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お客様　各位

セラール・不燃化粧材・壁面材・施工部材 価格改定のご案内

値上げ率 現行より10〜20％程度アップ
※上記改定幅の範囲に収まらない商品も一部ございます。

実施時期  （値上げ価格の適用条件）

●2022年3月15日出荷分より適用となります。

● 専用接着剤������������������������ 1 ページ

● 抗菌・防カビシリコーン� ����������������� 1 ページ

● 専用プライマー���������������������� 1 ページ

● 専用仮留めテープ��������������������� 1 ページ

● 防水テープ������������������������ 1 ページ

● セラール用チップソー������������������� 1 ページ

● ステンレスパネル��������������������� 1 ページ

● カラースプレー���������������������� 1 ページ

● 施工キット（M工法用）� ����������������� 1 ページ

● 施工キット（バスルーム施工用）� ������������� 1 ページ

● バスルーム天井パネル������������������� 1 ページ

● デザインミラーL� �������������������� 1 ページ

● 木口塗装対応����������������������� 1 ページ

3㎜厚パネル用

3㎜厚パネル

6㎜厚パネル

● セラール常備品���������������������� 6 ページ

● セラールセレント� �������������������� 6 ページ

● セラールウイルテクト� ������������������ 6 ページ

● セラールウイルテクトPlus����������������� 6 ページ

● セラール消臭タイプ�������������������� 6 ページ

● セラールRエッジ� �������������������� 6 ページ

● セラール バスルーム用� ��������������� 6〜7 ページ

● メタル不燃������������������������ 7 ページ

● セラール グラフィカ�������������������� 7 ページ

● グラフィカ対応白色セラール� ��������������� 7 ページ

● グラフィカサイン� �������������������� 7 ページ

● グラフィカサイン 知育シリーズ� �������������� 7 ページ

● +WONDER　セラール������������������ 7 ページ

● サイズ特注������������������������ 7 ページ

● タフウォールS� ��������������������� 7 ページ

● ルナライト������������������������ 8 ページ

● ルナライト100� ��������������������� 8 ページ

● ルナライトHD� ��������������������� 8 ページ

● ルナライト ハイボードタイプ���������������� 8 ページ

● モアウッド不燃���������������������� 8 ページ

●マーレス不燃����������������������� 9 ページ

●マーレス不燃PT���������������������� 9 ページ

● ハイボード不燃���������������������� 9 ページ

● アルミジョイナー� ������������������ 2〜3 ページ

● アルミジョイナー 特殊塗装仕様��������������� 3 ページ

● ABSジョイナー���������������������� 3 ページ

● 嵌合タイプ樹脂ジョイナー����������������� 3 ページ

● 木目柄ジョイナー��������������������� 4 ページ

● 単色塗装ジョイナー�������������������� 4 ページ

● メタル巾木������������������������ 4 ページ

● サニタリー巾木���������������������� 4 ページ

● 化粧出隅材����������������������� 4 ページ

対象商品

施工部材�改定価格

施工部材 セラール・不燃化粧材・壁面材

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社セラール、不燃化粧材、壁面材および施工部材の設計価格を、下記のとおり改定させていただくこととなりましたので、

ご案内申し上げます。

昨今、石化原料等の価格高騰が止まらない状況に加え、物流費、人件費、副資材およびエネルギーコストなど、

各種費用も同様に上昇が続いております。 

弊社といたしましては、度重なる原材料費などの値上げによるコスト上昇を吸収すべく、生産の合理化等、

コスト削減を続けてまいりましたが、その限界を超える状況に至り、やむなく価格改定させていただくこととなりました。

皆様には何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

■化粧けい酸カルシウム板用弾性接着剤

■セラール・メタル不燃専用接着剤

■腰壁システム見切り・ボード用接着剤

■バスルーム工法用接着剤

■デザインミラーL

■バスルーム専用施工キット

■施工キット

■セラール用チップソー

■防水テープ

■専用仮留めテープ

■ONタイル専用仮留テープ

■水系プライマー

■抗菌・防カビシリコーン ■溶剤系プライマー

■ステンレスパネル

■木口塗装対応

■バスルーム天井パネルセット

■カラースプレー

品　番 旧設計価格 新設計価格

ZK-99 ¥9,800/ｾｯﾄ ¥10,800/ｾｯﾄ

材質：特殊ステンレス

品　番 旧設計価格 新設計価格

壁面1坪用 ZK-25 平滑下地用 ¥31,000/ｾｯﾄ ¥34,100/ｾｯﾄ
天井用 ZK-26 平滑下地用 ¥10,000/ｾｯﾄ ¥11,000/ｾｯﾄ
壁面1坪用 ZK-22 ONタイル用 ¥82,000/ｾｯﾄ ¥90,200/ｾｯﾄ
天井用 ZK-23 ONタイル用 ¥25,200/ｾｯﾄ ¥27,800/ｾｯﾄ

品　番 旧設計価格 新設計価格

ZK-10N 2枚用 ¥6,800/ｾｯﾄ ¥7,500/ｾｯﾄ

ZK-40N 3枚用 ¥9,000/ｾｯﾄ ¥9,900/ｾｯﾄ

ZK-1□N 2枚用シリコーン入 ¥8,500/ｾｯﾄ ¥9,400/ｾｯﾄ

ZK-11■ 2枚用シリコーン入 ¥8,500/ｾｯﾄ ¥9,400/ｾｯﾄ
※品番内□、■には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

