感を生み出します。

本物だけが持つ、自然で重厚な風合いを

より多くの皆様にご愛用いただくために、

現場施工しやすく仕上げがスピーディーな商材を

セレクトいたしました。

空間の密度を高める“本物”の存在感。

天然石だからこそ生み出せる風景があります。

悠久の時をかけて

大地が熟んだ

唯一無二の、

その質感。

石
Stone

オーダーメイド品標　準　品
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.81に記載がございます。必ずご参照ください。

レールストーン
南欧リゾートのような天然石の表情豊かな壁面を
美しくスピーディーに演出します。

特許出願中

コーナーやアーチも美しく思いのまま。
外壁やエントランスポーチ、水周りなど場所を選ばずに施工可能です。Rail Stone

レールアングルを取り付けます。1 石材を引っかけます。
端やコーナーも簡単に施工できます。

目地をいれると完成です。

内装 外装

簡単 スピーディー 手軽な施工でコストパフォーマンスにも優れています。

2 3

石材断面に、レールアングル用
スリットが入っています。

アングルピッチ
H200

最上段

最下段

レールアングル

スタートアングル

トップアングル

レールアングル

スタートアングル

レールストーン

32

20

14

0.5

13.1

13.6

50
20

19
.5 20

19
.5

0.5

0.5

13.1

13.1

トップアングル

1,830

1,830

1,830

石/フィリピン産 貸出サンプル標　準　品

釘打ち

ガルバリウム材材 質

※レールストーン、アングル込み22,000円/㎡（税別）参考上代

LA-RAILS01品 番
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49,000円/基（税別）上 代LA-GABIH1200品 番 54,000円/基（税別）上 代LA-GABIH1500品 番

1特徴
Feature

2特徴
Feature

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.81に記載がございます。必ずご参照ください。 ■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.81に記載がございます。必ずご参照ください。

■フラットバー H1200用 ■フラットバー 緑化用 ■フラットバー H1500用 ■フラットバー 緑化用

【12L袋入り】
φ80～120

¥4,500／袋（税別）

ボルカレッド

【12L袋入り】
φ80～120

¥4,500／袋（税別）

ボルカブラック

【20kg袋入り】
φ80内外

¥6,800／袋（税別）

マーブルイエロー

ガビデウォール H1200 ガビデウォール H1500

■インナーストーン

ガビ デ ガビ
癒しの空間を創る石垣システム。「ガビ デ ガビ」には
“自然共生”という思いが込められています。

メティリーストーン
石が大地と接する野面（のづら）をワイルドなテクスチャーとして生かしたサビ石。
熟練の職人による手作りの石組みが、圧倒的な存在感を生みます。

Metiistone Gabi de Gabi

オリジナル

野面石で製作する、完全受注生産限定です。サイズに
制限がないので、スペースに合わせてオンリーワンのデ
ザインが可能です。

簡 単

石の切り出しも加工も不要です。熟練の職人が、指定サイズに
合わせて丁寧に加工した石をご用意します。

3特徴
Feature

スピーディー

指定どおりに石を組み立てるだけ。
圧倒的な施工時間の短縮が可能です。

※図面をいただいて製作する為、納期には1.5～2ヶ月程度かかります。

※参考用のイメージ画像です。指定の紙は外して施工してください。

最大体積H1800×W1000×D300の内で特注サイズも承ります。

※自然石を使用している為、厚み・サイズが異なります。　※色の指定は出来ません。

H1200×W600×D150 H1500×W600×D150

オーダーメイド品 石/中国産 オーダーメイド品

有償サンプル　1色2個 ￥500/枚（税別）

石/中国産標　準　品

80,000円/㎡（税別）参考上代LA-METS01品 番

LA-INSR品番 LA-INSB品番 LA-INSY品番
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「キルンワーク」とは、型にガラス原料を敷きつめて、窯の中で焼き上げる製法です。

ここでご紹介するキルンワークグラスはすべて、使用済みの廃ガラスを利用して生まれた

環境に優しい100％再生原料のリサイクルガラス。

熟練のクラフトマンの手によって、幻想的に生まれ変わったガラスは、

再生ガラス特有のやわらかい色と、細かくて優しい泡をまといながら、

もう一度私たちの暮らしに精彩を放ちます。

その風合いに私たちは癒され、どこか懐かしさを感じるのです。

ガラス
【キルンワーク】

光と空気を閉じ込めて

再生する、美しきマテリアル。

Glass 

【施工実例】

オーダーメイド品
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.82に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.82に記載がございます。必ずご参照ください。

貸出サンプル 貸出サンプル

貸出サンプル 貸出サンプル

プレーン
美しい自然光の透過、和紙のような柔らかな質感。

Plain

セル
しきつめたガラスの配列が生む、細胞壁のようなレイヤーパターン。

Cell

LA-Plain-FL
淡い黄緑色半透明

LA-Plain-NX
淡い水色半透明

LA-Plain-CRT-c
淡い灰色半透明

LA-Cell-FL
淡い黄緑色半透明

LA-Cell-NX
淡い水色半透明

LA-Cell-CRT-c
淡い灰色半透明

ビルド
組み上げられた石造りのように、寄せ集まるガラスの輪郭。

Build

アイシー
繊細な泡の濃淡が作り出す、流氷のような浮遊感。

Icy

LA-Build-FL
淡い黄緑色半透明

LA-Build-NX
淡い水色半透明

LA-Build-CRT-c
淡い灰色半透明

LA-Build-CRT-t
濃い灰色半透明

LA-Build-CRT-c+t
濃淡のある灰色半透明

LA-Icy-FL
淡い黄緑色半透明

LA-Icy-NX
淡い水色半透明

LA-Icy-CRT-c
淡い灰色半透明

表記▶FL…廃蛍光灯リサイクルガラス、NX…廃ナトリウム灯リサイクルガラス、CRT…廃ブラウン管リサイクルガラス
参考上代：㎡＝￥180,000～（税別）　※テクスチャー、厚み、、数量、加工により価格が変動いたします。
テクスチャーにより最大焼成サイズが違うため、寸法詳細はお問い合わせください。

表記▶FL…廃蛍光灯リサイクルガラス、NX…廃ナトリウム灯リサイクルガラス、CRT…廃ブラウン管リサイクルガラス
参考上代：㎡＝￥180,000～（税別）　※テクスチャー、厚み、、数量、加工により価格が変動いたします。
テクスチャーにより最大焼成サイズが違うため、寸法詳細はお問い合わせください。
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.82に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.82に記載がございます。必ずご参照ください。

貸出サンプル

貸出サンプル

バンピー
半解けのガラスが生むテクスチャーは、ガラスのチップ形状と溶かし加減によって変幻自在。

Bumpy

カラー
アクションペイントのように自由な色彩を楽しむ。

Color

プラスター
石膏型を利用して造形する、自由なテクスチャー。

Plaster

箔
ガラスの中でメタリックに輝く、ラグジュアリーなきらめき。

Haku

LA-Bumpy-FL-s
淡い黄緑色透明

LA-Bumpy-FL-h
淡い黄緑色透明

写真は、水にインクを落としたような「マーブル」。
カラーや仕上げはご相談ください。 金箔（４号色：金94.43%・銀4.9%・銅0.66%）／銀箔（純銀：100%）

箔表面に透明トップコートを使用

LA-Bumpy-NX-s
淡い水色透明

LA-Bumpy-NX-h
淡い水色透明

LA-Bumpy-CRT-cs
淡い灰色透明

LA-Bumpy-CRT-ch
淡い灰色透明

LA-Bumpy-CRT-ts
濃い黒色透明

LA-Bumpy-CRT-th
濃い黒色透明

表記▶FL…廃蛍光灯リサイクルガラス、NX…廃ナトリウム灯リサイクルガラス、CRT…廃ブラウン管リサイクルガラス
参考上代：㎡＝￥180,000～（税別）　※テクスチャー、厚み、、数量、加工により価格が変動いたします。
テクスチャーにより最大焼成サイズが違うため、寸法詳細はお問い合わせください。
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国内トップクラスの総合加工ガラスメーカーと提携し、

合わせ・強化・複層などの機能ガラス、

曲げ・化学強化・セラミック印刷などの複合的な製品製作で、

お客様の幅広いご要望にお応えいたします。

そのデザインの実現性の高さを、お確かめください。

国内トップクラスの総合加工ガラスメーカーと提携し、

合わせ・強化・複層などの機能ガラス、

曲げ・化学強化・セラミック印刷などの複合的な製品製作で、

お客様の幅広いご要望にお応えいたします。

そのデザインの実現性の高さを、お確かめください。

ガラス
【機能ガラス】

最新の技術が叶える、

ガラスの可能性の一歩先。

最新の技術が叶える、

ガラスの可能性の一歩先。

Glass 

【施工実例】
オーダーメイド品

17 18



19 20



蔦
つた

ガラス最大幅
W1,050mm

糸瓜
へちま

ガラス最大幅
W900mm

麦
むぎ

ガラス最大幅
W890mm

蒲公英
たんぽぽ

ガラス最大幅
W890mm

葦
あし

ガラス最大幅
W890mm

竹林 波目 波紋

印刷ガラス

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.83に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.83に記載がございます。必ずご参照ください。

自由なデザインが印刷可能で、カラーバリエーションも豊富ですので、オリジナリ
ティの高い装飾デザインが可能です。透過性を活かした光壁や、床用案内板と
してもお使いいただけます。

