
メラミン化粧板　新設計価格表
アイカ工業株式会社

　平素は、アイカ製品をご愛顧いただきありがとうございます。 建装・建材カンパニー
この度、諸般の事情により設計価格の改定を2022年3月1日出荷分より実施させていただきます。

品番 厚み 梱包入数

カラーシステムクラシック H-,HJ- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥8,000 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥14,200 /枚

カラーシステムフィット K-,KJ- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥8,500 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥15,100 /枚

フラット AI-,AY- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥8,500 /枚

(垂直面用) AN-,ANY 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥15,100 /枚

パールトーン他 PJ-,Q- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,000 /枚

(垂直面用) QN- 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥16,000 /枚

ラビアン他 JC-,JI-,ZJ-,L-,LJ- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,000 /枚

(垂直面用) JNY,LN-,LJN 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥16,000 /枚

スクラッチレス SK-,SAI,SAL 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,500 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥16,900 /枚

セルサス TJ-,TJY,TK-,TKJ 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,500 /枚

(垂直面用) TJN,TNY 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥16,900 /枚

セルサス(プレミアムテクスチャー) TS-,TSY 0.95㎜(K) 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥21,300 /枚

アイカウイルテクト YK-,YJ-,YJY,YLJ 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,900 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥17,600 /枚

アイカウイルテクトPlus EK-,EJ-,EJY,ELJ 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,900 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥17,600 /枚

メラクリン IJ-,IJY 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥9,900 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥17,600 /枚

フレアテクト OJF,OTF,OKF 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥14,000 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥24,900 /枚

アイカコア C- 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 3枚入 ¥14,500 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 2枚入 ¥25,800 /枚

XE- 0.95㎜(K) 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚入 ¥34,000 /枚

ケミテクト XCT 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 6枚入 ¥16,900 /枚

3x8 (935㎜x2,450㎜)±10㎜ 6枚以上 ¥22,500 /枚

3x10 (935㎜x3,075㎜)±10㎜ 6枚以上 ¥28,200 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 4枚以上 ¥30,000 /枚

メラタック GKFA,GTFA,GJFA,GLFA 0.55㎜(R) 3x6 (910±2㎜x1,820)+30㎜,-0㎜ 1枚入 ¥14,000 /枚

GKF,GTF,GJF,GLF 3x6 (910±2㎜x1,820)+30㎜,-0㎜ 2枚~ ¥11,200 /枚

4x8 (1,210±2㎜x2,430)+30㎜,-0㎜ 2枚~ ¥20,000 /枚

メラタックウイルテクト GEK,GE- 3x6 (910±2㎜x1,820)+30㎜,-0㎜ 2枚~ ¥15,500 /枚

4x8 (1,210±2㎜x2,430)+30㎜,-0㎜ 2枚~ ¥27,500 /枚

GEK 6000RCL74 ー (595x595)ｰ0㎜,+5㎜ 8枚入 ¥4,500 /枚

ー (895x895)ｰ0㎜,+5㎜ 2枚入 ¥11,100 /枚

GE-578RCY74 0.55㎜(R) ー (390x590)-0㎜,+5㎜ 12枚入 ¥3,400 /枚

プラスワンダー (受注生産品) W- 0.95㎜(K) 4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 1枚～ ¥18,000 /枚

グラフィカ (オーダーメイド) XIP 3x6 (935㎜x1,850㎜)±10㎜ 1枚～ ¥36,000 /枚

4x8 (1,230㎜x2,450㎜)±10㎜ 1枚～ ¥64,000 /枚

メタル化粧板 (垂直面用) ME-2931 0.8㎜ 4x8 (1,220㎜x2,440㎜)+10㎜,-0㎜ 4枚入 ¥18,000 /枚

ME-2932～ME-2935 0.8㎜ 4x8 (1,220㎜x2,440㎜)+10㎜,-0㎜ 4枚入 ¥30,000 /枚

ME-2921 1.0㎜ 4x8 (1,220㎜x2,440㎜)+10㎜,-0㎜ 4枚入 ¥64,000 /枚

2022年1月

品名 サイズ 設計価格(改定後)

0.95㎜(K)

ベルタッチ

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.95㎜(K)

0.55㎜(R)

0.55㎜(R)

0.55㎜(R)

1.2㎜(B)

0.95㎜(K)

0.7㎜(C)

1.2㎜(B)

1.2㎜(B)



