
ぬくもりのある幸せ
木の柔らかな感触に
つつまれて

心地よい風
柔らかな日射し
自然を感じる佇まい



Wood Master Index

三層フローリング

▶ Usual（ユージアル）シリーズ 1枚物

▶ Usual（ユージアル）シリーズ 3列物

▶ Brotherly（ブラザーレイ）シリーズ

無垢フローリング

▶ 無垢シリーズ

複合フローリング

▶ Different Color Classic（デファレントカラークラシック）シリーズ

▶ Different Color Premium（デファレントカラープレミアム）シリーズ

▶ Variety Art Classic（バラエティーアートクラシック）シリーズ

▶ Variety Art Premium（バラエティーアートプレミアム）シリーズ

▶ Hand Scraped（ハンドスクレイプ）シリーズ

▶ Legend（レジェンド）シリーズ

▶ Generally（ジェネラリー）シリーズ

直貼フローリング

▶ Pure（ピュア）シリーズ

▶ Pure Wild（ピュアワイルド）シリーズ

▶ Pure Damage（ピュアダメージ）シリーズ

▶ Compound Long（コンパウンドロング）シリーズ

▶ Wide Combination（ワイドコンビネーション）シリーズ

▶ Bloch Combination（ブロックコンビネーション）シリーズ

▶ Pattern Combination（パターンコンビネーション）シリーズ



木質天井/壁材

▶ アンティークウォール（不燃）シリーズ

▶ ラスティックウォール（不燃）シリーズ

▶ ヴィンテージウォール（不燃）シリーズ

▶ 年輪（不燃）シリーズ

▶ アクセントキューブシリーズ

▶ レリーフパネルシリーズ

▶ ワイルドウォールシリーズ

▶ ウッドクラフト天井シリーズ

オーダーメイドフローリング

▶ オーダーメイドフローリング

【天然木の特徴】
・天然木は同じ木の中でも木目、色調にバラつきがあり、これらのものに塗装を施した場合、

塗料の吸い込み量や素材自体の濃淡の違いにより多少の色違いが生じます。
また、樹種によっても入皮や節等の天然木ならではの特徴も生かしております。

・天然木は直射日光や紫外線などによって変色することがあります。
また、経年変化による樹種特有の変色が生じる場合がありますが、天然木ならではの
性質であることをご理解ください。

【お客様へ】
・予告なく製品の仕様変更、販売終了をさせて頂く場合がございます。

また、期間が経過した追加ご注文等の場合には、お手数ですが弊社にご確認頂けます様
お願い致します。



Wood Master 三層フローリング

『Wood Master 三層フローリング』は北欧で生まれ

挽き板・ 芯材（ラバーウッド）・裏材（スプルース）で三層に加工した、

伸縮・反り・ねじれを改良し、寸法安定性を高めた世界標準床材です。

それは、無垢フローリングの耐久性を持ち、収縮率は無垢フローリングの１/10程度で、

無垢フローリングのように「膨れ」や「隙間」が生じない様に科学的に三層で構成された

Engineering Floor（無垢フロアーSolid Floorに対して）と呼ばれております。

即ち『Wood Master 三層フローリング』は無垢フロアーの欠点を除去した理想的な床材と言えます。

また、当社独自にF☆☆☆☆の認定も国土交通省より取得して住環境に安心。

そして、木材本来の美しさを表現しておりあらゆる住空間にも最適です。

この三層構造のフロアー材は高価であった為、ごく一部の設計物件のみに入り、一般の住宅で

使用されることは希有でありましたが、この度、日本市場向けに特別価格を実施させ、一般住宅にも

使用して頂ける価格を実現致しました。

・Usual（ユージアル）シリーズ 1枚物（Ｕ１）

・Usual（ユージアル）シリーズ 3列物（Ｕ３）

・Brotherly（ブラザーレイ）シリーズ （ＢＲ）



【商品コード：Ｕ１０１】
Ash ファインセレクト（アッシュ）
White OIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０２】
Hard Maple（ハードメープル）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０３】
Hard Maple（ハードメープル）
ナチュラルOIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０４】
Steamed Beech（ビーチ）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０５】
White Oak（ホワイトオーク）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０６】
White Oak（ホワイトオーク）
無塗装
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０７】
White Oak（ホワイトオーク）
ナチュラルOIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０８】
African Rose（アフリカンローズ）
アンスクラッチ仕上げ（Mahogany色）
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１０９】
Australian Cypress（サイプレス）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:127mm L:定乱尺
1.386㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１０】
Jarrah（ジャラ）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:127mm L:定乱尺
1.386㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１１】
Walnut（ウォールナット）
セレクトアンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１２】
Walnut（ウォールナット）
セレクトナチュラルOIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

Usual（ユージアル）シリーズ 1枚物

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。

【商品コード：Ｕ１１３】
Kempas（ケンパス）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１４】
Merubou（メルボウ）
アンスクラッチ仕上げ（Wenge色）
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１５】
Panga-Panga（パンガ・パンガ）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１６】
Lenggua（カリン）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１７】
Sucupira（スクーピラ）
ナチュラル OIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１８】
Wenge（ウエンゲ）
ナチュラル OIL仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１１９】
Teak（チーク）
ナチュラル OIL仕上げ
t:14.5mm w:140mm L:定乱尺
1.528㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２０】
Catskii（キャッツスキー）
着色ウレタン塗装仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２１】
Adirondack（アディロンダック）
着色ウレタン塗装仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２２】
Cascade（キャスケード）
着色ウレタン塗装仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:1212mm
1.054㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２３】
コックテイル ファインライン
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２４】
ホワイトオーク ファインライン
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:145mm L:定乱尺
1.583㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２５】
ホワイトオークワイド ダーク色
スモーク＋特殊OIL塗装仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:定乱尺
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ１２６】
ホワイトオークワイド ライト色
特殊OIL塗装仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:定乱尺
2.075㎡/ケース（6枚）
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【商品コード：Ｕ３０６】
Hevea GR-07A（チェリーブラウン色）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３０１】
Hevea GR-01（ナチュラル色）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