キャストガラス
鋳型にガラスをのせ炉の中で熔かし、表面に鋳型のテクスチャーを施した
デザインガラスです。プレーンでフラットな板ガラスとは異なる、重厚感と
奥行き感に加えて手作り感が醸し出す、温かみのある豊かな表情のデザ
インが特徴です。画一的なデザインにはないアーティスティックな質感をお
求めの際に、お薦めです。

・製作可能ガラス厚：5～19mm
・最大サイズ：1,500×2,650mm

・製作可能ガラス厚：3～19mm、3+3～19+19mm　　・最大サイズ：3,000×5,300mm　・ガラスの種類、ガラス厚、曲率によって異なります。

曲げガラス
曲げガラスは、板ガラスに熱を加えて軟化させることで、自重により金型の
形状に沿って曲率をもたせたガラスです。曲げガラスを用いた建物は、そ
の流麗・優美な曲線美で存在をアピールし、格調高い趣を創り出せます。

和紙入り
合わせガラス

合わせガラスに和紙を挟み込むことにより、合わせガラスの安全性と和紙
の美しさを兼ね備えた意匠ガラスを実現しました。ガラスの美しい透明感
と和紙の柔らかな風合いが空間に落ち着きを与えてくれます。 

床ガラス
表面に滑り止めの加工を施した、防滑性能の高い床材用のガラスです。
人間工学に基づいた設計仕様でかつ合わせガラスの仕様となっておりますの
で、安全安心してご使用いただけます。

カラー膜入りガラス
2枚の板ガラスの間に特殊フィルムを挟み、加熱圧着した合わせガラスです。耐
貫通性能、紫外線カット性能、防犯性能、遮音性能にも優れており、衝撃により
ガラスが割れても、破片が落ちることはほとんどありません。
ガラスの仕様は、フロートガラスや強化ガラスはもちろんのこと、ミラーガラスやタ
ペガラスにすることも可能です。カラーガラスは建築に彩りと安心を与えます。

・製作可能ガラス厚：3+3～19+19mm

貸出サンプル

貸出サンプル

21 22



和紙
Washi

蛭谷和紙最後の継承者が漉きだす、

ひとの暮らしの本質と記憶。

びる だん

　約400年程前に滋賀県東近江市の蛭

谷から富山県朝日町に移住して来た

人々がいました。彼らは故郷の名をと

りその地を「蛭谷」とし、やがて富山県

の蛭谷は栄え始めました。夏季に山仕

事、冬季は内職、という季節労働の中

で、昭和初期には120軒近くの家々が

冬季に和紙作りを始め、それは「蛭谷

和紙（びるだんわし）」と呼ばれるよう

になりました。しかし、地区の大火災や

時代と共に変化する社会の中で、和紙

は姿を消していったのです。

　その後、復興を願う人たちの間で口

頭で伝えられ続けた技術に、一人の青

年が出会いました。若き川原隆邦は、

作業場を探し、材料となる楮畑・トロロ

アオイの畑を開墾し、「0」からのものづ

くりを始めました。

　「生き方みたいなものづくりがした

い」と、彼が語るように、この和紙は私

たちの体に染みつく記憶の再生であ

り、暮らしの本質との出会いであり、新

しい伝統の始まりなのです。

オーダーメイド品伝統工芸品

1981年 5月31日生まれ

2003年 蛭谷和紙唯一の継承者 伝統工芸師 米丘寅吉 氏に師事

2006年 富山県伝統的工芸品コンクール　銀賞 

2007年 富山県伝統的工芸品コンクール　奨励賞
 「工房からの風」（千葉）　参加

2008年 富山県伝統的工芸品コンクール　奨励賞

2009年 富山県伝統的工芸品コンクール　銀賞
 日本民藝館展　日本民藝協会賞　返上

2010年 新川経済倶楽部　新川地域発展賞　個人の部　奨励賞
 富山テレビ　ACTクラブ　個人の部　優秀賞

2011年 ジャパンEXPO（パリ）　エントランス展示
 富山市天文台「和紙と星達」　個展
 銀座手仕事直売所（東京）　参加
 
2012年 フィレンツェ市長　和紙の市章　献上
 富山県高志の国文学館　納品
 富山県伝統的工芸品コンクール　銀賞

2014年 立山町 芦峅地区 手刷り護符の復元
 テレビ未来遺産 世界が驚く日本の職人（TBS）出演

2015年 日経スペシャル ガイアの夜明け（テレビ東京）出演
 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅 内装（鉄道運輸局）
 富山県 県民会館 ロビー 内装（福見設計）
 ミラノ国際博覧会 日本館 TOYAMA STYLE 参加
 TOYAMA キラリ 2階3階 壁面（隈研吾建築都市設計事務所）
 富山県 立山町に製作所の移転

2016年 TOYAMA ADC 準グランプリ・ADC賞・会員審査賞・審査員特別賞
 日本青年会議所 人間力大賞 内閣総理大臣奨励賞・経済産業大臣奨励賞

2017年 Forbes JAPAN ローカル・イノベーター・アワード2017選出
 U-50 国際北陸工芸アワード 最優秀賞

Takakuni Kawahara

川原 隆邦
川原製作所
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すべての材料を自分で育て、収穫している和紙職人は、いまではほとんどいません。

昔ながらの伝統的な技法で、蛭谷和紙はこうして生まれます。

紙を漉く季節は、冬。紙漉きの際に使用するトロロアオイの粘液は腐りやすいため、

冬の寒さは欠かせません。凍てつく工房の中で、ひとつひとつの仕事が丁寧に。

びる だん

和紙の原材料である楮（こうぞ）、つなぎとなる粘材のトロロアオイを育てるところか
ら川原製作所のものづくりは始まります。原材料の栽培から紙漉まで、ひとりの職人
が全ての工程を昔ながらの道具と行程で行う、日本でも数少ない貴重な和紙なので
す。季節とともに、自然に寄り添い、里山の暮らしの中で生まれる和紙は、川原氏の
高い技術と感性を伴って、強さと優しさ、大胆さと繊細さを兼ね備えた、珠玉の素材
として生み出されます。

素材との対話を深めながら1点1点大切に生み出される和紙には、大量生産には出せ
ない深い味わいと、私たちに語りかけてくる強さがあります。
コストやスピードではなく、ものの価値の本質を求める方と、想いを紡ぎあいながら
丁寧に作っていきたい素材です。

【蛭谷和紙の工法】

【自然の営みとともにある。】

半日ほど煮た楮を木槌で叩き繊維を
ほぐします。手作業でほぐす楮は、繊
維が傷みにくく、風合いがそのまま和
紙に生かされます。

繊維をほぐした楮を漉いていきます。

楮は釜で蒸し、皮をむき、柔らかく煮ま
す。

鉄板を熱し、貼り付けてかわかします。漉いた紙を重ねます。

重しをかけて水を切ります。
道具も、昔からうけつがれてきたもの。

トロロアオイの花

野生の楮（こうぞ）

種まき

収穫

灰作り

紙漉き

和紙の原料となるトロロアオイ
は、自家栽培で種まきから収穫
までを行います。

紙の繊維になる楮(こうぞ)は近
くの山から野生のものを切り出
します。

薪を燃やして灰作り。楮を煮る
際に欠かせない材料です。
薪を燃やしてできた灰は、水に
入れ、灰が沈殿した上澄みを
すくって使います。
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完全フルオーダーで特注制作する和紙に、お客様の思いやこだわりを漉きこみます。

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。

【制作実例】

しけ絹（P.29）とのコラボ商品。■和紙×絹

オーダーメイド品伝統工芸品
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通常一頭の蚕が一つの繭を作るのですが、ごく稀に

二頭の蚕が力を合わせて一つの繭をつくり出すことがあります。

その繭玉からできる糸を織り上げたのがしけ絹です。

太さが不均一な玉糸で織り上げられたしけ絹は、

世界にまたとない美しい模様を浮かび上がらせます。

【しけ絹とは】
きぬ

糸を操る、通す、織る、精練する、染め上げる。

池川のすぐそば、明治10年から続く工場から聞こえてくる、機織りの音。

幾年を重ねても変わらず人の手で。

一糸一糸、一反一反寄り添って、しけ絹を織り上げています。

ここ城端で絹織物が始められたのは、およそ450年前。

かつては400戸近くもあった絹織物に関わる家々も、めっきり姿を消しました。

いまでも富山県で唯一「しけ絹」を製織しているのは、

ただ１つの工房だけ。

その独特なあたたかい風合いを愛する人たちの手によって、

大切に守り継がれている伝統工芸です。

絹

しけ絹が紡ぐ、

ときの声を聴く。

きぬ

Silk

オーダーメイド品伝統工芸品

じょうはな
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日傘 テーブル天板

暖簾 テーブルクロス

【シルクがいい理由】

【プロダクトへの活用事例】

絹は、蚕が作った生糸から紡ぎだ

される天然繊維。繭は蚕を気候

や外敵から守るシェルターとして、

乾燥や多湿を防ぎ、適温を保ちま

す。まるで繊維自体が呼吸をして

いるような不思議な素材です。

蚕は一度繭にこもると羽化するま

で外に出ることはありません。そ

のため、繭には天然の浄化作用

が備わっています。化繊より静電

気がおきにくいため、チリやほこ

りなどを寄せ付けないという性質

もあります。

紫外線は蚕にとって大敵。そのた

め、絹には紫外線を吸収し、通し

にくくする作用があります。風の

通りはさわやかで、一年中活躍す

る素材です。

吸湿性・保湿性がある 天然の浄化作用 紫外線を吸収する

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。

和紙（P.23）とのコラボ商品。
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しけ絹を通してふりそそぐやわらかい光は、こころに安らぎを灯します。