※セラール用チップソーは仕様変更となりました。
品　番 入　数 サイズ 設計価格

ZK-9C

1枚

φ100㎜×1.1㎜×60P ¥16,000/枚

ZK-9D φ125㎜×1.1㎜×80P ¥14,000/枚

ZK-9E φ165㎜×1.1㎜×72P ¥15,000/枚

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

ZK-2B 3巻+1巻 ¥7,200/ｾｯﾄ ¥8,100/ｾｯﾄ

容量：1㎜厚×15㎜幅×150㎜/巻

ZK-4B 2巻+3巻 ¥14,500/ｾｯﾄ ¥15,900/ｾｯﾄ

容量：1㎜厚×30㎜幅×150㎜/巻

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

ZK-31 40巻 ¥38,000/ｾｯﾄ ¥42,000/ｾｯﾄ

ZK-32 5巻 ¥5,800/ｾｯﾄ ¥6,500/ｾｯﾄ

容量：1㎜厚×20㎜幅×100㎜/巻

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

ZK-5A 400本 ¥25,200/ｾｯﾄ ¥28,000/ｾｯﾄ

ZK-5B 200本 ¥14,800/ｾｯﾄ ¥16,400/ｾｯﾄ

容量：3㎜厚×20㎜幅×200㎜/本

アクリル樹脂系
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

RA-900 1ヶ ¥4,520/ヶ ¥4,900/ヶ

容量：2㎏/ケ（ポリ容器）

ジョリシールシリコーン樹脂系
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

JK-57T□
20本 ¥1,350/本 ¥1,600/本

JK-57T■

容量：320ml カートリッジ/本

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

GS-330 20本 ¥1,000/本 ¥1,100/本

容量：333ml カートリッジ/本

変成シリコーン樹脂系
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

SE-1 20本 ¥1,200/本 ¥1,300/本

容量：333ml カートリッジ/本

ポリウレタン樹脂系
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

JW-900N 2缶 ¥2,260/缶 ¥2,400/缶

容量：1㎏/缶

ゴム系溶剤型接着剤
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

RQ-760N 20本 ¥1,000/本 ¥1,100/本

容量：333ml カートリッジ/本

変成シリコーン樹脂系
品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

SE-8 20本 ¥1,400/本 ¥1,500/本

容量：333ml カートリッジ/本

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

ZK-8 1枚 ¥7,000/枚 ¥7,700/枚

容量：300㎜×600㎜×5.5㎜/枚

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

HT-□□□□G
6本

¥2,000/本 ¥2,200/本

KT-□□□□G ¥2,000/本 ¥2,200/本

HT-□□□□G2
2本

¥4,000/本 ¥4,400/本

KT-□□□□G2 ¥4,000/本 ¥4,400/本
※品番内□□□□には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

品　番 入　数 旧設計価格 新設計価格

KCA100 20本 ¥400/m ¥800/m

※上記価格は塗装のみの価格で、プレカット代は含まれておりません。

品　番 旧設計価格 新設計価格

ZK-90 ¥36,800/ｾｯﾄ ¥40,500/ｾｯﾄ

通常コア仕様 木口塗装仕様

※ 2021年 11月改定済

6㎜厚パネル用

マグネットメラミン・メラタック用見切り材

●アルミジョイナー� �������������������� 5 ページ

● 木目柄ジョイナー��������������������� 5 ページ

● オルティノ貼りジョイナー����������������� 5 ページ

● ABSジョイナー���������������������� 5 ページ

● 樹脂見切り������������������������ 5 ページ
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※品番内□、■には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。 ※品番内□、■には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

■アルミジョイナー  常備在庫品  常備在庫品 

 常備在庫品 

 常備在庫品 

 常備在庫品 

■アルミジョイナー

■アルミジョイナー 特殊塗装仕様

■ABSジョイナー

■嵌合タイプ樹脂ジョイナー

施工部材 3㎜厚パネル用 改定価格

形　状
（L=3,075㎜）

品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

旧設計価格 新設計価格

A形状

ZK-1021A 1:シルバー

2本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-102□A 3,4,5,7,8

¥4,200/本 ¥4,600/本ZKA 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-2□□A 51,53,54,55

ZK-1201A 1:シルバー

20本入

¥1,100/本 ¥1,200/本

ZK-120□A 3,4,5,7,8

¥2,600/本 ¥2,900/本ZKA 120■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-20□□A 51,53,54,55

B形状

ZK-1021B 1:シルバー

2本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-102□B 3,4,5,7,8

¥4,200/本 ¥4,600/本ZKB 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-2□□B 51,53,54,55

ZK-1201B 1:シルバー

20本入

¥1,100/本 ¥1,200/本

ZK-120□B 3,4,5,7,8

¥2,600/本 ¥2,900/本ZKB 120■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-20□□B 51,53,54,55

C形状

ZK-1021C 1:シルバー

2本入

¥2,100/本 ¥2,300/本

ZK-102□C 3,4,5,7,8

¥4,700/本 ¥5,200/本ZKC 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-2□□C 51,53,54,55

ZK-1201C 1:シルバー

20本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-120□C 3,4,5,7,8

¥3,100/本 ¥3,400/本ZKC 120■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-20□□C 51,53,54,55

M形状

ZK-1021M 1:シルバー

2本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-102□M 3,4,5,7,8

¥4,200/本 ¥4,600/本ZKM 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-2□□M 51,53,54,55