Usual（ユージアル）シリーズ 3列物

【商品コード：Ｕ３０４】
Hevea GR-04（オークブラウン色）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３０５】
Hevea GR-05A（ヴェンゲ色）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３０７】
Ash ファインセレクト（アッシュ）
White OIL仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３０８】
Steamed Beech（ビーチ）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３０９】
White Oak（ホワイトオーク）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）

【商品コード：Ｕ３１１】
Kempas（ケンパス）
アンスクラッチ仕上げ
t:14.5mm w:190mm L:1820mm
2.075㎡/ケース（6枚）
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【商品コード：ＢＲ０１】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ナチュラル色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

Brotherly（ブラザーレイ）シリーズ

【商品コード：ＢＲ０２】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ハニーブラウン色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０３】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ダークブラウン色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０４】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
タヤブラック色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０５】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
クリア色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０６】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
オーク色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０７】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ウォールナット色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０８】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ブラジル色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ０９】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ライトグレー色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ１０】
オークナチュラルグレード
LIVOSオイル塗装仕上げ
ローズウッド色
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ２１】
オークナチュラルグレード
WOCAオイルクリア塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ２２】
オークナチュラルグレード
ウレタンクリア塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ２３】
オークナチュラルグレード
無塗装
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ３１】
オークアンティーク ブロンド
ウレタン着色塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ３２】
オークアンティーク ムーンライト
ウレタン着色塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ３３】
オークアンティーク ガンビアン
ウレタン着色塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ４１】
オークハンドスクレイプキャンディ
ウレタン着色塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ４２】
オークハンドスクレイプチョコレート
ウレタン着色塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ５１】
アッシュナチュラルグレード
OSMOオイルクリア塗装仕上げ
t:13.5mm w:136mm L:定乱尺
1.485㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ５２】
アッシュナチュラルグレード
ウレタンホワイト塗装仕上げ
t:13.5mm w:136mm L:定乱尺
1.485㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ５３】
アッシュナチュラルグレード
無塗装
t:13.5mm w:136mm L:定乱尺
1.485㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ６１】
ブラックチェリースタンダードAB
ウレタンクリア塗装仕上げ
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

【商品コード：ＢＲ６２】
ブラックチェリースタンダードAB
無塗装
t:14mm w:138mm L:定乱尺
1.505㎡/ケース

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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■ 乱尺

長さが様々な一枚板タイプ。
均一ではない自然な貼りあがりになります。

■ ソリッド

継ぎ目のない一枚板のタイプ。
存在感のある貼りあがりになります。

■ ユニ

長さ方向に板を継いだ最も標準的なタイプ。

Wood Master 無垢フローリング

天然木を一枚の板として使用しています。木そのものの素材感がずっしりと

手ごたえのある重厚な質感、落ち着きがある美しい色・艶と木目と味わい、快適な歩行感と接触感。

床材としての機能性、健康や環境へのやさしさなど、あらゆる面で完成度の高い高級床材です。

本物のぬくもりを肌で感じてください。



チーク ソリッド90･120･150
無塗装品
t:15mm w:90･120･150mm L:1820mm

チーク ソリッド90･120･150
無塗装品
t:15mm w:90･120･150mm L:乱尺

チーク ユニ90
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

チーク ユニ75
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:75mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

カリン ソリッド90
無塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

カリン ソリッド70･120
無塗装品
t:15mm w:70･120mm L:乱尺

カリン ユニ90
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

オーク ソリッド130
無塗装品
t:18mm w:130mm L:乱尺
1.638㎡/ケース

オーク ソリッド150
無塗装品
t:19mm w:150mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

オーク ユニ90
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

栗 ソリッド120
無塗装品
t:15mm w:120mm L:乱尺
1.512㎡/ケース

ケンパス ソリッド90
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

ウォールナット ソリッド130
無塗装品
t:15mm w:130mm L:乱尺
1.638㎡/ケース

ロックファー ソリッド90･120
無塗装品
t:15mm w:90･120mm L:乱尺

ソノクリン ソリッド90･120
無塗装品
t:15mm w:90･120mm L:乱尺

ソノクリン ユニ75･90
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:75･90mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

ソノクリン ＦＪＬ150
ウレタンクリア塗装品
t:15mm w:150mm L:1820mm
1.638㎡/ケース

アカシア ソリッド120
無塗装品
t:18mm w:120mm L:乱尺
1.51㎡/ケース

ケヤキ ユニ90（赤味）
無塗装品
t:15mm w:90mm L:1820mm
1.683㎡/ケース

無垢フローリング

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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Wood Master 複合フローリング

表面材には、厳選した2mm・3mm単板の無垢材を使用しており、フローリング材

特有のそりや狂いを最小限に加工した高品質複合フローリングです。

JAS（財団法人日本合板検査会）認定工場より厳しい検査をクリヤーした上質且つ

リーズナブルな当社一押しのフローリングです。

文教・公共施設・店舗等の重歩行空間にも最適です。

・Different Color Classic（デファレントカラークラシック）シリーズ （ＤＣ）

・Different Color Premium（デファレントカラープレミアム）シリーズ（ＤＰ）

・Variety Art Classic（バラエティーアートクラシック）シリーズ （ＶＣ）

・Variety Art Premium（バラエティーアートプレミアム）シリーズ （ＶＰ）

・Hand Scraped（ハンドスクレイプ）シリーズ （ＨＳ）

・Legend（レジェンド）シリーズ （ＬＥ）

・Generally（ジェネラリー）シリーズ （ＧＥ）



【商品コード：ＤＣ０１】
オーク クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

Different Color Classic(デファレントカラークラシック)シリーズ

【商品コード：ＤＣ０２】
オーク アイスベージュ クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０３】
オーク グレイクォールツ クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０４】
オーク スカイグレイ クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