アイカコンパクト　新設計価格表
アイカ工業株式会社

　平素は、アイカ製品をご愛顧いただきありがとうございます。 建装・建材カンパニー

この度、諸般の事情により設計価格の改定を2022年3月1日出荷分より実施させていただきます。

茶 黒

K-、H-、AI-、AY- ● ー G ¥12,960 /枚 ¥23,040 /枚

JI-、JC- ● ー ー ¥14,760 /枚 ¥26,240 /枚

K-、H-、AI-、AY- ー ● G ¥15,480 /枚 ¥27,520 /枚

JI-、JC- ー ● ー ¥16,020 /枚 ¥28,480 /枚

K-、H-、AI-、AY-

JI-、JC-

K-、H-、AI-、AY-

JI-、JC-

K-、H-、AI-、AY-

JI-、JC-

K-、H-、AI-、AY-

JI-、JC-

K-、H-、AI-、AY-

JI-、JC-

■受注単位：3㎜は3枚以上、6㎜は2枚以上、13㎜・16㎜は1枚以上

■アイカコンパクトは受注生産品です。(標準納期　受注後3週間)　※受注数量により納期が変わることがあります。詳しくは最寄りの当社までお問合せください。

■アイカメラミン化粧板のほぼ全柄に対応できます。

　※セルサス仕様は対応できません。セルサス柄については表面仕上げを変更すれば対応可能ですが、指紋レス機能はありません。

　※アイカコンパクトはコア色、表面仕上げに制限がありますのであらかじめご確認ください。(コア色：茶、黒のみ対応可能)

　※壁面用途には3㎜メラミン不燃化粧板(セラール)、または3㎜壁面用メラミン化粧板(タフウォールS)を使用してください。

¥99,200 /枚16㎜

サイズ・設計価格

/枚

● ー X
(テクスチャー) ¥49,860 /枚 ¥88,640 /枚 ¥55,800 /枚

/枚 ¥87,040 /枚 ¥54,000 /枚 ¥96,000

¥73,600 /枚 ¥45,000 /枚 ¥80,000/枚

ー ● X
(テクスチャー) ¥48,960

13㎜

● ー X
(テクスチャー) ¥41,400

¥29,000

¥31,300

/枚

/枚

/枚

/枚 ¥32,400 /枚 ¥57,600

¥17,600 /枚

/枚

サイズ・設計価格(改定後)

仕上げ

ー ●

X
(テクスチャー)

X
(テクスチャー)

¥23,400

/枚

¥41,600 /枚 ¥25,200 /枚 ¥44,800 /枚

¥53,760

6㎜

● ー

2022年1月

3㎜

3x6
(935x1855)±2㎜

4x8
(1235x2455)±2㎜

3x6
(935x1855)±2㎜

4x8
(1235x2455)±2㎜

¥16,300 /枚

厚さ メラミン総合
対応品番

コア色

/枚

¥30,240



木口化粧材　価格改定のお知らせ
アイカ工業株式会社

　平素は、アイカ製品をご愛顧いただきありがとうございます。 建装・建材カンパニー
この度、諸般の事情により設計価格の改定を2022年3月1日出荷分より実施させていただきます。

■アイカフレキ 手貼り

幅 長さ

ダップ樹脂粘着テープ 5巻/ケース
アイカフレキ(フラットタイプ) (450㎜を除く)

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
アイカフレキ(エンボスタイプ) (450㎜を除く)

強化プリント粘着テープ 5巻/ケース
アイカJWフレキ(メタル調) (450㎜を除く)

ダップ樹脂粘着テープ 5巻/ケース
カラーフィットフレキ (450㎜を除く)

ダップ樹脂粘着テープ 5巻/ケース
カラーシステムフレキ (450㎜を除く)

■ダプレックス 機械貼り

幅 長さ

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
ダプレックス(フラットタイプ) (450㎜を除く)

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
ダプレックス(エンボスタイプ) (450㎜を除く)

強化プリントテープ 5巻/ケース
アイカJWダプレックス(メタル調) (450㎜を除く)

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
カラーフィットダプレックス (450㎜を除く)

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
カラーシステムダプレックス (450㎜を除く)

ダップ樹脂テープ 5巻/ケース
ダプレックス(点描調) (450㎜を除く)

■リンクルエッジ 機械貼り

品番 長さ
23㎜ EBA□□□□□G23 ¥11,000 /巻 ¥11,600 /巻

厚物樹脂エッジ 33㎜ EBA□□□□□G33 ¥17,000 /巻 ¥18,000 /巻
リンクルエッジ　木目エンボス 23㎜ EBB□□□□□G23 ¥13,000 /巻 ¥13,700 /巻

33㎜ EBB□□□□□G33 ¥21,000 /巻 ¥22,500 /巻
23㎜ EBA□□□□□M23 ¥13,000 /巻 ¥13,700 /巻

厚物樹脂エッジ 33㎜ EBA□□□□□M33 ¥21,000 /巻 ¥22,500 /巻
リンクルエッジ　木目艶有り 23㎜ EBB□□□□□M23 ¥16,000 /巻 ¥17,000 /巻

33㎜ EBB□□□□□M33 ¥26,000 /巻 ¥27,300 /巻
23㎜ EKA□□□□G23 ¥9,000 /巻 ¥9,500 /巻

厚物樹脂エッジ 33㎜ EKA□□□□G33 ¥15,000 /巻 ¥16,000 /巻
リンクルエッジ　単色艶消し 23㎜ EKB□□□□G23 ¥11,000 /巻 ¥11,600 /巻