ZK-1201M 1:シルバー

20本入

¥1,100/本 ¥1,200/本

ZK-1208M 8:スノーホワイト
¥2,600/本 ¥2,900/本

ZB-20□□M 51,53,54,55

E形状

ZK-1021E 1:シルバー

2本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-102□E 3,4,5,7,8

¥4,200/本 ¥4,600/本ZKE 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-2□□E 51,53,54,55

ZK-1201E 1:シルバー

20本入

¥1,100/本 ¥1,200/本

ZK-120□E 3,4,5,7,8

¥2,600/本 ¥2,900/本ZKE 120■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZB-20□□E 51,53,54,55

P形状
ZK-1021P 1:シルバー 2本入 ¥3,000/本 ¥3,300/本

ZK-1201P 1:シルバー 20本入 ¥1,900/本 ¥2,100/本

R形状
ZK-1021R 1:シルバー 2本入 ¥2,000/本 ¥2,200/本

ZK-1201R 1:シルバー 20本入 ¥1,300/本 ¥1,500/本

T形状

ZK-1021T 1:シルバー
2本入

¥1,900/本 ¥2,100/本

ZK-1028T 8:スノーホワイト ¥4,500/本 ¥5,000/本

ZK-1201T 1:シルバー
20本入

¥1,400/本 ¥1,600/本

ZK-1208T 8:スノーホワイト ¥3,000/本 ¥3,300/本

U形状

ZK-1021U 1:シルバー
2本入

¥2,000/本 ¥2,200/本

ZK-1028U 8:スノーホワイト ¥4,600/本 ¥5,100/本

ZK-1201U 1:シルバー
20本入

¥1,300/本 ¥1,500/本

ZK-1208U 8:スノーホワイト ¥3,000/本 ¥3,300/本

Q形状
ZK-1021Q 1:シルバー 2本入 ¥3,000/本 ¥3,300/本

ZK-1201Q 1:シルバー 20本入 ¥1,900/本 ¥2,100/本

形　状
（L=3,075㎜）

品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

旧設計価格 新設計価格

W形状

ZK-1021W 1:シルバー

2本入

¥2,100/本 ¥2,300/本

ZK-102□W 3,4,5,7,8
¥4,700/本 ¥5,200/本

ZKW 102■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZK-1201W 1:シルバー
20本入

¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-1208W 8:スノーホワイト ¥3,100/本 ¥3,400/本

S形状
ZK-1021S 1:シルバー 2本入 ¥3,700/本 ¥4,100/本

ZK-1201S 1:シルバー 20本入 ¥2,800/本 ¥3,100/本

V形状
ZK-1021V 1:シルバー

2本入
¥1,700/本 ¥1,900/本

ZK-1028V 8:スノーホワイト ¥4,200/本 ¥4,600/本

V形状
ZK-1201V 1:シルバー

20本入
¥1,100/本 ¥1,200/本

ZK-1208V 8:スノーホワイト ¥2,600/本 ¥2,900/本

X形状
ZK-1021X 1:シルバー

2本入
¥3,000/本 ¥3,300/本

ZK-1028X 8:スノーホワイト ¥6,800/本 ¥7,500/本

形　状
（L=3,075㎜）

品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

旧設計価格 新設計価格

V形状 ZCV102■

COP,AGS,STE,GRA,BLK 2本入

¥6,000/本 ¥6,600/本

M形状 ZCM102■ ¥6,000/本 ¥6,600/本

X形状 ZCX102■ ¥9,600/本 ¥10,600/本

形　状
（L=3,075㎜）

品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

旧設計価格 新設計価格

A形状

ZK-202□A 3,4,5,7,8
2本入 ¥1,600/本 ¥1,800/本

ZKA 202■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZK-220□A 3,4,5,7,8
20本入 ¥700/本 ¥800/本

ZKA 220■ OLO,LRO,DGR,DBR

B形状

ZK-202□B 3,4,5,7,8
2本入 ¥1,600/本 ¥1,800/本

ZKB 202■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZK-220□B 3,4,5,7,8
20本入 ¥700/本 ¥800/本

ZKB 220■ OLO,LRO,DGR,DBR

C形状

ZK-202□C 3,4,5,7,8
2本入 ¥2,100/本 ¥2,300/本

ZKC 202■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZK-220□C 3,4,5,7,8
20本入 ¥1,000/本 ¥1,100/本

ZKC 220■ OLO,LRO,DGR,DBR

K形状

ZK-202□K 3,4,5,7,8
2本入 ¥1,600/本 ¥1,800/本

ZKK 202■ OLO,LRO,DGR,DBR

ZK-220□K 3,4,5,7,8
20本入 ¥700/本 ¥800/本

ZKK 220■ OLO,LRO,DGR,DBR

形　状
（L=3,075㎜）

品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

旧設計価格 新設計価格

AU形状
ZA-2□□□AU2

21M,22M,23M,22G,24G,25G

2本入 ¥2,300/本 ¥2,600/本

ZA-2□□□AU20 20本入 ¥1,200/本 ¥1,400/本

BU形状
ZA-2□□□BU2 2本入 ¥2,300/本 ¥2,600/本

ZA-2□□□BU20 20本入 ¥1,200/本 ¥1,400/本

CU形状
ZA-2□□□CU2 2本入 ¥3,200/本 ¥3,600/本

ZA-2□□□CU20 20本入 ¥1,700/本 ¥1,900/本

EU形状
ZA-2□□□EU2 2本入 ¥3,200/本 ¥3,600/本

ZA-2□□□EU20 20本入 ¥1,700/本 ¥1,900/本
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※品番内□□□□には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