天然素材ならではの五感を呼び覚ますテクスチャーで、空間にやわらぎを。

しけ絹には、そばに置くモノの質感を引き立たせる

不思議なちからもあります。

壁紙として、また、展示台の天板として寄り添うと、

商品の魅力を引き上げ、上品に見せてくれるのです。

【施工実例】

※しけ絹の標準色は、「生成り」と「柿渋」です。
　その他の色味は染色になりますので、色見本をご参照ください。

●しけ絹シェード　●しけ絹ふすま　●しけ絹壁紙　●しけ絹のれん　●しけ絹マット（商品展示台）　など

オーダーメイド例

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。

参考上代 ・シェード生地　柿渋染め　(横幅1100㎜)　￥8,700/m （税抜）　※生地の糸数、横幅、染色等により価格が異なります。

参考上代 ・壁紙　黄色 （65gの和紙を使用）（横幅960㎜）　￥5,200/m (税抜）　※色、紙の厚み等によって価格が異なります。

オーダーメイド品伝統工芸品

貸出サンプル／色見本
きなり かきしぶ
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金属を硫酸銅と炭酸銅の混合液の入った鍋で
煮込み、「煮色」と呼ばれる色を発色させる。

生地に糠みそを塗り、バーナーで焼く「糠みそ焼
き」。糠みその燃えたあとが模様になる。

稲の芯を束ねた「ネゴボウキ」で磨く作業。この
ホウキでないと、オハグロの輝きはでない。

真
鍮
・
銅 

着
色
Brass

Copper

さまざまな技法から生まれる
ふたつとない色

煮色（にいろ） 糠焼き（ぬかやき） 鉄漿（おはぐろ）

1950年創業以来、高岡銅器の着色を手掛けてきた折井着色所。

伝統工芸士でもある３代目、折井　宏司氏は、「有限会社モメンタムファクトリー・Orii」として、圧延板材への着色

を可能にした新たな発色技法を確立。建材、金属部品、オリジナルのクラフト作品など、独自の質感を追求した

マテリアル素材を開発し、海外でも高い評価を受けています。2015年 第6回ものづくり日本大賞  優秀賞 受賞。

オーダーメイド品標　準　品伝統工芸品

【代表的な伝統着色技法例】

長
い
伝
統
に
培
わ
れ
た
金
属
着
色
の
技
術
が

伝
統
工
芸
士
の
手
に
よ
っ
て
さ
ら
に
精
練
さ
れ
、

独
自
の
発
色
技
法
へ
と
進
化
を
遂
げ
ま
し
た
。

金
属
素
材
の
腐
食
や
錆
び
と
い
っ
た
特
性
を
生
か
し
、

独
特
の
発
色
を
生
み
出
す
技
は
、
ま
る
で
魔
法
の
よ
う
。

モ
ダ
ン
な
の
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
そ
の
風
合
い
は
、

凛
と
し
た
佇
ま
い
と
時
の
厚
み
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

伝
統
と
進
化
の

化
学
変
化
が
生
ん
だ
、

新
し
い
「
侘
寂
」
の
世
界
。

わ
び

さ
び
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・サイズ…365×1,200：t=0.4 ～、1,000×2,000：t=0.6 ～

・色目によってサイズに制限がございます。

・これらの銅、真鍮圧延板 /銅合金鋳造品の掲載色は一例です。薬品の配合や技法の組み合わせにより様々な発色を生み出すことができます。
  また、ムラの大きさ、色の強弱は調整することができます。

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。

有償サンプル　１色￥600/枚（税別） 有償サンプル　１色￥600/枚（税別）

【発色事例】

一枚の金属が見せる、絵画のような色表現。

斑紋孔雀色
HANMON KUJYAKU color

斑紋茶褐色
HANMON CHAKASHOKU color

斑紋ガス青銅色
HANMON GAS SEIDOU color

斑紋荒し色
HANMON ARASHI color

斑紋黒染色
HANMON 
KUROSOME 
color

斑紋純銀色
HANMON 
JUNGIN 
color

筋目孔雀色
SUJIME 
KUJYAKU 
color

斑紋緑青色
HANMON 
RYOKUSHOU 
color

筋目茶褐色
SUJIME 
CHAKASHOKU 
color

斑紋硫化色
HANMON 
RYUKA 
color

斑紋黄華色
HANMON 
OUKA 
color

斑紋硫化色
HANMON 
RYUKA 
color

銅
真
鍮

銅
真
鍮

銅
真
鍮

銅
真
鍮

銅

銅

銅

銅

銅

真
鍮

真
鍮

真
鍮

オーダーメイド品 オーダーメイド品
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.89に記載がございます。必ずご参照ください。

【施工実例】
標　準　品

【花器】

on the wall mini 
タペストリー型花器のminiバージョンです。和にも洋にもあしらい方ひとつで表情は自由自在に。
H365×W100×D17mm  / 銅（銀は真鍮） / 350g
10,000 円/枚 （税別） 

一
輪
の
花
が
、

　
　
　
　

ア
ー
ト
に
昇
華
す
る
舞
台
。

碧海（へきかい）/青孔雀（くじゃく ）/赤 碧朧銀（おぼろぎん）/銀墨彩（ぼくさい）/黒

on the wall 
上下で掛ける向きを変えて使用できます。
花を生けない場合でも、タペストリーとしても。

H800×W200×D45mm
銅、木材（花器：真鍮）
2,000g
27,000 円/枚 （税別） 

LA-WALL-品 番 色

LA-WALLMINI-品 番 色
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.90に記載がございます。必ずご参照ください。

何百年も劣化しないという「タイル」の特性は、

何百万年という時間をかけて育まれた「土」を

主な原料としているから。

自然の恩恵から生まれたこの素材は、長く人の歴史に

装飾物としての彩りを添えてくれました。

いつまでも色あせず、これからも私たちの身近で

時代を映し続けるマテリアルです。

時を超えて空間に馴染む、

上質なカジュアルモダン。

タイル
Tile

標　準　品

受注後貼付 日 本 産 BⅠ類（磁器質）施釉

P.44「リヴァイ」使用例

ハンプ Hamp

ミニッツレンガ Minits Renga

HMP- R
22.5×47mm
約300×300mm
6.5+1.5mm厚
11.5シート/㎡
18シート/箱
22㎏/箱
￥11,500/㎡

22.5×47mm角裏紙貼り（レンガ目地）

注

HMP- Y  
22.5×47mm
約318.2×300.5mm
6.5+1.5mm厚
12.5シート/㎡
18シート/箱
20㎏/箱
￥12,500/㎡

22.5×47mm角裏紙貼り（やはず目地）

注

20×10mm角ネット貼り MRU2010-DR・RE
約20×10mm
約295×295mm
約10.0mm厚
11.5シート/㎡
11シート/箱
8.5㎏/箱
¥3,700シート約295

約 295

28×13mm角ネット貼り MRU2813-DR・RE
約28×13mm
約295×295mm
約10.0mm厚
11.5シート/㎡
11シート/箱
10㎏/箱
¥3,500/シート約295

約 295

45×20mm角ネット貼り MRU4520-DR
約45×20mm
約295×295mm
約10.0mm厚
11.5シート/㎡
11シート/箱
12㎏/箱
¥3,000/シート約295

約 295

◎ ◎× ○ × ○ ×

LA-HMP-01 LA-HMP-02 LA-HMP-03

LA-HMP-04 LA-HMP-05 LA-HMP-06

LA-HMP-07

◎ ×× × × × ×

LA-MRU2010-DR LA-MRU2813-DR LA-MRU4520-DR

●20×10mm角 ●28×13mm角 ●45×20mm角

LA-MRU2010-RE LA-MRU2813-RE

接着剤張専用商品標 準 品 中 国 産 レ ン ガ
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.90に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.90に記載がございます。必ずご参照ください。

カラーマーケット Color Market

ディグダグ Dig . Dug

◎ ×× ◎ × × ×
リヴァイ Rivai

フライアッシュストン Flyash Stone

230×65角平 NT-230/CM-
230×65mm
-
7.0mm厚
60枚/㎡
48枚/箱
10.75㎏/箱
￥8,500/㎡LA-NT-230/CM-25842E

LA-NT-230/CM-25843E

LA-NT-230/CM-25844E

LA-NT-230/CM-25836E

LA-NT-230/CM-25841E

LA-NT-230/CM-25837E

LA-NT-230/CM-25838E

LA-NT-230/CM-25839E

LA-NT-230/CM-25840E

LA-NT-280/R4-LE LA-NT-280/R4-KZ

LA-NT-280/R4-LD LA-NT-280/R4-LC

LA-NT-280/R4-LA

LA-NT-230/CM-25847E

LA-NT-230/CM-25848E

LA-NT-230/CM-25849E

LA-NT-230/CM-25860E

LA-NT-230/CM-25861E

LA-NT-230/CM-25862E

LA-NT-230/CM-25856E

LA-NT-230/CM-25857E

LA-NT-230/CM-25858E

LA-NT-230/CM-25895E

LA-NT-230/CM-25869E

LA-NT-230/CM-25870E

50角ネット貼り STB-
47 × 47mm
約 300× 300mm
11.0mm厚
11.5 シート /㎡
14シート /箱
25kg/ 箱
￥7,800/㎡約300