温かく表情豊かなイメージで作られたDifferent Color Classic（ディファレントカラークラシック）シリーズは
表面材に3.0mmの挽き板を使用し、表面をブラッシング加工しております。木材本来の美しさを節、割れ、パテ処理等を
活かし表現しており、さらに板幅広板（w=215mm）にすることによってより空間を広く見せることができます。

※板幅は140㎜に対応できます。
板幅140㎜の場合 t=15㎜ W＝140㎜ L=1820㎜ 1.784㎡/ケース（7枚）

※直貼りと釘打ちのどちらでも対応できます。
※釘打ち工法のみ床暖房に対応しており、直貼り工法の場合には使用できません。
※ご注文数量の５％以内で乱尺が入ります。

Different Color Classic（デファレントカラークラシック）シリーズは、受注製作品につき、納期まで約1ヶ月程度の
お時間を頂いております。

【商品コード：ＤＣ０５】
オーク モダン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０６】
オーク ココナッツブラウン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０７】
オーク キャラメル クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０８】
オーク テラローザ クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ０９】
オーク ヴィンテージワイン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ１０】
オーク ガーネット クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ１１】
オーク チェスナットブラウン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ１２】
オーク ダンテ クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＣ１３】
オーク シシリアン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。

http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC13-Oak-Sicilian.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC09-Oak-VW.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC10-Oak-Garnet.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC11-Oak-CB.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC12-Oak-Dante.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC05-Oak-modern.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC06-Oak-CB.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC07-Oak-Caramel.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC08-Oak-Teraroza.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC01-Oak-Clear.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC02-Oak-IB.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC03-Oak-GQ.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/DC04-Oak-SG.jpg


【商品コード：ＤＰ０１】
オーク クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

Different Color Premium(ディファレントカラープレミアム）シリーズ

【商品コード：ＤＰ０２】
オーク アイスベージュ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０３】
オーク グレイクォールツ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０４】
オーク スカイグレイ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

温かく表情豊かなイメージで作られたDifferent Color Premium（ディファレントカラープレミアム）シリーズは
表面材に3.0mmの挽き板を使用し、オーク材の表面をブラッシング加工することにより木材本来の美しさを表現しており、
さらに板幅広板（w=215mm）にすることによってより空間を広く見せることができます。

※板幅は140㎜に対応できます。
板幅140㎜の場合 t=15㎜ W＝140㎜ L=1820㎜ 1.784㎡/ケース（7枚）

※直貼りと釘打ちのどちらでも対応できます。
※釘打ち工法のみ床暖房に対応しており、直貼り工法の場合には使用できません。
※ご注文数量の５％以内で乱尺が入ります。

Different Color Premium（デファレントカラープレミアム）シリーズは、受注製作品につき、納期まで約1ヶ月程度の
お時間を頂いております。

【商品コード：ＤＰ０５】
オーク モダン プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０６】
オーク ココナッツブラウン プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０７】
オーク キャラメル プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０８】
オーク テラローザ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ０９】
オーク ヴィンテージワイン プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ１０】
オーク ガーネット プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ１１】
オーク チェスナットブラウン プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）

【商品コード：ＤＰ１２】
オーク ダンテ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:215mm L:1820mm
1.957㎡/ケース（5枚）
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【商品コード：ＶＣ０１】
バーチ クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

Variety Art Classic（バラエティーアートクラシック)シリーズ

【商品コード：ＶＣ０２】
バーチ アクバール クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０３】
バーチ ゴールド クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０４】
バーチ サモア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

お部屋のイメージに合わせて美しく調和できるVariety Art Classic（バラエティーアートクラシック）シリーズは
表面材に3.0mmの挽き板を使用し、木材本来の美しさを節、割れ、パテ処理等を活かし表現しており、さらに
板幅広板（w=140mm）にすることによってより空間を広く見せることができます。

※直貼りと釘打ちのどちらでも対応できます。
※ご注文数量の５％以内で乱尺が入ります。

Variety Art Classic（バラエティーアートクラシック）シリーズは、受注製作品につき、納期まで約1ヶ月程度の
お時間を頂いております。

【商品コード：ＶＣ０５】
バーチ ターキッシュカフェクラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０６】
バーチ アズティックブラウン クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０７】
アッシュ クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０８】
ウォールナット クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ０９】
ハードメープル クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＣ１０】
チーク クリア クラシック
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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【商品コード：ＶＰ０１】
バーチ クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

Variety Art Premium(バラエティーアートプレミアム)シリーズ

【商品コード：ＶＰ０２】
バーチ アクバール プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０３】
バーチ ゴールド プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０４】
バーチ サモア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

お部屋のイメージに合わせて美しく調和できるVariety Art Premium（バラエティーアートプレミアム）シリーズは
表面材に3.0mmの挽き板を使用し、木材本来の美しさを表現しており、さらに板幅広板（w=140mm）にすることに
よってより空間を広く見せることができます。

※直貼りと釘打ちのどちらでも対応できます。
※ご注文数量の５％以内で乱尺が入ります。

Variety Art Premium（バラエティーアートプレミアム）シリーズは、受注製作品につき、納期まで約1ヶ月程度の
お時間を頂いております。

【商品コード：ＶＰ０５】
バーチ ターキッシュカフェ プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０６】
バーチ アズティックブラウン プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０７】
アッシュ クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０８】
ウォールナット クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ０９】
ハードメープル クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）