※品番内□□□□には柄品番が入ります。■には仕上げ記号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

施工部材 3㎜厚パネル用 改定価格 施工部材 6㎜厚パネル用 改定価格

■樹脂見切り

■化粧出隅材

■メタル巾木

■サニタリー巾木

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

H60用

NLS 60J ヘアライン仕上げ直線

10本入

¥4,000/本 ¥4,400/本

常備

L=2,730㎜

NLS 60JV （コーナー部材） ヘアライン仕上げ ¥1,500/本 ¥1,700/本 455㎜×455㎜

NLS 60K バイブレーション仕上げ直線 ¥4,800/本 ¥5,300/本 L=2,730㎜

NLS 60KV （コーナー部材） バイブレーション仕上げ ¥1,800/本 ¥2,000/本 455㎜×455㎜

NLS 60B ブラックヘアライン仕上げ直線 ¥13,200/本 ¥14,600/本 L=2,730㎜

NLS 60BV （コーナー部材） ブラックヘアライン仕上げ ¥6,600/本 ¥7,300/本 455㎜×455㎜

H100用
NLS 100J ヘアライン仕上げ直線 ¥5,700/本 ¥6,300/本 L=2,730㎜

NLS 100JV （コーナー部材） ヘアライン仕上げ ¥2,200/本 ¥2,500/本 455㎜×455㎜

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

H67用

ZK-9041H 1:ホワイト直線

4本入

¥1,600/本 ¥1,800/本 常備 L=2,100㎜

ZK-9041V （コーナー部材） 1:ホワイト ¥1,300/本 ¥1,500/本 3週間～ 150㎜×150㎜

ZK-9042H 2:ベージュ直線 ¥1,600/本 ¥1,800/本 常備 L=2,100㎜

ZK-9042V （コーナー部材） 2:ベージュ ¥1,300/本 ¥1,500/本 3週間～ 150㎜×150㎜

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

オルティノ貼り BD-□□□□M15 10柄 2本入 ¥10,800/本 ¥12,000/本
常備 t3×15×L2,430㎜

樹脂押出品 BD-45051M15 6200色近似 2本入 ¥2,800/本 ¥3,200/本

■アルミジョイナー

■木目柄ジョイナー

■オルティノ貼りジョイナー

■ABSジョイナー

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

A形状

ZPP1000A2 1000：シルバー
2本入

¥1,700/本 ¥2,000/本
常備

L=2,730㎜

ZPP□□□□A2 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥4,200/本 ¥4,700/本

ZPP□□□□A 81色 2本単位 ¥4,400/本 ¥4,700/本 2週間～

ZPP1000A20 1000：シルバー
20本入

¥1,500/本 ¥1,800/本

常備
ZPP□□□□A20 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥2,600/本 ¥3,000/本

B形状

ZPP1000B2 1000：シルバー
2本入

¥1,700/本 ¥2,000/本

ZPP□□□□B2 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥4,200/本 ¥4,700/本

ZPP□□□□B 81色 2本単位 ¥4,400/本 ¥4,700/本 2週間～

ZPP1000B20 1000：シルバー
20本入

¥1,500/本 ¥1,800/本

常備
ZPP□□□□B20 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥2,600/本 ¥3,000/本

C形状

ZPP1000C2 1000：シルバー
2本入

¥2,100/本 ¥2,500/本

ZPP□□□□C2 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥5,300/本 ¥6,000/本

ZPP□□□□C 81色 2本単位 ¥5,500/本 ¥6,000/本 2週間～

ZPP1000C20 1000：シルバー
20本入

¥1,900/本 ¥2,200/本

常備
ZPP□□□□C20 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥3,700/本 ¥4,200/本