約300

◎ ◎× ◎ × ◎ ×

LA-MRU4520-DR LA-MRU4520-DR

LA-MRU4520-DR LA-MRU4520-DR LA-NF-600/PLS-25119 LA-NF-600/PLS-25122 LA-NF-600/PLS-25125

◎ ◎◎ ◎ × ◎ ×

× ◎◎ × × × ◎

280×70角平 NT-280/R4-
280×70mm
-
9.0mm厚
45枚/㎡
50枚/箱
19kg/箱
￥7,800/㎡

280
70 

9

600角平 NF-600/PLS-
595×595㎜
-
10.0㎜厚
2.8枚/㎡
4枚/箱
30.5㎏/箱
¥6,500/㎡

C.S.R 0.50（最小値）

接着剤張専用商品標 準 品 日 本 産 BⅠ類（磁器質）無釉

接着剤張専用商品標 準 品 イタリア産 BⅠ類（磁器質）施釉

標 準 品 ブラジル産 BⅠ類（磁器質）施釉

標 準 品 ブラジル産 BⅢ類（磁器質）施釉
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鍛鉄（ロートアイアン）の魅力は、鉄の持つ堅固さや重量感と、

熟練した鍛冶職人の巧みなハンマーワークによる豊かな質感やデザイン性の共生です。

異素材とも組み合わせやすく、石、木、ガラス、

その他の金属など、あらゆる素材の魅力を引き立てます。

部品や金具としてワンポイント使いにも、また、

手すりやパーテーションのような空間の主役になる一品にも、

多種多様なオーダーに対応いたします。

どうぞ自由な発想で鉄の魅力をお楽しみください。

鉄

無垢の鉄の存在感。

【施工実例】

Iron

オーダーメイド品
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商品はすべて、国内の熟練した職人の手で、１点１点オーダーメ

イドでお作りいたします。

詳細な図面がなくても、デザインと製作に通じたスタッフが多数

在籍しておりますので、お話し合いの中で、お客様の想い描いた

イメージに近づけるご提案をさせて頂きます。

イメージが固まりましたらあとはこちらにお任せください。モノづ

くりに通じた職人たちの手によってイメージ以上のものに具現化

させるよう、取り組ませて頂きます。

安心の品質とサービス

塗装の仕上げは、ブラック以外にもご指定の特注色でカラーリン

グが可能です。

ハンマートーン、錆び調、エイジング等、仕上げの特注にもご相

談に応じます。

また、本物の錆びも特殊な鉄（コールテン鋼）を使用すること

で、それ以上進行しない様な仕様にすることも可能です。

※コールテン鋼は触れると錆が付着することがございますのでご注意下さい。

カラーについて

【屋内手すり】 仕様：フラットバー・タタキ　フンタイ焼付黒塗装+サビ風加飾仕上げ

【屋内手すり】 仕様：丸棒・タタキ　フンタイ焼付ホワイト塗装仕上げ

【屋内手すり】 仕様：フラットバー小口タタキ仕上げ　フンタイ焼付黒塗装仕上げ

【ドアノブ】 つや消し黒塗装仕上げ 【固定式飾りパーツ】 つや消し黒塗装仕上げ

【ファニチャー】　木材と組み合わせて

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.91に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.91に記載がございます。必ずご参照ください。
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資源として、わたしたち人間にとって

もっとも身近で親しみのある素材、「木」。

真新しい木材から香る、心休まる森林の香りや、

使い込まれた木材の肌の、深みのある美しいツヤ。

そして古木の、記憶を刻み込んだような傷や、物語りを感じる色合い。

どれひとつとして同じ表情ではない、そのやわらかな存在感に、

いままで私たちは守られ、育てられてきました。

天然木だからこそ感じられる安心感や居心地の良さを、

シーンに応じて使いやすいセレクションでお届けいたします。

木

色、香り、質感、そのすべてで

私たちを癒してくれるもの。

Wood

【施工実例】

オーダーメイド品標　準　品
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。

不燃古材
   木材の不燃処理は一か月以上かかる為、工期の短い現場では悩みの種でありました。
そこで、先行して不燃処理を行った常備在庫を確保し、短納期のご要望にお応えできる体制を整えております。
また、標準品の古材に表面加工を施すことによって更なるバリエーションを増やすことも可能です。
不燃古材についてのご要望、お困りごとは、是非ご相談下さい。

不燃USボード ブラウン

乱尺×18×150～250mm
素材 ： パイン、ヘムロック／無塗装
（入荷ロットにより板幅にバラつきがあります。）

不燃グレーボード

乱尺×18×145mm
素材 ： パイン、ヘムロック／無塗装

不燃ユーズドプレーン
乱尺×15×190～230mm
素材 ： 杉／無塗装
（入荷ロットにより板幅にバラつきがあります。）

貸出サンプル標　準　品
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。

サーモアッシュ
北欧フィンランドで生まれた、高温乾燥による高品質なデッキ・サイディング材。
時と共にシルバーグレーへと変化していく天然木ならではの色の経年変化もお楽しみ頂けます。

オーク
“森の王様”として古くから人々に親しまれているオーク。
木目の美しさと重厚な雰囲気を合わせ持ち、落ち着いた空間におすすめです。

�ermo Ash Oak
無償サンプル（L300×2本まで）オーダーメイド品 無償サンプル（L300×2本まで）オーダーメイド品

■サーモアッシュ　デッキ／オイル塗装

①1800×160×26…品番/LA-140411016
②2100×160×26…品番/LA-140411017
③2400×160×26…品番/LA-140411011
④2700×160×26…品番/LA-140411012
⑤3000×160×26…品番/LA-140411013
⑥3300×160×26…品番/LA-140411018
⑦3600×160×26…品番/LA-140411014

■サーモアッシュデッキ　造作材　柱

無塗装
3600×75×42…品番/LA-140411010

①1800×64×20…品番/LA-150411006
②2100×64×20…品番/LA-150411007
③2400×64×20…品番/LA-150411008
④2700×64×20…品番/LA-150411009

品番/LA-150411002 
3300×82×21

■サーモアッシュ　サイディング
　平行四辺形／オイル塗装

オイル塗装
品番/LA-140411015
3600ｘ65ｘ42

■サーモアッシュデッキ　造作材　柱

■サーモアッシュ　サイディング
　平行四辺形／無塗装

■フィレンツェ　浮造り　
品番/LA-100304002
乱尺（500～2400）×180×20
ハードワックス仕上げ

■フィレンツェ　ピュアホワイト
品番／LA-100304003
乱尺（500～2400）×180×20
ハードワックス仕上げ

■オーク180
・オイル塗装仕上げ
　品番／LA-100303005
・無塗装
　品番／LA-100303006
　乱尺（300～2100）×180×18

■オーク150
・オイル塗装仕上げ
　品番／LA-100303003
・無塗装
　品番／LA-100303004
　乱尺（300～2100）×150×18

■オーク120
・オイル塗装仕上げ
　品番／LA-100303001
・無塗装
　品番／LA-100303002
　乱尺（300～2100）×120×18

■ハンドスクレイプ
品番／LA-100303007
乱尺（300～2100）×150×18
無塗装

■ナチュラル【三層フローリング】
品番／LA-100305001
1858ｘ190ｘ14（表面単板3㎜）
8枚入り（2.8242㎡）※１枚乱尺含む
オイル塗装仕上げ　心材：ポプラ

■ダークスモーク【三層フローリング】
品番／LA-100305002
1858ｘ190ｘ14（表面単板3㎜）
8枚入り（2.8242㎡）※１枚乱尺含む
オイル塗装仕上げ　心材：ポプラ

■ナチュラル【多層】
品番／LA-100305005
1820ｘ150ｘ12（表面単板2㎜）
8枚入り（2.8242㎡）※１枚乱尺含む
オイル塗装仕上げ　心材：ユーカリ

■ダークスモーク【多層】
品番／LA-100305004
1820ｘ150ｘ12（表面単板2㎜）
8枚入り（2.8242㎡）※１枚乱尺含む
オイル塗装仕上げ　心材：ポプラ

タモ樹 種
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■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。

バーチ
白みがかった色味の中に、流れるような木目、迫力のある節。
木のありのままの姿を楽しめる、節をそのまま生かした無垢材です。リーズナブルな価格も魅力。

パイン
欧州赤松とも呼ばれるパイン材は、防虫や殺菌の効果があり、空気を浄化・消臭する働きがあります。また、パイン材に含まれる
「テルペン」と「アルファ―ピネン」という物質が自律神経に働きかけ、森林浴と同じ安らぎを与えてくれます。

Birch Pine
無償サンプル（L300×2本まで）オーダーメイド品無償サンプル（L300×2本まで）オーダーメイド品

■レッドパイン　三層板

■レッドパイン　フリー板

高品質のパイン材の中から、あえて節ありの材を使用した集成材です。高い
乾燥技術に加え、繊維が交差するように3層に重ねた中間層は、反りや狂
いを極限に押さえつつ、強度もフリー板に比べて増します。
５ｍ×１ｍの大判サイズで、長手方向にはジョイントがなく、ラミナ巾が110ｍ
ｍ以上と幅広のため、高級感のある長手のカウンターや、背の高い扉などを
お造りいただけます。木口に変化があり、塗装することによってアクセントとし
て引き立ちます。
①5000×1000×19…品番/LA-130109001
②5000×1000×25…品番/LA-130109002
③5000×1000×30…品番/LA-130109003
④5000×1000×35…品番/LA-130109004
無塗装・埋木有

高品質のパイン材の中から、あえて節ありのパイン材を使用した集成材で
す。長さ方向にジョイントがないため、無垢板に近い質感と、加工のしやすさ
を両立しました。
①3840×600×20…品番/LA-120108001
②3840×600×25…品番/LA-120108002
③3840×600×30…品番/LA-120108003
④3840×330×42…品番/LA-120108004
⑤3840×900×42…品番/LA-120108005
無塗装