【商品コード：ＶＰ１０】
チーク クリア プレミアム
UVセラミック塗装仕上げ
t:15mm w:140mm L:1820mm
1.784㎡/ケース（7枚）
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Hand Scraped（ハンドスクレイプ）シリーズ

表面を手刻みにより、木が持つ不揃いの美しさと木漏れ日の様な光を引き出したHand Scraped（ハンドスクレイプ）
シリーズは、自然が織りなす表情を豊かに仕上げた床材です。厳選した3mm板の無垢材を使用しており、住宅には
もちろん文教・公共施設店舗等の重歩行空間にも最適です。

【ハンドスクレイプ】
自然の木ゆえに、固い部分と柔らかい部分で表情が異なります。
部分的には、ハンドスクレイプよりブラッシングが強く出る所、または、表情が穏やかな所もあり
自然が織りなす表情が際立ちます。

※特注色にもご対応可能な商品となりますのでお問い合わせください。

【商品コード：ＨＤ１０】
オーク ハンドクスレイプ90 節あり
無塗装
t:14mm w:90mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.944㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＨＤ２０】
オーク ハンドクスレイプ127 節あり
無塗装
t:14mm w:127mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.371㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＨＤ３０】
オーク ハンドクスレイプ155 節あり
無塗装
t:14mm w:155mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.674㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＨＤ１１】
オーク ハンドクスレイプ90 節あり
UVオイルクリア塗装仕上げ
t:14mm w:90mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.944㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＨＤ２１】
オーク ハンドクスレイプ127 節あり
UVオイルクリア塗装仕上げ
t:14mm w:127mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.371㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＨＤ３１】
オーク ハンドクスレイプ155 節あり
UVオイルクリア塗装仕上げ
t:14mm w:155mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.674㎡/ケース（6枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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Coming Soon

※無塗装品や特注色にもご対応可能な商品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＬＥ１０】
レジェンドオーク１８０節あり
無塗装
t:19mm w:180mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.296㎡/ケース

【商品コード：ＬＥ１１】
レジェンドオーク２５０節あり
無塗装
t:19mm w:250mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.800㎡/ケース

【商品コード：ＬＥ２０】
レジェンドチーク１８０節あり
UVオイルマット仕上げ
t:19mm w:180mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.296㎡/ケース

【商品コード：ＬＥ２１】
レジェンドチーク２５０節あり
UVオイルマット仕上げ
t:19mm w:250mm L:乱尺
乱尺寸法：400〜1,800mm
1.800㎡/ケース

Legend（レジェンド）シリーズLegend（レジェンド）シリーズ



【商品コード：ＧＥ０１】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ０１Ｎ】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

Generally（ジェネラリー）シリーズ

【商品コード：ＧＥ２１Ｎ】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ１１】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ１１Ｎ】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ０２】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ２２Ｎ】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ１２】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ１２Ｎ】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ３１Ｎ】
ブナ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ３２Ｎ】
ブナ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ０２Ｎ】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＧＥ４１】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ４２】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ５１】
ウォールナット複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ５２】
ウォールナット複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ６１】
ヴェンジ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ６２】
ヴェンジ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ７１】
チーク複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ７２】
チーク複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ８１】
チェリー複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ８２】
チェリー複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ９１】
ブビンガ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

【商品コード：ＧＥ９２】
ブビンガ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:120mm L:909mm
1.527㎡/ケース（14枚）

高級感あふれるGenerally（ジェネラリー）シリーズは表面材に2mmの単板を使用し木材本来の美しさを表現しており
多用途に幅広く使用されるスタンダード商品です。

※単板厚さを2㎜から3㎜に変更可能な商品となりますのでお問い合わせください。

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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Wood Master 直貼りフローリング

フローリング裏面にカルプ（クッション）材を貼り合わせた製品となります。

合板下地以外のコンクリートスラブにも釘を使用せず、接着剤のみで貼ることが可能です。

多種多彩なラインナップを取り揃えておりますので、商業施設、オフィス、文教・公共施設から

住宅まで高級感に溢れた空間を演出します。

・Pure（ピュア）シリーズ （ＰＵ）

・Pure Wild（ピュアワイルド）シリーズ （ＰＷ）

・Pure Damage（ピュアダメージ）シリーズ （ＰＤ）

・Compound Long（コンパウンドロング）シリーズ （ＣＬ）

・Wide Combination（ワイドコンビネーション）シリーズ （ＷＣ）

・Bloch Combination（ブロックコンビネーション）シリーズ （ＢＣ）

・Pattern Combination（パターンコンビネーション）シリーズ （ＰＣ）



【商品コード：ＰＵ０１】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ０１Ｎ】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

Pure（ピュア）シリーズ

【商品コード：ＰＵ２１Ｎ】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ１１】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ１１Ｎ】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ０２】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ２２Ｎ】
メープル複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ１２】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ１２Ｎ】
カバ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ３１Ｎ】
ブナ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ３２Ｎ】
ブナ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＰＵ０２Ｎ】
ナラ複合フローリング
ウレタン塗装仕上げ
t:15mm w:75mm L:909mm
1.636㎡/ケース（24枚）

高級感あふれるPure（ピュア）シリーズは表面材に2mmの単板を使用し木材本来の美しさを表現しており多用途に
幅広く使用される直貼りフローリングのスタンダード商品です。

※単板厚さを2㎜から3㎜に変更可能な商品となりますのでお問い合わせください。

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。

http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/61.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/60.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/59.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/58.jpg