W形状

ZPP1000W2 1000：シルバー
2本入

¥2,100/本 ¥2,500/本

ZPP□□□□W2 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥5,300/本 ¥6,000/本

ZPP□□□□W 81色 2本単位 ¥5,300/本 ¥6,000/本 2週間～

ZPP1000W20 1000：シルバー
20本入

¥1,900/本 ¥2,200/本
常備

ZPP□□□□W20 6000,6200,6015,6300,6610,6523,6600 ¥3,700/本 ¥4,200/本

L形状
ZPP1000L 1000：シルバー

2本単位

¥6,100/本 ¥6,800/本

2週間～

ZPP□□□□L 81色 ¥9,000/本 ¥10,000/本

J形状
ZPP1000J 1000：シルバー ¥2,900/本 ¥3,300/本

ZPP□□□□J 81色 ¥5,900/本 ¥6,500/本

Q形状
ZPP1000Q 1000：シルバー ¥3,600/本 ¥4,000/本

ZPP□□□□Q 81色 ¥6,800/本 ¥8,500/本

X形状
ZPP1000X 1000：シルバー ¥13,000/本 ¥14,500/本

ZPP□□□□X 81色 ¥16,300/本 ¥18,000/本

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

B形状 ZPZ□□□□B

推奨52柄 2本単位

¥13,500/本 ¥15,000/本

2週間～ L=2,730㎜W形状 ZPZ□□□□W ¥14,100/本 ¥16,000/本

Q形状 ZPZ□□□□Q ¥19,700/本 ¥23,000/本

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

S19形状
ZZ□□□□S19 6000色,6400色

2本単位

¥32,000/本 ¥35,000/本

2週間～ L=2,730㎜
ZZ□□□□□S19 18200柄,18204柄,18205柄,他52柄 ¥39,000/本 ¥43,000/本

S20形状
ZZ□□□□S20 6000色,6400色 ¥27,000/本 ¥30,000/本

ZZ□□□□□S20 18200柄,18204柄,18205柄,他52柄 ¥34,000/本 ¥37,500/本

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

A形状
ZR-□□□□A2

6000色,6200色

2本入 ¥1,700/本 ¥1,900/本

常備 L=2,730㎜

ZR-□□□□A20 20本入 ¥800/本 ¥900/本

B形状
ZR-□□□□B2 2本入 ¥1,700/本 ¥1,900/本

ZR-□□□□B20 20本入 ¥800/本 ¥900/本

W形状 ZR-□□□□W2 2本入 ¥2,300/本 ¥2,600/本

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

標準形状
ZKH□□□□■

R8（21㎜×21㎜） 2本入 ¥6,300/本 ¥7,000/本 常備

L=2,430㎜

ZKN□□□□■

標準形状
ZKH□□□□■

R8（21㎜×21㎜） 5本～ ¥6,300/本 ¥7,000/本

3週間～

ZKN□□□□■

J形状 ZKJ□□□□■ R4　角度90°（51㎜×51㎜） 5本～ ¥17,700/本 ¥19,500/本

F形状 ZKF□□□□■ R9　角度90°（51㎜×51㎜） 5本～ ¥23,100/本 ¥25,400/本

G形状 ZKG□□□□■ R24　角度90°（51㎜×51㎜） 5本～ ¥18,900/本 ¥20,800/本

L形状 ZKL□□□□■ R4　角度90°（31㎜×101㎜） 5本～ ¥18,900/本 ¥20,800/本

へ形状

ZK-□□□□■F
ZKH□□□□■F
ZKN□□□■F

R8.8　角度120°（24㎜×24㎜） 5本～ ¥13,700/本 ¥15,100/本

ZK-□□□□■Y
ZKH□□□□■Y
ZKN□□□■Y

R8.8　角度135°（24㎜×24㎜） 5本～ ¥13,700/本 ¥15,100/本

ZK-□□□□■L
ZKH□□□□■L
ZKN□□□■L

R8.8　角度150°（24㎜×24㎜） 5本～ ¥13,700/本 ¥15,100/本

マグネットメラミン・メラタック用見切り材

■単色塗装ジョイナー　基材：アルミニウム+近似色塗装

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

B形状 ZBP□□□□B

88色 2本単位

¥3,900/本 ¥4,500/本

2週間～ L=3,075㎜

T形状 ZBP□□□□T ¥5,200/本 ¥5,800/本

U形状 ZBP□□□□U ¥5,300/本 ¥6,000/本

M形状 ZBP□□□□M ¥4,900/本 ¥5,500/本

Q形状 ZBP□□□□Q ¥7,200/本 ¥8,000/本

V形状 ZBP□□□□V ¥7,000/本 ¥7,700/本

X形状 ZBP□□□□X ¥12,000/本 ¥13,200/本

■木目柄ジョイナー　基材：アルミニウム+オルティノラッピング

形　状 品　番 カラーバリエーション 梱包入数
設計価格

標準納期 長　さ
旧設計価格 新設計価格

B形状 ZBZ□□□□B

推奨52柄 2本単位

¥13,500/本 ¥15,000/本

2週間～ L=3,075㎜
C形状 ZBZ□□□□C ¥14,100/本 ¥16,000/本

Q形状 ZBZ□□□□Q ¥20,800/本 ¥23,000/本

W形状 ZBZ□□□□W ¥14,100/本 ¥16,000/本
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不燃化粧材・壁面材 3㎜厚パネル 改定価格

■セラールセレント

■セラールウイルテクト

■セラールウイルテクトPlus

■セラール消臭タイプ

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FAN,FKM,FKJ,FJN,FAS
3×6（935㎜×1,855㎜）±2㎜ ¥14,500/枚 [¥8,400/㎡] ¥16,000/枚 [¥9,300/㎡] 8.8㎏

2枚入 常備

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥19,200/枚 [¥8,400/㎡] ¥21,200/枚 [¥9,300/㎡] 11.6㎏

FJ-,FTN （セラールセルサス） 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡] 11.6㎏

FQN 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥19,200/枚 [¥8,400/㎡] ¥21,200/枚 [¥9,300/㎡] 11.6㎏

FANA,FKMA,FKJA,FJNA,FASA

3×6（935㎜×1,855㎜）±2㎜ ¥15,900/枚 [¥9,200/㎡] ¥17,500/枚 [¥10,100/㎡] 8.8㎏

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡] 11.6㎏

3×9（935㎜×2,755㎜）±2㎜ ¥21,600/枚 [¥8,400/㎡] ¥26,000/枚 [¥10,100/㎡] 13.0㎏

4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥25,400/枚 [¥8,400/㎡] ¥30,600/枚 [¥10,100/㎡] 15.4㎏

FJA,FTNA （セラールセルサス） 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 11.6㎏

FQNA 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡] 11.6㎏

品　番 サイズ
設計価格

梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FAC,FJC
910×2420（910㎜×2,420㎜）±2㎜