■ラスティックバーチ

■アーバンバーチ

○迫力のある節
木をありのままの姿で使ってほしいから、節をそのままに生かした床材に仕上
げました。無垢材ならではの質感、風合いをご堪能いただけます。

○塗装もおすすめ
塗装を施すことで、ラフでありながらもより高級感のある仕上がりに。ご希望
のお色味で塗装することも可能です。お問い合わせ下さい。

①オイル塗装…品番/LA-101206001
②無塗装…品番/LA-101206002
1820（UNI）ｘ90ｘ15
10枚（1.638㎡）
樹種：アジアンバーチ

ラスティックシリーズよりも節を控えめに、上品な仕上がりをお楽しみいただ
けるアーバンシリーズ。
白みがかった色味がかわいらしいバーチは特に節を少なくすることにより、よ
り品のある表情に仕上がりました。

オイル塗装
品番/LA-101206003
1820ｘ90ｘ15
10枚（1.638㎡）
樹種：アジアンバーチ

■レッドパイン　フローリング　ダーラナパイン
①3830×115×14…品番/LA-100101005（4.4㎡/10枚入）
②1820×136×20…品番/LA-100102001（1.485㎡/6枚入）
③3850×136×20…品番/LA-100102002（3.14㎡/6枚入）
④3850×136×30…品番/LA-100102004（1.57㎡/3枚入）
無塗装
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ハーフムーンシェルフ（小）
W220xD120xH150

ハーフムーンシェルフ（大）
W350xD180xH210

H2
48
0m
m

壁
H1
88
0m
m

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.92に記載がございます。必ずご参照ください。

タイニーショップ
屋外でも使えるカラフルな木製パネルショップ。キャスター付きで移動も可能。
飲食や雑貨などの対面販売に適しています。

ドローイングボード
ホワイトボード用マーカーでさらさら書けて、つるんと消せる。驚きの使用感を、メニューボードや壁面、テーブルなどにご活用ください。

ハーフムーンシェルフ
ころんとした量感のある、半月型の木製シェルフ。小さな展示物にもアイキャッチを促せるディスプレイ台です。

Drawing board

Half moon shelf

Tyny Shop

リプル
まるでさざ波のように揺らぐウェーブが美しい、木製パネル。照明の下で、ドラマチックな陰影を生み出します。

Ripple

貸出サンプル

貸出サンプル 受注生産品

オーダーメイド品

標　準　品

オーダーメイド品

オーダーメイド品

【フラットタイプ壁掛け型】

・300×300×t15 6,700円（税別）
・450×300×t15 10,000円（税別）
・600×450×t15 19,500円（税別）
・900×600×t15 39,000円（税別）

松集成材

水性ウレタン

４種類

約３週間

壁にかけるフック金物同梱

材 質

塗 装

カラー

価 格

納 期

備 考

小：¥18,000
大：¥24,000
送料および消費税別

材 質
塗 装
カラー
サイズ

価 格

納 期

備 考

ラジアタパイン
水性ウレタン、または未塗装
クリア
W1800xH600xT18（木目・波方向は長手）

約３週間

背面にそりどめをいれていますが、天然素材のため、そり、ねじれが出る場合
があります。

水性ウレタン：¥18,000／枚　未塗装：¥12,000／枚
送料および消費税別

けやき ローズ エボニー マットブラック

サイズ900×1800mm以下、厚み15mmにて
特注サイズを承ります。ご相談ください。

多摩産杉材 質

外壁スマートサイディング
（OSB合板）

松材、床：防腐加圧注入材＋
針葉樹合板

枠組壁工法（2x4）

本体：ヒスイ系油性
枠：キシラデコールコンゾラン

936,000円／台　
送料および消費税別

約３週間

※写真中の照明はつきません

材 質

枠

工 法

塗 装

価 格

納 期

備 考

オプション 【看板】 材質：松集成材　
 価格：38,500円
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おもてなしの気持ちも、作り上げたいムードも、

照明がすべてを決めてしまうから、

空間を立体的に構築する「照明計画」を立てましょう。

既存の照明器具だけにこだわらない、

トータルな照明プランをご提案いたします。

照明
Lighting

【施工実例】

オーダーメイド品

59 60 61 62



照明プランは、お客様からのラフスケッチや
図面をもとに形状、調光、調色の照明計画を
ご提案いたします。まずはご相談下さい。

59 60 61 62



【施工実例】

サイン Sign

それは、名を記し

アイデンティティ―を

示すもの。

大切なお名前やロゴマークを、

イメージに合った素材と加工方法で製作させて頂きます。

銅、アルミ、ステンレス、

ガラス、アクリル、陶器、木材、鉄、

ありとらゆる素材で、サインのスペシャリストが

お客様のアイデンティティを形にするお手伝いをいたします。

どうぞご相談ください。

参照ページ　P.11ガラス（キルンワーク）

参照ページ　P.35真鍮・銅着色

銅　たたき仕上げ

オーダーメイド品
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アイアン焼付け塗装仕上げ

アイアン焼付け塗装仕上げ アルミ焼付け塗装

アルミ焼付け塗装アルミ焼付け塗装

アイアン・銅 ステンレス鏡面磨き

ステンレス焼付け塗装仕上げ

アイアン焼付け塗装仕上げ・銅

63 64 65 66



金属でありながら、透け感や揺らぎ、

軽やかさや柔らかさを表現できる

メタルメッシュ。

線材の形や編み方によって、

そのデザインバリエーションは無限大です。

切断、溶接、塗装などの加工を施せば、

ありとあらゆるプロダクトの造形が

実現可能です。

金網
【施工実例】

Mesh

光を編み、

空気を縫う。

その姿は、

変幻自在。

オーダーメイド品
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すだれとして

ケージの中に木炭を入れて 天井パネルとして

アルファベット型のケージ　特注例：「N」メッシュが作る、光の層。

ゆらぐ風の気配。
67 68 69 70



軽くて強く、耐食性に優れた素材として、

私たちの生活に浸透しているアルミニウム。

毒性がなく、リサイクルしやすいので

医療から食品の現場まで広く浸透しています。

でも、アルミ製品には、

「大量生産」のイメージがあるかもしれません。

そんなイメージを覆すのは、

「アルミの鍛冶屋」のオーダーメイド。

アルムを知り尽くした職人たちの技で、

皆さまのご要望にお応えいたします。

アルミ
【制作実例】

Aluminum

アルミフレームの設計提案から、

特注部品、異素材と組み合わせたファニチャーなど、

アルミを用いた造形のご相談を承ります。

塗装による着色も可能ですので、

日塗工ナンバーなどの色番号にてご指定ください。

オーダーメイド品
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空間を、自在に仕切る。

強くて軽いアルミ材は、「フレーム」として様 な々シーンで活躍します。

簡易デッキのベースや、 展示台やキャビネットの骨組みなど、 

それぞれの現場に合わせた特注サイズで製作いたします。

71 72 73 74



【施工活用事例】

◯FIFA推薦工場の特注生産品です。しっかりとした品質

管理で安心です。

◯日本防炎協会による防炎性能試験の合格製品です。

◯４色の糸により天然芝と見違えるほどのリアルさを実

現します。

◯水やり、草刈りなどお手入れが不要で楽です。

◯水抜き穴が空いているので透水性も問題ありません。

◯雑草対策にも役立ちます。

手触り・密度・色合いにこだわった、高品質の人工芝です。

本物の芝生を極限までリアルに追及したプレミアムタイプと、

全9色の品揃えで使用シーンの広がるレギュラータイプをご用意いたしました。

「人工芝」の固定概念を超えて、

空間デザインに新しい可能性を広げる素材です。

人工芝
フェイクグリーンの枠を超えた、

グランドデザインのニュー・テクスチャー。

Turf

標　準　品

75 76



■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.94に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.94に記載がございます。必ずご参照ください。

※カラー人工芝には遮熱性能は含まれていません。

直毛糸素材 ／ポリエチレン

縮毛糸素材 ／ポリプロピレン

芝の長さ ／30mm

芝の厚み ／160μ（ミクロン）

基布素材 ／PP平織＋PP平織
　メッシュ（二層構造）

基布裏面加工 ／SBRコーティング

計4色の糸を使用することにより本
物そっくりの人工芝。

上質な手触り。

適度なボリューム感。

自然な色合い。

防炎認証済み。安心の防炎材料ラ
ベル付き。

遮熱成分を配合しているので、表面
温度の上昇を抑制します。

レギュラータイプは、日本で初めてリ
アル人工芝が発売された当時から現
在までずっと愛され続けている、日
本におけるリアル人工芝の原点とも言
える人工芝です。完成されたトータル
バランスは時を経ても変わることな
く、現在でも主力商品として幅広く愛
用されております。

■特徴

■カラーバリエーション

あなたの要望にお応えします。
人工芝の可能性を広げるカラーバリエーション。

■仕様

直毛糸素材 ／ポリエチレン

縮毛糸素材 ／ポリプロピレン

芝の長さ ／35mm

芝の厚み ／160～350μ（ミクロン）

基布素材 ／PP平織＋PP平織 PET綿付（二層構造）

基布裏面加工 ／PUコーティング

計4色の糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。

防炎認証済み。安心の防炎材料ラベル付き。

より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。

耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。

遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。

■特徴 ■仕様

品番／LA-CTR30 芝の長さ 約30mm 品番／LA-CTP35 芝の長さ 約35mm

おかげさまで
累計販売数

110,000㎡突破！

従来人工芝の芝重量
約1289g/㎡

プレミアムタイプの芝重量

約2098g/㎡

独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚
で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の
葉脈のような外観を演出します。