Pure Wild（ピュアワイルド）シリーズ

【商品コード：ＰＷ１１】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン着色塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＷ２２】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン着色塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＷ３３】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン着色塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＷ４４】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン着色塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

Pure Wild（ピュアワイルド）シリーズはブラッシング仕上げで天然木特有の木目を強調し、
節・割れ・パテ処理を活かしたワイルド感にあふれた直貼り用無垢フローリングです。

※無塗装品や特注色にもご対応可能な商品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＰＷ５５】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン着色塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＷＺ１】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン特注塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＷＺ２】
ナラ無垢ワイルド 節あり
UVウレタン特注塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース
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Pure Damage（ピュアダメージ）シリーズ

【商品コード：ＰＤ１１】
ナラ無垢アンティーク 節あり
オイル風塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＤ１２】
ナラ無垢アンティーク 節あり
オイル風塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＤ１３】
ナラ無垢アンティーク 節あり
オイル風塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

【商品コード：ＰＤ１４】
ナラ無垢アンティーク 節あり
オイル風塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

Pure Damage（ピュアダメージ）シリーズは長い時間を経たようなダメージを表現したアンティーク仕上げで
節・割れ・パテ処理を活かした個性的な空間を創出す直貼り用無垢フローリングです。

【オイル風塗装仕上げ】
市販の樹脂系ワックスや油性ワックスは白化する恐れがありますので絶対に使用せず、専用ワックスオイルを
ご使用ください。また、温度・湿度等や環境により、靴下などに塗料が色移りする可能性がございますので
靴を脱いでご使用にならないでください。

※無塗装品や特注色にもご対応可能な商品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＰＤ１５】
ナラ無垢アンティーク 節あり
オイル風塗装仕上げ
t:15mm w:90mm L:乱尺
1.62㎡/ケース

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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Compound Long（コンパウンドロング）シリーズ

【商品コード：ＣＬ１１】
オーク クリア 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＣＬ１２】
オーク ホワイト 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＣＬ１３】
オーク ブラウン 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＣＬ１４】
オーク ブラック 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

直貼りフローリング待望の長尺1,820mmが誕生。Compound Long（コンパウンドロング）シリーズのオークは
表面板2mmにブラッシング加工と節・割れ・パテ処理を活かしワイルド感を際立たせた直貼り用複合フローリングです。

【オスモオイル塗装仕上げ】
メンテナンスについては弊社までお問い合わせください。
温度・湿度等や環境により、靴下などに塗料が色移りする可能性がございますので
靴を脱いでご使用にならないでください。

特注色や他樹種（メープル・アメリカンチェリー・タモ等）のご対応可能な商品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＣＬ１５】
ウォールナット クリア 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＣＬ１６】
ヒッコリー クリア 節あり
OSMOオイル塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）



Wide Combination（ワイドコンビネーション）シリーズ

【商品コード：ＷＣ１２】
ナラ ナチュラル色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ１１】
ナラ ナチュラル色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ１３】
ナラ ナチュラル色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ３１】
ナラ ブラウン色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ４１】
ナラ ダークブラウン色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ２２】
ナラ グレー色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ２３】
ナラ グレー色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ２１】
ナラ グレー色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ３２】
ナラ ブラウン色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ３３】
ナラ ブラウン色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ４２】
ナラ ダークブラウン色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ４３】
ナラ ダークブラウン色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ５１】
メープル ナチュラル色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ５２】
メープル ナチュラル色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ６１】
メープル グレー色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ６２】
メープル グレー色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ７１】
メープル ブラウン色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ７２】
メープル ブラウン色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

【商品コード：ＷＣ８１】
メープル ダークブラウン色 幅150mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:150mm L:900mm
3.24㎡/ケース（24枚）

【商品コード：ＷＣ８２】
メープル ダークブラウン色 幅200mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:200mm L:900mm
3.24㎡/ケース（18枚）

Wide Combination（ワイドコンビネーション）シリーズは表面材に2mmの単板を使用し、木材本来の自然の木目を
活かした美しさを表現しており、幅3種類の幅のコンビネーションがインテリアに新たなスタイルを創造します。

【オイル風塗装仕上げ】
市販の樹脂系ワックスや油性ワックスは白化する恐れが
ありますので絶対に使用せず、専用ワックスオイルを
ご使用ください。また、温度・湿度等や環境により、
靴下などに塗料が色移りする可能性がございますので
靴を脱いでご使用にならないでください。

【商品コード：ＷＣ５３】
メープル ナチュラル色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ７３】
メープル ブラウン色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ８３】
メープル ダークブラウン色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＣ６３】
メープル グレー色 幅300mm
オイル風着色塗装仕上げ
t:15mm w:300mm L:900mm
3.24㎡/ケース（12枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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Bloch Combination（ブロックコンビネーション）シリーズ

【商品コード：ＢＣ０１】
ナラ クロス クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０２】
ナラ クロス ホワイト
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０３】
ナラ クロス ブラウン
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０４】
ナラ クロス ブラック
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０５】
ウォールナット クロス クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０６】
ウォールナット クロス 着色
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０７】
アメリカンチェリー クロス クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＢＣ０８】
ハードメープル クロス クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

Bloch Combination（ブロックコンビネーション）シリーズは表面材に2mmの単板を使用し、トラディショナルな
モザイク模様が空間の広がりを豊かに表現します。

【商品コード：ＢＣ０９】
バラエティー クロス（樹種混合）
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

※アメリカンチェリーには特有のガムポケットが入ります。



【商品コード：ＰＣ１７】
アメリカンチェリー サンダー クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１８】
ハードメープル サンダー クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１１】
ナラ サンダー クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１２】
ナラ サンダー ホワイト
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１３】
ナラ サンダー ブラウン
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１４】
ナラ サンダー ブラック
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１５】
ウォールナット サンダー クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ１６】
ウォールナット サンダー 着色
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