¥19,200/枚 [¥8,800/㎡] ¥21,200/枚 [¥9,700/㎡] 2枚入
常備

FACA,FJCA ¥21,000/枚 [¥9,600/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,500/㎡] 1枚入

四方木口塗装 品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

なし
CFN

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥27,400/枚 [¥12,000/㎡] ¥30,200/枚 [¥13,200/㎡]

11.6㎏

2枚入
常備

CFNA ¥29,800/枚 [¥12,900/㎡] ¥32,800/枚 [¥14,300/㎡] 1枚入

あり CFNZ ¥30,000/枚 [¥13,000/㎡] ¥33,000/枚 [¥14,400/㎡] 2枚入 3週間～

柄（仕上げ） 品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

単色
YFK

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡]

11.6㎏

2枚入

常備

YFKA ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 1枚入

石目
YFA ¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡] 2枚入

YFAA ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 1枚入

木目
YFN ¥23,400/枚 [¥10,200/㎡] ¥25,800/枚 [¥11,300/㎡] 2枚入

YFNA ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,200/㎡] 1枚入

柄（仕上げ） 品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

単色
EFK

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡]

11.6㎏

2枚入

常備
EFKA ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 1枚入

木目
EFN ¥23,400/枚 [¥10,200/㎡] ¥25,800/枚 [¥11,300/㎡] 2枚入

EFNA ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,200/㎡] 1枚入

柄（仕上げ） 品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

単色
FDK

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡]

11.6㎏

2枚入

常備

FDKA ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 1枚入

石目・抽象
（艶有り仕上げ）

FDA ¥21,000/枚 [¥9,200/㎡] ¥23,100/枚 [¥10,100/㎡] 2枚入

FDAA ¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] 1枚入

石目
（マット仕上げ）

FDJ ¥23,400/枚 [¥10,200/㎡] ¥25,800/枚 [¥11,300/㎡] 2枚入

FDJA ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,200/㎡] 1枚入

木目
（セルサス仕上げ）

FDN ¥23,400/枚 [¥10,200/㎡] ¥25,800/枚 [¥11,300/㎡] 2枚入

FDNA ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,200/㎡] 1枚入

■セラールRエッジ

品　番 サイズ
設計価格

梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FJR
910×2410（910㎜×2,410㎜）±2㎜

￥23,400/枚 ￥25,800/枚 2枚入
常備

FJRA ￥25,200/枚 ￥27,800/枚 1枚入

■メタル不燃

■セラール グラフィカ

■グラフィカ対応白色セラール

■セラール バスルーム用

■セラール バスルーム用

■グラフィカサイン（セラールパターンオーダー）

■グラフィカサイン 知育シリーズ

■サイズ特注

■+WONDER セラール

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

UF-
3×3（935㎜×935㎜）±2㎜ ¥12,500/枚 [¥14,300/㎡] ¥13,800/枚 [¥15,800/㎡] 5.0㎏

1枚入 常備
3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥30,600/枚 [¥13,400/㎡] ¥33,700/枚 [¥14,700/㎡] 13.0㎏

UF-2893H
3×3（935㎜×935㎜）±2㎜ ¥14,700/枚 [¥16,900/㎡] ¥16,200/枚 [¥18,600/㎡] 5.0㎏

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥34,300/枚 [¥15,000/㎡] ¥37,800/枚 [¥16,500/㎡] 13.0㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

艶有り（M）、艶消し（G）、デリカ（N74） 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ￥27,400～/㎡
※㎡単価となります

￥30,200～/㎡
※㎡単価となります 11.6㎏ 1枚～ 3週間～

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

WF-□□□□Z 3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜
※柄有効サイズ：900×2400

¥28,000/枚 [¥12,200/㎡] ¥30,800/枚 [¥13,400/㎡] 11.6㎏ 1枚～ 3週間～

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FHM7100ZMN （艶有り）
FHM7100ZGN （艶消し）
FHJ7100ZNN74 （デリカ）

3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥19,200/枚 [¥8,400/㎡] ¥21,200/枚 [¥9,300/㎡] 11.6㎏ 6枚～ 2週間～

品　番 サイズ
設計価格

梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FYC
910×2420（910㎜×2,420㎜）±2㎜

¥22,900/枚 [¥10,400/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,500/㎡] 2枚入
常備

FYCA ¥25,200/枚 [¥11,500/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,700/㎡] 1枚入

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FYA,FYB,FYJ,FYK
3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥22,900/枚 [¥10,000/㎡] ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡]
11.6㎏

2枚入
常備

FYAA,FYBA,FYJA,FYKA ¥25,200/枚 [¥11,000/㎡] ¥27,800/枚 [¥12,200/㎡] 1枚入

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FS-70 〇〇 ZMN （艶有り）
3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥34,700/枚 [¥15,100/㎡] ¥38,200/枚 [¥16,700/㎡] 11.6㎏ 1枚～ 2週間～

FS-70 〇〇 ZGN （艶消し）

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FS-7053ZMN （艶有り）
4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥46,200/枚 [¥15,200/㎡] ¥50,800/枚 [¥16,700/㎡] 15.4㎏

1枚～ 2週間～

FS-7053ZGN （艶消し）

FS-7052ZMN （艶有り）
3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥34,700/枚 [¥15,200/㎡] ¥38,200/枚 [¥16,700/㎡] 11.6㎏

FS-7052ZGN （艶消し）

FS-7050ZMN （艶有り）
4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥46,200/枚 [¥15,200/㎡] ¥50,800/枚 [¥16,700/㎡] 15.4㎏