プレミアムタイプの断面 従来の人工芝の断面 ぜいたくに
芝糸の使用量を
約60%増量
しました。

ホワイト ブラック グレー チョコ カフェラテ ブルー ピンク パープル

全８色 ロング
セラー

特殊形状
＆肉厚

プレミアムタイプ
～高密度・クッション性・耐久性～　スリーランクアップした使用感抜群の人工芝

レギュラータイプ
～手触り・密度・色合い～　トータルでバランスのとれた人工芝

1m×10m/ロール… 52,000円（税別）
2m×10m/ロール… 104,000円（税別）上 代 1m×10m/ロール… 70,000円（税別）

2m×10m/ロール… 140,000円（税別）上 代

上 代
〈原反サイズ ： 1m×10m〉

1m×10m/ロール… 70,000円（税別）
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※USGA（全米ゴルフ協会）のスティンプメーターを使い計測
　一般競技でのグリーンの速さ／約9フィート・試合競技でのグリーンの速さ／約13フィート

13mm

下　地

■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.94に記載がございます。必ずご参照ください。■お取り扱い上のご注意など詳しい情報は、P.94に記載がございます。必ずご参照ください。

芝の長さ 約13mm品番／LA-CTK13 品番／LA-SP50110

■衝撃吸収性値とは…スポーツ用人工芝の上で転倒した際など、人
が衝撃を受けた場合の衝撃緩和の目安です。値が高い程優れ、よ
り安全です。
■日本サッカー協会はスポーツ用人工芝に対し、衝撃吸収性値に基
準値を設けており、ショックパッドはこれをクリアしています。ショック
パッドとクローバーターフを組み合わせることによって、スポーツ用人
工芝と同程度の衝撃吸収性を実現できます。

厚み 12mm

縮毛糸素材 ／ポリエチレン

芝の長さ ／13mm

芝の厚み ／160～210μ（ミクロン）

基布素材 ／PP平織＋PP平織 PET綿付+メッシュ（三層構造）

基布裏面加工／SBRコーティング

ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。

短い毛足の芝を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。

他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を作
り出すことが可能。

従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。

グリーンの速さが約11.7フィート※。パターの練習に最適。

■特徴

人工芝の下に敷くことで下地が固いコンクリートでも天然芝のよう
な踏み心地を再現します。

人工芝の下に敷くことで衝撃吸収性が一段と向上。転倒時の安全
性をより高めます。

弊社スポーツ用人工芝に採用している実績のあるショックパッドを
景観用人工芝向けに応用しましたので、安心してご使用できます。

水を吸収しない素材（ポリエチレン）を使用しているので、より衛生
的です。

穴が空いているので水はけもOK。

足腰の負担軽減に。 子供の遊び場に。

■特徴

家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。
マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。

＊その他アイデア次第で様々なシーンで活躍します。

■ご使用例

●ご家庭

通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立て
ます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。

●施設内通路や商業施設

■仕様 ■カラーバリエーション

あなたの要望にお応えします。
人工芝の可能性を広げるカラーバリエーション。

ブルー レッド イエロー ホワイト

全４色

素　材／ポリエチレン 厚　み／12mm

■仕様

●ジョイントシート●接着剤 ●両面テープ ●人工芝専用ハサミ『ターフくん』

＊衝撃吸収性値について

カールタイプ
広場にも、通路にも、ゴルフ用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝

ショックパッド
まるで天然芝のような踏み心地！ 安全性を高める人工芝専用アンダーパッド

施工に必要な副資材も取り扱っております！
詳しくはお問い合わせください。

※この数字はあくまで試験値であり実証値ではありません。
　試験機関／一般財団法人カケンテストセンター

※但し、クローバーターフは景観用人工芝であり、スポーツ用人工芝ではありません。
　クローバーターフの上でのスポーツはお控え下さい。

1m×10m/ロール… 73,000円（税別）
2m×10m/ロール… 146,000円（税別）上 代

1m×10m/ロール … 37,000円（税別） （3,700円/㎡）上 代

1m×10m/ロール … 88,000円（税別）上 代
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●石材は一つとして同じものはなくまた印刷物の為、写真と実物との質感・色合いに差

が生じる場合があります。

●鉱山の急な閉山や海外情勢の影響により、掲載商品が予告なく仕様変更や生産が中

止となる場合があります。

●一般に天然石は想像を絶する圧力で覆われていた岩石を採掘するため、様々な変化

を起こします。

①応力の発生（山キズ、反り、剥離等）

②紫外線、大気や雨水、汚染物質での表面変化（汚れ、退色、サビ等）。設置後には1．環

境（湿気、太陽光、振動）2．工法や接着剤、3．施工時期等による変化もあり、原因の特

定が困難な場合もあります。その石材の特長を把握し適材適所へのご試用と、そう

した変化の可能性も石の魅力とともに事前に御施主様へお伝えいただくことも必要

です。　

●砂岩、凝灰岩、大理石等の吸水率の高い石材（堆積岩系）は、①水分を含んだままの状

態になる「濡れ色」、②水分に含まれた「汚れ」の蓄積、③モルタル成分による「黄変・変

色」、④吸水された水分の凍結融解」（凍害）による「割れ」等が発生する場合がありま

す。対策としては石材の表面に撥水剤などを塗布、水分の吸水を抑える方法がありま

す。基本的に寒冷地ではこの種の石材のご使用はおすすめしておりません。

●石の表面に傷があることがありますが、これは「山キズ」と言って石を切り出した際に

すでに発生している疵（きず）です。強度に関わる様な深い山キズは検品時に出荷か

ら外しておりますが、浅いものは天然石特有の表情の一つとして適所にご使用いただ

ければと思います。

●天然石は同じ石種でも採掘する山や地層（生成時期）によって、含まれる成分や生成方

法など様々な条件が異なってきます。つまり一つとして同じものは無く、特に花崗岩（特

に錆）やスレート系の石材は色ムラ・模様のバラつき等がおもしろく、飽きることのな

い表情や色の違いを見せてくれます。均一な機能性が必要とされる場所には工業製

品を、これも適材適所で使い分けていただきたいと思います。

●天然石が人工的な加工を施されず、風化した岩肌そのままの表面を「野面」といいま

す。味のある色・風合いがあり景石ではそのまま野面を仕上げとして生かすことも多く

あります。また天然石の中には玉の形状で生成されるものがあり、地中で土を被った

それらの表皮も野面と呼びます。ピンコロの黒（安山岩）はこの表皮が裏面に多少混ざ

る場合もありますが品質上は問題ありません。

●石材は鉄分を含んでおり、それはサビの原因となります。石材内部から発生するサビ

と、釘や工具など外部からの要因によるもらいサビがあります。対処法としては石材専

用のサビ取り薬剤がありますが、サビの種類や石材の種類によって使用する薬剤も異

なりますので、薬剤の選定は薬剤メーカーへご確認ください。

●弊社では生産工場と協力しなるべく色ムラを抑える努力を行っておりますが、天然石

は同じ石種でも採掘する山や地層（生成時期）によって色合いが変わってきます。これ

によりロットによってもやや色合いが異なる場合があります。可能な限り現場へまとめ

て納品し、ひと手間かかりますが、仮並べによって色ムラをどの様に配色するかイメー

ジして頂くのが最大の解決策となります。

●施工後、白く変色してくる場合がありますが、これを「エフロレッセンス」または「白華」

と言い、モルタルやコンクリートの成分である水酸化カルシウムが溶け込んだ水分が

施工した石材の表面から蒸発する際に、水酸化カルシウムだけ表面に残り白い汚れと

して目立ってしまう現象です。対策としては事前に石材の表裏に撥水剤を塗布、発生し

た場合はエフロ除去剤などで処理する方法があります。 

●本製品は手作りですので、泡の濃淡や模様の出方、

　サイズに若干の個体差が生じます。予めご了承ください。

●耐熱・強化ガラスではありません。

●本カタログの印刷・目視・厚みにより見え方が変わることがあります。

　サンプル貸出をご利用ください。

●本製作品は、ガラスの特性や製法上表面のムラ・反り・気泡の濃淡に

　個体差が生じることがございます。

●製法上、若干の寸法誤差が生じます。

● 製法上、テクスチャーには若干の個体差が生じます。

P.5～10

Stone

石

P.11～16

Glass

キルンワーク
ガラス

製品取り扱い上のご注意

商品はすべて、納品後に内容をよくお確かめください。
お気づきの点がございましたら、施工前にご連絡を頂きますようよろしくお願いいたします。

各商品の施工要領に反する方法で施工を行った場合の不具合につきましては、責任を負いかねます。
必ず施工要領を守ってお使いください。

Information

Le Magasin
ル・マガザン

Le Magasin
ル・マガザン
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印刷方法 最大加工
寸法(mm) 特　　　徴 透過性

ガラスへ直接印刷のため、パターンのピッチ
が正確に反映。
デザインデータ1枚から製造可能。
版の作成不要で多色に対応

オンデマンド
セラミック

3,000
　×8,000

なし

2,500
　×5,000

スクリーン版を製作し、ガラスに直接印刷。 
柄・色・寸法が同一で大量製作時に低コス
ト・短納期。

スクリーン
セラミック

なし

2,450
　×10,000

PVB中間膜への印刷。
自由な意匠表現が可能。
1670万色が再現可能で、多色使い、写真
データに適している。
合わせガラスのため、ガラスが割れても破片
が飛び散らない。