Pattern Combination（パターンコンビネーション）シリーズ

Pattern Combination（パターンコンビネーション）シリーズは表面材に2mmの単板を使用し、バロック風の
トラディショナルパターンが、空間にゴージャスな印象を与えます。

※アメリカンチェリーには特有のガムポケットが入ります。

【サンダー】

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。



【商品コード：ＰＣ２７】
アメリカンチェリー スラッシュ クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２８】
ハードメープル スラッシュ クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２１】
ナラ スラッシュ クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２２】
ナラ スラッシュ ホワイト
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２３】
ナラ スラッシュ ブラウン
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２４】
ナラ スラッシュ ブラック
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２５】
ウォールナット スラッシュ クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ２６】
ウォールナット スラッシュ 着色
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

Pattern Combination（パターンコンビネーション）シリーズ

【スラッシュ】

【商品コード：ＰＣ３７】
アメリカンチェリー トルネード クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３８】
ハードメープル トルネード クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３１】
ナラ トルネード クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３２】
ナラ トルネード ホワイト
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３３】
ナラ トルネード ブラウン
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３４】
ナラ トルネード ブラック
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３５】
ウォールナット トルネード クリア
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【商品コード：ＰＣ３６】
ウォールナット トルネード 着色
UVウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
3.24㎡/ケース（36枚）

【トルネード】

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。



Wood Master 木質天井/壁材

あらゆる空間にマッチする天井・壁材を厳選。

壁や天井に張られた天然木の落ち着いた色調が人の心をどれほど癒してくれることでしょう。

人が過ごすあらゆる空間を快適で在りたいと私たちは考えております。

・アンティークウォール（不燃）シリーズ （ＡＷ）

・ラスティックウォール（不燃）シリーズ （ＲＷ）

・ヴィンテージウォール（不燃）シリーズ （ＶＷ）

・年輪（不燃）シリーズ （ＡＮ）

・アクセントキューブシリーズ （ＡＣ）

・レリーフパネルシリーズ （ＲＰ）

・ワイルドウォールシリーズ （ＷＷ）

・ウッドクラフト天井シリーズ （ＣＣ）



アンティークウォール（不燃）シリーズ

【商品コード：ＡＷ０１】
ナラ ナチュラル 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＡＷ０２】
ナラ ブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＡＷ０３】
ナラ ホワイト 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＡＷ０４】
ナラ ダークブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,820mm
1.64㎡/ケース（6枚）

ナチュラルな木目や節をそのまま活かした、ワイルド感にあふれたイメージが完成します。

※特注色対応品／特注サイズ（巾・長さ）対応品となりますので、お問い合わせください。
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ラスティックウォール（不燃）シリーズ

よりハードなエイジング加工を施すことでかつて無いリアルな表情が生まれました。

※特注色対応品／特注サイズ（巾）対応品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＲＷ０１】
ナラ ナチュラル 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０２】
ナラ ホワイト 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０３】
ナラ ブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０４】
ナラ ダークブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０５】
カリン ホワイト
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０６】
チーク ホワイト
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:150mm L:1,200mm
1.62㎡/ケース（9枚）

【商品コード：ＲＷ０７】
ローズウッド ナチュラル
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:120mm L:1,200mm
1.44㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＲＷ０８】
ローズウッド ブラック
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:120mm L:1,200mm
1.44㎡/ケース（10枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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ヴィンテージウォール（不燃）シリーズ

表面に付けられたキズや塗装ムラなど遊び心のある表面加工を施しました。

※ブラック・ホワイト・スノーは表面突板に剥ぎが入ります。
※この商品は長手方向のみ面取りをしており、短手方向は面取りしておりません。
※特注色対応品／特注サイズ（巾・長さ）対応品となりますので、お問い合わせください。

【商品コード：ＶＷ０１】
ナラ ナチュラル 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:145mm L:1,820mm
1.58㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＶＷ０２】
ナラ ブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:145mm L:1,820mm
1.58㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＶＷ０３】
ナラ ブラック 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:145mm L:1,820mm
1.58㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＶＷ０４】
ナラ ホワイト 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:145mm L:1,820mm
1.58㎡/ケース（6枚）

【商品コード：ＶＷ０５】
ナラ スノー 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6.2mm w:145mm L:1,820mm
1.58㎡/ケース（6枚）
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年輪（不燃）シリーズ

素朴な生の自然を表現する、スギの不燃壁材です。

【商品コード：ＡＮＳＴ】
年輪セット 15/18/21
無塗装
t:15mm w:105mm L:105mm
t:18mm w:105mm L:105mm
t:21mm w:105mm L:105mm
梱包・入数：各厚さ３枚（合計9枚）

【商品コード：ＡＮ１５】
年輪ピース 15
無塗装
t:15mm w:105mm L:105mm
梱包・入数：1ピース〜

【商品コード：ＡＮ１８】
年輪ピース 18
無塗装
t:18mm w:105mm L:105mm
梱包・入数：1ピース〜

【商品コード：ＡＮ２１】
年輪ピース 21
無塗装
t:21mm w:105mm L:105mm
梱包・入数：1ピース〜

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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アクセントキューブシリーズ

色や木目の異なるアクセントキューブを自在に組み合わせて、自分だけの空間づくりを楽しめます。
天然木を最大限に生かした風合いが、まるで森の中にいるようなリラクゼーションをもたらします。