FS-7050ZGN （艶消し）

FS-7051ZMN （艶有り）
4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥46,200/枚 [¥15,200/㎡] ¥50,800/枚 [¥16,700/㎡] 15.4㎏

FS-7051ZGN （艶消し）

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

FAN,FJN,FKM,FKJ

3×10（935㎜×3,080㎜）±2㎜ ¥24,100/枚 [¥8,400/㎡] ¥26,600/枚 [¥9,300/㎡] 14.6㎏

6枚～ 3週間～

4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥25,400/枚 [¥8,400/㎡] ¥28,000/枚 [¥9,300/㎡] 15.4㎏

4×10（1,235㎜×3,080㎜）±2㎜ ¥31,900/枚 [¥8,400/㎡] ¥35,100/枚 [¥9,300/㎡] 19.3㎏

FJ-,FTN

3×10（935㎜×3,080㎜）±2㎜ ¥26,400/枚 [¥9,200/㎡] ¥29,100/枚 [¥10,100/㎡] 14.6㎏

4×8（1,235㎜×2,455㎜）±2㎜ ¥27,800/枚 [¥9,200/㎡] ¥30,600/枚 [¥10,100/㎡] 15.4㎏

4×10（1,235㎜×3,080㎜）±2㎜ ¥34,900/枚 [¥9,200/㎡] ¥38,400/枚 [¥10,100/㎡] 19.3㎏

■セラール常備品

■タフウォールS

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SWN,SW-
3×8（935㎜×2,455㎜）±2㎜

¥13,900/枚 [¥6,100/㎡] ¥15,300/枚 [¥6,700/㎡]
11.6㎏

2枚入
常備

SWNA,SWA ¥15,600/枚 [¥6,800/㎡] ¥17,200/枚 [¥7,500/㎡] 1枚入

※品番内□□□□には柄番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。
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※品番内□□□□には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。※品番内□□□□には色番号が入ります。詳細は専用カタログをご覧ください。

不燃化粧材・壁面材 6㎜厚パネル 改定価格

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SRK□□□□L
（6000,6200,6015,6300,6610,6523,
6600）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥6,100/枚 [¥3,700/㎡] ¥6,900/枚 [¥4,200/㎡] 9.3㎏

2枚~ 常備3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥8,100/枚 [¥3,700/㎡] ¥9,200/枚 [¥4,200/㎡] 12.3㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥9,700/枚 [¥3,900/㎡] ¥10,700/枚 [¥4,300/㎡] 13.9㎏

SRK□□□□L
（□には常備7色以外の色番号が入ります）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥8,800/枚 [¥5,300/㎡] ¥9,800/枚 [¥5,900/㎡] 9.3㎏
2枚~

（2枚単位） 2週間～3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥11,600/枚 [¥5,300/㎡] ¥13,200/枚 [¥5,900/㎡] 12.3㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥13,000/枚 [¥5,300/㎡] ¥14,700/枚 [¥5,900/㎡] 13.9㎏

SRK□□□□L 3×3（910㎜×905㎜）+0,－2㎜ ¥5,800/枚 [¥7,100/㎡] ¥5,800/枚 [¥7,100/㎡] 4.6㎏ 30枚~
（2枚単位） 2週間～

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

PK-□□□□BK
（ダンボール簡易梱包）
■R1.5巻込み仕様

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥8,300/枚 [¥5,000/㎡] ¥9,200/枚 [¥5,500/㎡] 9.1㎏ 2枚～
（～28枚） 常備

3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥11,000/枚 [¥5,000/㎡] ¥12,200/枚 [¥5,500/㎡] 12.1㎏

PK-□□□□B
■R1.5巻込み仕様

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥8,300/枚 [¥5,000/㎡] ¥9,200/枚 [¥5,500/㎡] 9.1㎏

30枚～ 2週間～3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥11,000/枚 [¥5,000/㎡] ¥12,200/枚 [¥5,500/㎡] 12.1㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥12,500/枚 [¥5,000/㎡] ¥13,700/枚 [¥5,500/㎡] 13.6㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

PKQ□□□□LBK
（ダンボール簡易梱包）
■R1.5巻込み仕様

3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥11,600/枚 [¥5,200/㎡] ¥12,200/枚 [¥5,500/㎡] 10.2㎏ 2枚～
（～28枚） 常備

PKQ□□□□LB
■R1.5巻込み仕様

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥8,600/枚 [¥5,200/㎡] ¥9,200/枚 [¥5,500/㎡] 7.7㎏

30枚～ 2週間～3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥11,600/枚 [¥5,200/㎡] ¥12,200/枚 [¥5,500/㎡] 10.2㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥12,900/枚 [¥5,200/㎡] ¥13,700/枚 [¥5,500/㎡] 11.2㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SB-□□□□K
タイルブリック/四方1C木口未塗装 3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥16,800/枚 [¥7,700/㎡] ¥18,500/枚 [¥8,400/㎡] 15.2㎏ 2枚 常備

SL-□□□□P
木目/四方糸面木口未塗装
（オーダーメイド柄）

3×6（910㎜×1,820㎜）+1,－0㎜ ¥9,100/枚 [¥5,500/㎡] ¥10,600/枚 [¥6,400/㎡] 11.4㎏

20枚～
（2枚単位） 2週間～

3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥12,100/枚 [¥5,500/㎡] ¥14,000/枚 [¥6,400/㎡] 15.2㎏