サン・ファイン あり

2,000
　×10,000

PETフィルムにデザイン印刷し、ガラスに貼り
合わせる手法。 
さまざまなデザイン、色に対応可能。

PETフィルム
印刷

なし

※最大重量：2.5tまで
※室外使用の場合は、四方枠入りを推奨いたします。
※中間膜の在庫状況によって、製品寸法が変更になる場合がございますので、ご了承下さい。
※記載していない色味の中間膜も在庫として取り揃えております。別途お問合せ下さい。

※最大重量：2.5tまで
※室外使用の場合は、四方枠入りを推奨いたします。
※中間膜の在庫状況によって、製品寸法が変更になる場合がございますので、ご了承下さい。

外装：壁／サイン／ファサード／リブ／手すり／ひさし／窓／
　　　トップライト／ドア
内装：壁／インテリア／サイン／パーテーション／手すり／
　　　防煙垂れ壁／ドア／天井

施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：3+3~19+19mm
最大サイズ：1,200×12,000mm
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます
透過性：有り

製造範囲

P.17～22

Glass

機能
ガラス

①ノーマルカラー

外装：壁／サイン／ファサード／リブ／手すり／ひさし／窓／
　　　トップライト／ドア
内装：壁／インテリア／サイン／パーテーション／手すり／
　　　防煙垂れ壁／ドア／天井

施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：3+3~19+19mm
最大サイズ：2,400×12,000mm
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます
透過性：有り

製造範囲

②バンシーバ

外装：床
内装：床

施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：5+5 ～ 19+19mm
最大サイズ：1,200×2,400mm
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます

製造範囲

①ノンスリップECO

印刷ガラスについて

カラー膜入りガラスについて

床ガラスについて

　　　強化ガラスは強度が高く、たとえ割れても破片が細かい粒状になり、安全性の高

いガラスですが、不意に破損することがあります。強化ガラスの性質をご理解頂いた上

で、ご利用下さい。

Le Magasin
ル・マガザン

Le Magasin
ル・マガザン

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



※最大重量：2.5tまで
※室外使用の場合は、四方枠入りを推奨いたします。
※同厚の強化ガラスとの合わせガラスを推奨しています。

対応床高さ ： 96ミリ～340ミリ

樹脂スタンド＋アルミフレーム材にて支持

ガラスコーナー部緩衝材使用-浮上がり防止

乾式目地材を使用

『7つの安心』をお届けします！

1．パッケージシステムで見積も調達も安心
光床設置に必要な資材（スタンド・フレーム用バー材、LEDパネル、ガラス、目地材、電

源ボックスなど）をパッケージでお届けします。ご希望のデザインやレイアウトの調整

がわかりやすい、優れたユニット商品です。

2．高さ調整もスムーズな樹脂製スタンド
高さ調整は、31ミリ～275ミリまで可能。下地床の調整費用が大幅に削減できます。リ

ニューアルやリフォームにも、優れた強度で対応。床荷重400キログラムまで（ピアノも

OK）耐えられます。

3．ひとりで簡単に施工が可能
組み立てが簡単にできるフレーム用のバー材を準備。LEDパネルやガラスも置くだけ

です。施工費を大幅に削減できます。（標準施工時間：12枚約3時間／2人）

4．高品質の国産LEDパネルを使用
光源は、消費電力が少なく発光寿命も長いLEDパネルS-JET試験に適合し品質の安定

した国産LEDパネルを採用しました。100Vコンセントで簡単に設置可能なコネクター

接続ですから、複雑な電気工事は不要です。（100Vコンセントで最大12枚まで設置可

能です。）

5．レイアウトの変更や引越・移動先でも簡単リユース
資材は全てリユースが可能→レイアウトの変更時・移設時など、廃材の減量・工事費の

削減が見込まれます。

6．乾式目地材により、メンテナンスも簡単キレイ
L-FLOOR/エル・フロアーの乾式目地は、簡単に取付け・取り外しができます。施工後の

メンテナンス、ガラスや照明パネルの取り替えが可能です。

7．ノンスリップ ECOを使用　＊滑り試験（C.S.R値）＝0.65(平均値)
新開発商品＝「ノンスリップ ECO」を使用しております。SANSHIBAの最先端技術が、鉛

やフッ酸を使用せずに、ノンスリップガラスの製造を可能にしました。（＊通常C.S.R値

が0.45以上であれば、歩行に適していると判断されます。）

P.17～22

Glass

機能
ガラス ノンスリップ ECO( 強化ガラス8ミリ+強化ガラス8ミリ)仕　様

597ミリ×597ミリ(600 ユニット）サイズ

メルセン白 or ABクリア中間膜

ガラスデータ

＊オーダーサイズ・カラー承ります。

550ミリ×550ミリサイズ

22W／枚　　一般商用電源 -AC100V消費電力

-10°C～ 30°C使用温度

超高輝度 LED光源部

LEDライトパネル

＊ライトパネル部は屋内使用
＊1電源で最大 12 枚連結接続可能

②エルフロアー

Le Magasin
ル・マガザン

Le Magasin
ル・マガザン

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90



■ご注文にあたって

●外部、水廻り、高温、多湿場所に使用できません。

●合わせガラス特性上、封着する和紙が多少濡れたような見え方となります。

●和紙組成によって、折りシワが多少残る場合があります。

●柄物ヨレが生じる場合があります。

●ガラス内部に気泡が残る場合があります。

●和紙全て職人による手作業で製作をしています。　　　　　　　　　　　　　　

同一品番でも意匠（色・柄・透け感）完全な統一できません。

●連装ガラス等柄目合わせ基本的に行っておりません。

●板厚が上がるに従いガラス自体持つ色味が濃くなります。　　　　　　　　　　　
ご提案前に実製品を想定した板厚でサンプルを製作されることを推奨いたします。

●和紙メーカー都合により、和紙が廃番となる場合があります。また、和紙在庫常に変

動いたしますで、ご提案前に必ず在庫ご確認をお願いします。

P.17～22

Glass

機能
ガラス

外装：外使用の場合は要検討
内装：壁／インテリア／サイン／パーテーション／手すり／
　　　防煙垂れ壁／ドア／天井

施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：5~19mm
最大サイズ：1,500×2,650mm
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます

製造範囲

外装 : 壁／サイン／ファサード／手すり／窓／ドア
内装 : 壁／サイン／パーテーション／手すり／ドア施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：3~19mm、3+3~19+19mm
最大サイズ：3,000×5,300mm
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます

製造範囲

※最大重量 :2.5t まで
※テクスチャー 、オリジナル対応可です。

曲げガラスは形状、寸法、厚みにより製造可能範囲が変動致します。
製造可否につきましては都度お問合せください。

外装 : 
内装 : 壁／インテリア／パーテーション

施工部位

商業ビル・店舗／戸建住宅・マンション／高層ビル／公共施設使用建物

製作可能ガラス厚：3+3~19+19mm
最大サイズ：別途お打合わせ
オーダー最少枚数：1 枚からご注文頂けます

製造範囲

キャストガラスについて 和紙入り合わせガラスについて

曲げガラスについて
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●自然素材を使用し、一点ずつ手漉きで製作しておりますので、厚みや寸法のばらつき

や多少の色違いなどは風合いの一部としてご理解ください。

●和紙は直射日光や蛍光灯などで色が褪めることがあります。　　　　　　　　　　　

設置場所にご注意ください。

●湿気や虫喰いなどで傷むことがありますのでご注意下さい。

P.23～28

Washi

和紙 ●サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付の際は

ご注意ください。

■ハンプ
○焼き物特有の自然な色むらと色幅があります。
○シート加工の際ネット収縮により寸法の誤差が生じる場合がありますのでご注意く
ださい。
○半マスはございません。
○壁へのご使用は、壁の高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。

■ミニッツレンガ
○色幅、面状ムラがありますが、商品の意匠上の特徴になります。
○欠け、穴、汚れ等がありますが、商品の意匠上の特徴ですので不良品ではありま
せん。
○吸水率が高いため、目地が表面に残りやすいです。

■カラーマーケット
○輸入品のため、ご注文の際は在庫をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や
生産中止となることがあります。
○施工の際は２～３mm程度の目地をお取りください。
○メンテナンスには、酸性の洗剤、クレンザーは使用しないでください。
○壁へのご使用は、壁の高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。
○多面状ミックスの商品です。

■ディグダグ
○シート加工の際ネット収縮により寸法の誤差が生じる場合がありますのでご注意く
ださい。
○壁へのご使用は、壁の高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。

■リヴァイ
○接着剤貼り専用商品です。モルタル施工はできません。
○輸入品のため、ご注文の際は在庫をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や
生産中止となることがあります。

■フライアッシュストン
○壁へのご使用は、壁の高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。
○輸入品のため、ご注文の際は在庫をご確認ください。なお予告なしに仕様の変更や
生産中止となることがあります。