【商品コード：ＡＣ０１】
アメリカンウォールナット
t:5〜25mm w:95mm L:95mm
54枚/箱（0.487㎡/箱）

【商品コード：ＡＣ０２】
ユーカリ
t:5〜25mm w:95mm L:95mm
54枚/箱（0.487㎡/箱）

【商品コード：ＡＣ０３】
アメリカンハードメープル
t:5〜25mm w:95mm L:95mm
54枚/箱（0.487㎡/箱）

【商品コード：ＡＣ０４】
オーストラリアンサイプレス
t:5〜25mm w:95mm L:95mm
54枚/箱（0.487㎡/箱）
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レリーフパネルシリーズ

ナタで割ったような素朴な表情の小さな木片を組み合わせました。各商品写真のように
1枚が3×10段の小片を組合せて作られていますので、壁面に並べて貼るだけで立体感のある壁が誕生します。

【商品コード：ＲＰ０１】
オーク クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

【商品コード：ＲＰ０２】
オーク ホワイト
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

【商品コード：ＲＰ０３】
オーク グレー
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

【商品コード：ＲＰ０４】
オーク キャメル
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

【商品コード：ＲＰ０５】
オーク ダークブラウン

ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

【商品コード：ＲＰ０６】
オーク ブラック
ウレタン塗装仕上げ
t:12mm w:300mm L:300mm
0.99㎡/ケース（11枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。

http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-07.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-08.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-03.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-04.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-05.jpg
http://www.kurokisouken.co.jp/wp-content/uploads/RFP-06.jpg


ワイルドウォールシリーズ

ナチュラルな木肌をワイルドに楽しめる、リーズナブルな天然木壁・天井材です。

【商品コード：ＷＷ０１】
ナラ クリア 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6mm w:141mm L:1,818mm
3.08㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＷ０２】
ナラ ホワイト 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6mm w:141mm L:1,818mm
3.08㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＷ０３】
ナラ キャメル 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6mm w:141mm L:1,818mm
3.08㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＷ０４】
ナラ ダークブラウン 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6mm w:141mm L:1,818mm
3.08㎡/ケース（12枚）

【商品コード：ＷＷ０５】
ナラ レトロホワイト 節あり
ウレタン塗装仕上げ
t:6mm w:141mm L:1,818mm
3.08㎡/ケース（12枚）
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ウッドクラフト天井シリーズ

表面の彫り込みを更に深くすることで、より印象深い表情を醸し出します。

【商品コード：ＣＣ０１】
ウォールナット クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＣＣ０２】
チーク クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＣＣ０３】
オーク クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＣＣ０４】
サペリ クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＣＣ０５】
スギ クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

【商品コード：ＣＣ０６】
ヒノキ クリア
ウレタン塗装仕上げ
t:4.0mm w:100mm L:1,800mm
1.8㎡/ケース（10枚）

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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オーダーメイドフローリング

多彩なラインナップからの組み合わせ・オリジナル柄の製作までのこだわりぬいた空間作りをサポートします。

独特の意匠と木味により画一性からの脱却は、同時に加工・色にある程度の幅を活かす事となります。
カットサンプルは、あくまで部分的な説明しかできない為、意匠説明をご一読頂き、それぞれの個性の幅や、
違いをご理解頂けると助かります。尚、特注品に関して、商品により最低数量が御座いますので、ご注意ください。

１.樹種選択

お気に入りの樹種をお探しください。

　　オーダーメイド（複合）フローリング　規格寸法

　　　t=14.0㎜ W=155 L=乱尺　（2.046㎡/case）

　　　乱尺寸法：400㎜から2200㎜

ホワイトオーク ブナ科広葉樹

ブラックウォールナット クルミ科広葉樹

チーク クマツヅラ科広葉樹

ヒッコリー クルミ科広葉樹

硬くて木目がはっきりとした高級感溢れる木です。
弾性もあるので、フローリングや家具、またはウイスキーの熟成樽としても有名です。
柾目に入る斑模様は虎斑（とらふ）と呼ばれ、高級家具などで重宝されます。

世界三大銘木のひとつで、北米産広葉樹の中でも最高級の木材として世界中から
愛されています。木目の美しさ、深みのある色合いの素晴らしさは芸術品とも
言えるでしょう。狂いが少なく、強度に優れ、加工性も良いことから、高級家具や
楽器、フローリングに使用されています。

世界三大銘木のひとつで、特に狂いが少なく耐久性が高いため、船の甲板に
用いられるほか、家具や装飾、フローリングなどに広く使われています。
金褐色や黄白色をしており、日光に当たり続けると味のある飴色へ変化していきます。

硬くてしっかりしており衝撃に対する吸収性がある為、耐性は非常に高く、卓越した
ものがあります。彫刻の材料としても優秀で、その硬さを活かして、野球のバットなどの
スポーツ用品やフローリングなどの内装材としても用いられます。
白い部分はホワイトヒッコリー、赤みを帯びた部分はレッドヒッコリーと呼ばれています。



オーダーメイドフローリング

２. 処理方法選択

お気に入りの処理方法をお探しください。

NATURAL（ナチュラル）

SMOKE（スモーク）/燻

スモークやサーモを施さずに木味をそのまま活かした無熱処理方法となります。

燻により、塗装や単純な木味では出ない、特別な風合いが可能となります。
燻しの過程で複雑な色（ブラック 〜 ダークブラウン 〜 ゴールド ）と独特の色幅となり、
複雑で繊細な表情となります。同じ木であっても、場所により表情が異なり自然の重厚な
質感となります。

※ホワイトオークのみの対応となります。

THERMO（サーモ）/熱

熱と水蒸気による処理により、スモーク（燻し）処理とは異なる別の美しさを表現しました。
サーモの過程で複雑な色（ダークブラウン〜ゴールド〜ライトブラウン）に変化が、個性を
際立たせ豊かな表情となります。同じ木であっても、場所により表情が塗装では出せない
美しさをもつ自然な質感となります。