SA-□□□□P
抽象・石目/四方糸面木口未塗装
（オーダーメイド柄）

3×6（910㎜×1,820㎜）+1,－0㎜ ¥10,600/枚 [¥6,400/㎡] ¥12,000/枚 [¥7,200/㎡] 11.4㎏

3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥14,100/枚 [¥6,400/㎡] ¥15,800/枚 [¥7,200/㎡] 15.2㎏

SL-□□□□CP
木目/二方1.5C木口塗装
（C面塗装）

3×6（910㎜×1,820㎜）+1,－0㎜ ¥11,500/枚 [¥7,000/㎡] ¥12,800/枚 [¥7,700/㎡] 11.4㎏

3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥15,300/枚 [¥7,000/㎡] ¥17,000/枚 [¥7,700/㎡] 15.2㎏

SB-□□□□P
タイルブリック/四方1C木口未塗装 3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥15,300/枚 [¥7,000/㎡] ¥17,000/枚 [¥7,700/㎡] 15.2㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SRH□□□□
（6000,6200,6015）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥7,000/枚 [¥4,300/㎡] ¥7,800/枚 [¥4,700/㎡] 11.8㎏

2枚~ 常備3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥9,300/枚 [¥4,300/㎡] ¥10,500/枚 [¥4,700/㎡] 14.8㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥11,000/枚 [¥4,500/㎡] ¥12,200/枚 [¥4,900/㎡] 16.7㎏

SRH□□□□
（6300,6610,6523,6600）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥7,000/枚 [¥4,300/㎡] ¥7,800/枚 [¥4,700/㎡] 11.8㎏
2枚~

（2枚単位）

2週間～

3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥9,300/枚 [¥4,300/㎡] ¥10,500/枚 [¥4,700/㎡] 14.8㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥11,000/枚 [¥4,500/㎡] ¥12,200/枚 [¥4,900/㎡] 16.7㎏

SRH□□□□
（□には受注生産色で6300,6610,6523,
6600以外の色番号が入ります）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥9,300/枚 [¥5,600/㎡] ¥10,300/枚 [¥6,200/㎡] 11.8㎏
2枚~

（2枚単位）3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥12,300/枚 [¥5,600/㎡] ¥13,900/枚 [¥6,200/㎡] 14.8㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥13,800/枚 [¥5,600/㎡] ¥15,500/枚 [¥6,200/㎡] 16.7㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SR-□□□□NK
（6000,6200,6015,6300,6110）

3×6（910㎜×1,820㎜）+1,－0㎜ ¥6,800/枚 [¥4,100/㎡] ¥7,800/枚 [¥4,700/㎡] 11.4㎏

2枚 常備
3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥9,100/枚 [¥4,100/㎡] ¥10,500/枚 [¥4,700/㎡] 15.2㎏

SR-6400N
3×6（910㎜×1,820㎜）+1,－0㎜ ¥9,100/枚 [¥5,500/㎡] ¥10,500/枚 [¥6,300/㎡] 11.4㎏

3×8（910㎜×2,420㎜）+1,－0㎜ ¥12,100/枚 [¥5,500/㎡] ¥13,900/枚 [¥6,300/㎡] 15.2㎏

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

PY-1521

3×8（910㎜×2,420㎜）±1㎜

¥20,800/枚 [¥9,500/㎡]

¥23,000/枚 [¥10,500/㎡] 13.6㎏ 10枚～ 2週間～

PY-1522 ¥19,800/枚 [¥9,000/㎡]

PY-1524 ¥20,800/枚 [¥9,500/㎡]

PY-1527 ¥20,800/枚 [¥9,500/㎡]

PY-1537 ¥20,800/枚 [¥9,500/㎡]

PY-1549 ¥21,900/枚 [¥10,000/㎡]

PY-1552 ¥21,900/枚 [¥10,000/㎡]

品　番 端部仕様
設計価格

旧設計価格 新設計価格

PYT□□□□T4 木口塗装 四方 ¥600/枚追加 ¥700/枚追加

PYT□□□□K2
木口貼り

二方 ¥3,200/枚追加 ¥3,600/枚追加

PYT□□□□K4 四方 ¥4,600/枚追加 ¥5,000/枚追加

品　番 サイズ
設計価格

重量 /枚 梱包入数 標準納期
旧設計価格 新設計価格

SKD□□□□L
（6000,6200,6015,6300,6610,6523）

3×6（910㎜×1,820㎜）+0,－2㎜ ¥6,400/枚 [¥3,900/㎡] ¥7,200/枚 [¥4,300/㎡] 9.3㎏

2枚～ 常備3×8（910㎜×2,450㎜）+0,－2㎜ ¥8,600/枚 [¥3,900/㎡] ¥9,600/枚 [¥4,300/㎡] 12.3㎏

3×9（910㎜×2,730㎜）+0,－2㎜ ¥10,200/枚 [¥4,200/㎡] ¥11,500/枚 [¥4,600/㎡] 13.9㎏

■ルナライト　基材比重：0.8 ■マーレス不燃　基材比重：0.8

■マーレス不燃PT　基材比重：0.55

■ハイボード不燃　基材比重：1.0

■ルナライト100　基材比重：1.0

■ルナライト ハイボードタイプ　基材比重：1.0

■モアウッド不燃　基材比重：1.0

■モアウッド不燃 特注対応

■ルナライトHD　基材比重：0.8