●設置する場所、色によって商品の寿命が変わります。

●青や紫は特に色が抜けやすく、西日が強いところに設置すると　　　　　　　　　　

約５年ぐらいで退色いたします。

●天然の素材故の特性をどうぞご理解ください。

本製品の色彩は塗料を使用せず、銅が持つ腐食性を利用して着色されています。

これは伝統的な高岡銅器の着色技法によるもので、日本の伝統的な色彩です。

仏像や梵鐘などを仕上げる職人の手により銅から鮮やかな色彩が引き出されます。

一点一点、表面のムラや発色に同じものはありません。

職人による手仕事により、裏側には着色工程で出来たシミがある物もあります。

これは銅器着色の特徴です。

経年変化により内側の輝きが鈍ってきます。（バケツ、照明器具など）

銅素材が持つ表情の深みをお楽しみいただけます。

やわらかい布で硬めに絞り、水拭き、乾拭きをして、乾いた状態で保管してください。

特に青銅色（碧海）仕上げの商品はデリケートな為、お取り扱いにご注意ください。

経年変化により金属がくすんでまいりますが、銅製品の特徴です。

使うほどに素材感が増す、風合いとしてお楽しみいただけます。

P.29～34

Silk

P.35～40

Copper Brass

絹

真鍮・
銅着色

P.41～44

Tile

タイル
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P.49～58

Wood

P.45～48

Iron

鉄 木表面処理について 天然木についてのご注意

不燃古材について

●木はそれぞれの環境に適した成長をするため、同じ樹種でも１本１本異なる色合い・

木目をしています。より良い仕上がりのために、施工前に一度全部仮並べをして、

色柄を調整してから貼るようにしてください。

●節の入り方にも個性があり、痕や汚れのように見えてしまう部位もありますが、自然

由来の証であり、商品の個性を示すものですので、予めご承知の上でご検討頂けま

すようお願いいたします。

●木は周辺の湿度により、吸湿・放湿を行いますので、施工した後も伸び縮みをします。

天然木のフローリング材は、冬には隙間があき、梅雨時には戻ります。伸縮と上手

にお付き合い頂くためにも、各商品の施工要領の順守をお願いいたします。

●自然素材は、年数が経つにつれ、紫外線の影響や酸化などにより色味が変化します。

特にパイン材は、白っぽさが目立つ新築時と違い、数年経つと濃い飴色に変化して

いきます。新築時の色味を長く保ちたい場合は、塗装品をお選び頂くことをお勧め

します。

●サーモウッド、タイニーショップ以外の商品はすべて屋内用商品です。屋外での使用

は絶対にしないでください。

●デッキ材等の板状の商品については、納品後、なるべく水平方向に寝かせて保管し

てください。立て掛けて保管すると反りの原因となります。

1. 製品は古材の為、反り、ネジレ、ひび割れ、抜け節、釘穴、等がございます。取り付け方

法をご考慮願います。

2. 不燃・準不燃木材は弱酸性の特性を持ちますので、接する金物は全てステンレス製等

の耐食性を持つ金物をご使用願います。（釘、ビス、水切り等含む全て）

3. 取り付け場所、保管場所が外部、多湿な環境の場合、結露を起し、湿気を帯びてしまい

ます。換気や空調 設備等で多湿な環境とならない様にご配慮願います。

4. 外部、外気が入る場所へ施工した場合、雨水、空気中の水分の影響で防火成分が表面

に浮き出て来る事による白華現象を生じます。予め、ご承知願います。尚、材料は内装

用の仕上げ材の為、外部で使用する場合にはノークレームとさせていただきます。（多

量の防火成分を注入する為、内部でも溶脱による白華が起こることがございます。）

5. 製品はあくまでもムク材です。色合い、木目等の個体差があることをご承知願います。

6. 不燃、準不燃木材は、特性上、接着剤が付き難くなります。接着剤のみでの取り付けは

避ける様、お願いいたします。

アクリル系粉体焼き付け塗装かウレタン系のいずれも耐久性の高いものを採用しており

ます。下処理には「ジンクリッチパウダー処理」と言う防錆処理か、密着性の高い防

錆プライマーを、製品の仕様やデザインにあわせて最適な方法で処理しております。

特注色については、塗料の色見本帳品番（日本塗料工業会・DIC）をお知らせいただ

ければ対応できます。中間色やグレーなどはデザインや素材の表情で見え方が変わっ

て来ますので注意が必要です。その他、ハンマートーン、錆び調、エイジング等、常

に新しい取り組みをしておりますのでご相談ください。

また、錆び表現もアイアンの魅力のひとつとして積極的に提案いたしております。工法

としては薬品を使用して鉄をサビさせる方法と、塗装でリアルなサビを表現する方法の

二通りあります。それぞれに良さがありますので使用場所やお客様のお好みでお選び

頂けます。

本物の錆びに関しては、特殊な鉄（コールテン鋼）を使用することで、それ以上進行

しない様な仕様にすることもできます。
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P.75～80

Turf

人工芝

サーモアッシュについて

お手入れについて

各商品の注意事項

P.49～58

Wood

木

不燃・準不燃材におきましては、水分の影響で防火成
分が表面に浮き出てくる白華現象がございます。多湿
な場所での使用、水性塗料の使用は避けてください。

左：不燃未処理材、右：不燃処理材、のそれぞれ下半分
に水 性塗料を塗布した事例。
左（不燃処理を行っていない）は問題ありませんが、右
（不燃処理材）の材料では白華現象が発生しています。

7. 不燃、準不燃木材は、特性上、通常の木材よりも仕上げが粗くなります事をご了承願い

ます。また、乾燥時の桟木の跡が若干残る事もご承知願います。

8. 水性塗料を塗装した場合、ムラ、白濁が生じますのでご使用はさけてください。

9. 塗装を行う場合は、湿度管理ができない場所での塗装は避け、工場での塗装をお勧め

します。また、十分にサンプル塗装した上で施工してください。

サーモアッシュは、薬剤を一切使わず、熱と水蒸気によるサーモ処理 ( 高熱乾燥 ) のみ

で高い耐久性を実現した、画 期的な商品です。 水蒸気を加えながら約 200°C の高温窯

で乾燥することにより、腐朽菌の養分となる油分や糖質が破壊・除去されるため、 腐り

にくくなります。また、木の繊維が化学変化を起こして吸放湿しにくくなるため、通常

の木よりも含水率を低く 保つことができ、伸縮の少ない商品となります。リグニンの化

学変化により、濃茶色や褐色に変化するのも特徴です。

①オイル塗装…含浸性のオイル塗料により、ほのかな濡れ色（やや濃い色）が特徴です。

無塗装に比べて経年変化が緩やかなため、木そのものの質感を長くお楽しみ頂けます。

②無塗装…何も表面塗装をしていないものです。木そのものの色合いをお楽しみ頂け

ますが、キズや汚れが付きやすく、経年変化も早いのが特徴です。ご自分の好みの

色に塗装することができます。

③浮造り…表面をつるつるにすることなく、あえて早材 ( 年輪でない部分 ) を削って凹

凸をつけた仕上げです。肌馴染みが良くしっとりとした触り心地です。

●ゴミ掃除は掃除機（設定弱め）もしくは、ほうきをご利用できます。

●芝が寝ているときは熊手や手袋を使い、芝葉が立つように芝方向の逆向きに撫でて

逆立ててください。景観が復活します。

●飲み物をこぼした場合は水で洗い流して下さい。

●本来の用途以外にはご使用にならないでください。

●排水穴から雑草が生えてくる場合がございます。事前に防草シートを敷くことを推奨

いたします。

●製造過程の都合上、色、サイズ、形などに多少バラツキがございます。　　　　　

また、端部分の芝糸がほつれやすくなっております。

●まれに裏面に芝糸の結び目がみられますが使用上問題はございません。

●夏期の高温下では、製品表面が熱くなり火傷する恐れがあります。

●加熱等で変形する恐れがあります。また火のそばでのご使用は　　　　　　　　　

火災の原因となりますので、ご注意ください。

●水滴や凍結などが原因で、人工芝の表面が滑りやすくなる場合がございます。

●商品の性質上、人工芝が伸縮する場合がございますので、下地への固定作業が必

要になります。固定方法につきましては施工方法ページをご参照ください。

●ガラスなどに反射した太陽光により人工芝が溶ける恐れがあります。

●ショックパッドは安全性を保証するものではございません。

●詳しい施工方法は販売店にお問い合わせください。

●遮熱性能は、表面温度の上昇を抑制するという意味ですので、必ずしも熱くならな

いという意味ではありません。

●耐静電気性能は、静電気の発生を抑制させる性能ですので、必ずしも静電気が発生

しないという意味ではございません。

●抗菌性能は、菌の繁殖を抑制する性能であり、殺菌性能ではありません。

⇦白華現象例

白華現象とは？
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メールアドレスご担当者

TEL FAX

ご住所

フリガナ

〒

（お名前）
貴社名 部署・

役職

送信日

月　　　　日オーダーシート

フリガナ

TELご担当者

ご住所

フリガナ

〒

（お名前）
貴社名 部署・

役職

フリガナ

標　準　品

オーダーメイド品

■お届け先　（※お届け先が上記と違う場合のみご記入ください。）

品番 数量商品名 品番 数量商品名

■素材・仕上げ・色 ■寸法 ■数量

■仕様・概要をご記入ください。

Le Magasin
ル・マガザン

03-5577-3826FAX:
ご注文

□見積り　□サンプル　□注文 □設計デザイン　□施工店　□代理店　□その他該当する項目に
印をつけてください

info@espe-rand.co.jp
03-5577-3285

ご注文・商品に関するお問い合わせ株式会社 エスペランド

業種
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vol.1vol.1

C'est un ensemble de matériaux.

〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-8-21 下田ビル

TEL : 03-5577-3285
FAX : 03-5577-3056

info@espe-rand.co.jp

Le Magasin
ル・マガザン

株式会社エスペランド

【 販売者 】
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	カタログ01_04
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	カタログ07タイル_長江陶業
	カタログ08アイアン_イヌイ
	カタログ09木
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