※ホワイトオークのみの対応となります。

※上の参考写真はスモーク処理を行いUVホワイトウォッシュ塗装を施しております。

※上の参考写真はスモーク処理を行いUVホワイトウォッシュ塗装を施しております。

※上の参考写真はサーモ処理を行いUVホワイトオイル塗装を施しております。

※上の参考写真はサーモ処理を行いUVホワイトオイル塗装を施しております。

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。



オーダーメイドフローリング

３. 表面加工選択

お気に入りの表面加工をお探しください。

ブラッシング

ハンドスクレイプ

帯鋸跡

丸鋸跡

表面のブラッシングにより、木の柔らかい部分を削る事で、道管や木目を際立たせ、
隠れていた表情や風合いが表れます。また、同じ木であっても、場所により硬さの違いが
有る為、ブラッシングのかかり具合によって一定の削れ方の幅が出ます。

ハンドスクレイプは、手刻みにより、木が持つ不揃いの美しさと木漏れ日の様な光を
引き出したものです。自然の木ゆえに、硬い部分と柔らかい部分で表情が異なります。
部分的には、ハンドスクレイプよりブラッシングが強く出る所、又は、表情が穏やかな
所もあり、自然が織りなす表情が際立ちます。

帯鋸跡は、鋸の刃跡を帯状につける加工を施しアンティークかつラフな美しさで
個性あふれる表現しております。

※ホワイトオークのみの対応となります。

丸鋸跡は、丸鋸の刃跡を加工を施しアンティークかつインパクトある鋭さで個性
あふれる表現しております。

※ホワイトオークのみの対応となります。



オーダーメイドフローリング

４. 仕上げ選択

お気に入りの仕上げをお探しください。

UVクリアオイル

UVホワイトウォッシュ

ホワイトオイル

UVホワイトウォッシュ＆ホワイトオイル

自然オイルとウレタンを合わせることで、それぞれの良さを併せ持つ仕上げとなります。
表情は自然オイルのしっとりとした美しさですが、ウレタンの強さとお手入れのしやすさを
合わせ持っています。

木の導管に白い塗料を入れて拭き取りを行い、木目に色を残した仕上げです。
白く色づけされた木目が、美しい木の表情を際立たせます。

ホワイトの顔料を混ぜて塗布した仕上げです。木の色合いを残しつつ、白っぽい色を
加えた表情は、よりアンティークな風合いを出します。

UVホワイトウォッシュとホワイトオイルを合わせることで、それぞれの良さを併せ持つ
仕上げとなります。そしてよりアンティークでラスティックな風合いを出します。

無塗装

木本来の味わいをご堪能ください。

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。



オーダーメイドフローリング

参考写真

樹種：ブラックウォールナット
処理：無熱処理
加工：ハンドスクレイプ
仕上げ：UVクリアオイル

樹種：ヒッコリー
処理：無熱処理
加工：ハンドスクレイプ
仕上げ：UVクリアオイル

樹種：チーク
処理：無熱処理
加工：ハンドスクレイプ
仕上げ：UVクリアオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：スモーク
加工：ブラッシング
仕上げ：UVホワイトウォッシュ

＆ホワイトオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：スモーク
加工：ブラッシング
仕上げ：ホワイトオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：スモーク
加工：ブラッシング
仕上げ：UVホワイトウォッシュ

樹種：ホワイトオーク
処理：スモーク
加工：ハンドスクレイプ
仕上げ：UVホワイトウォッシュ

樹種：ホワイトオーク
処理：サーモ
加工：ブラッシング
仕上げ：UVホワイトウォッシュ

＆ホワイトオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：サーモ
加工：ブラッシング
仕上げ：ホワイトオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：サーモ
加工：ブラッシング
仕上げ：UVホワイトウォッシュ

樹種：ホワイトオーク
処理：サーモ
加工：ハンドスクレイプ
仕上げ：ホワイトオイル

樹種：ホワイトオーク
処理：無熱処理
加工：帯鋸跡
仕上げ：UVクリアオイル

〇商品写真の色は、モニターにより、色の見え方が若干実物と異なる場合がございます。
〇天然木材につき製品一枚一枚、色のばらつきがございます。これも天然木本来の風合いですのでご理解下さい。
〇輸入製品につき在庫が不足する場合がございます。ご注文の際には必ず納期をお問い合わせ下さい。
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数多くのフローリング材を、あなたの目で確かめてみませんか？
木目の細部や手触りは、実際に見て・触れてみないとなかなか判断できません。
お客様の用途やご予算、ご希望にあわせて、どの木材を使ったほうが良いかなどプロの
アドバイスも受けられます。リフォームをお考えの方も、様々な高級フローリング材に
触れていただくことで、きっとお気に入りの１枚が見つかると思います。
企業の方も、個人の方も、どうぞお気軽にショールームまでお越し下さい。

※お越しになる際には、事前にお電話（03-5638-6151）にて来社日時をご予約ください。

住所 ：東京都墨田区立川1-1-4平和観光ビル３階（事務所２階）
最寄り駅：都営新宿線/大江戸線 A5出口徒歩２分

都営新宿線/大江戸線 森下駅

千歳三丁目交差点

本所二之橋南

有限会社クロキ創建

★立川児童館

★A5出口

★
そば処 ★日産レンタカー

★
区立中和小学校



有限会社クロキ創建
〒130-0023 東京都墨田区立川1-1-4平和観光２Ａ

TEL:03-5638-6151 FAX:03-5638-6152
http://www.kurokisouken.co.jp/