33㎜ EKB□□□□G33 ¥19,000 /巻 ¥20,000 /巻
23㎜ EKA□□□□M23 ¥12,000 /巻 ¥12,800 /巻

厚物樹脂エッジ 33㎜ EKA□□□□M33 ¥21,000 /巻 ¥22,200 /巻
リンクルエッジ　単色艶有り 23㎜ EKB□□□□M23 ¥15,000 /巻 ¥15,800 /巻

33㎜ EKB□□□□M33 ¥27,000 /巻 ¥28,500 /巻

厚物樹脂エッジ 23㎜ EKA□□□V23 ¥9,000 /巻 ¥9,500 /巻
リンクルエッジ　単色スーパーマット 33㎜ EKA□□□V33 ¥15,000 /巻 ¥16,000 /巻

■2022年3月末生産中止品

幅 長さ

強化プリント粘着テープ 5巻/ケース
アイカJWフレキ (450㎜を除く)

強化プリント粘着テープ 5巻/ケース
アイカJWダプレックス (450㎜を除く)

PET樹脂テープ 5巻/ケース
アイカ樹脂テープ (450㎜を除く)

突板粘着テープ

アイカ純木テープ

品番 長さ

厚物樹脂エッジ 23㎜ EB□□□□G23 ¥11,000 /巻 ¥11,600 /巻
リンクルエッジ　木目エンボス 33㎜ EB□□□□G33 ¥17,000 /巻 ¥18,000 /巻

厚物樹脂エッジ 23㎜ EB□□□□G23 ¥13,000 /巻 ¥13,700 /巻
リンクルエッジ　木目エンボス 33㎜ EB□□□□G33 ¥21,000 /巻 ¥22,500 /巻

厚物樹脂エッジ

リンクルエッジ　アクリルタイプ
¥27,300 /巻

品名記号 厚み

一般名称

製品名 厚み 幅
常備在庫　カットサイズ

梱包入数 設計価格 設計価格(改定後)

常備在庫　カットサイズ一般名称

製品名

23㎜ EA-2834G23 50m/巻

¥3.5 /1㎜x1m

¥3.5 /1㎜x1m

¥5.0 /1㎜x1m

設計価格(改定後)

26,37,42
450㎜

50m/巻

50m/巻

¥26,000 /巻

設計価格梱包入数

50m/巻

50m/巻

50m/巻 1巻～

¥3.1

¥3.1

¥4.8

/1㎜x1m

/1㎜x1m

/1㎜x1m

1巻～

100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

WB-

0.4㎜

0.4㎜

26,37,42
450㎜

15,18,20,21,22,
24,25,26,30,35,40㎜

1㎜

HPE 0.4㎜ 18,20,22,24,40
450㎜

2㎜ 1巻～

1㎜ 1巻～

2022年1月

一般名称

製品名 品名記号 厚み
常備在庫　カットサイズ

梱包入数 設計価格 設計価格(改定後)

¥3.5 /1㎜x1m

JWS 0.3㎜ 20,22,26,30,40
450㎜ 50m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m ¥3.5 /1㎜x1m

AWS 0.3㎜ 20,22,26,30,40
450㎜ 50m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

¥3.5 /1㎜x1m

KWS 0.3㎜ 20,22,26,30,40
450㎜ 50m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m ¥3.5 /1㎜x1m

NFS 0.25㎜ 26,37,42
450㎜ 50m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

¥3.5 /1㎜x1m

一般名称

製品名 品名記号 厚み
常備在庫　カットサイズ

梱包入数 設計価格 設計価格(改定後)

HWS 0.3㎜ 20,22,26,30,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

¥3.5 /1㎜x1m

JDA 0.45㎜ 22,24,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m ¥3.5 /1㎜x1m

ADA 0.45㎜ 22,24,26,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

¥3.5 /1㎜x1m

KDA 0.45㎜ 22,24,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m ¥3.5 /1㎜x1m

NDA 0.4㎜ 26,37,42
450㎜ 50m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

一般名称

製品名 厚み 幅
常備在庫　カットサイズ

梱包入数

¥3.5 /1㎜x1m

ZDA 0.45㎜ 22,24,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m ¥3.5 /1㎜x1m

HDA 0.45㎜ 22,24,26,40
450㎜ 100m/巻 ¥3.1 /1㎜x1m

設計価格 設計価格(改定後)

50m/巻1㎜ 1巻～

2㎜ 1巻～

50m/巻

50m/巻

50m/巻

50m/巻

1㎜ 1巻～

2㎜ 1巻～

1㎜ 1巻～

2㎜ 1巻～

50m/巻

¥3.5 /1㎜x1m

1㎜ 1巻～

1㎜ 1巻～

2㎜ 1巻～

0.25㎜NFS

NDA

50m/巻

50m/巻

50m/巻
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