
品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \53,500\73,562
クリア塗装 \54,500\74,937
オイル塗装 \57,500\79,062
ノンスリップ塗装 \57,500\79,062
無塗装 \57,500\75,900
クリア塗装 \58,500\77,220
オイル塗装 \61,500\81,180
ノンスリップ塗装 \61,500\81,180
無塗装 \58,900\77,748
クリア塗装 \59,900\79,068
オイル塗装 \62,900\83,028
ノンスリップ塗装 \62,900\83,028
無塗装 \49,800\65,736
クリア塗装 \50,800\67,056
オイル塗装 \53,800\71,016
ノンスリップ塗装 \53,800\71,016
無塗装 \39,500\52,140
クリア塗装 \40,500\53,460
オイル塗装 \43,500\57,420
ノンスリップ塗装 \43,500\57,420
無塗装 \35,000\46,200
クリア塗装 \36,000\47,520
オイル塗装 \39,000\51,480
ノンスリップ塗装 \39,000\51,480

SH-900ウォールナット 対応 1.375㎡入20×125×乱尺

分類:VIPフローリング(カタログ7ページ) ※表示価格は税別です。

SH-901ウォールナット 対応 1.32㎡入

1.32㎡入

1.32㎡入

1.32㎡入

SH-904オーク 対応 1.32㎡入20×150×乱尺

20×150×乱尺

20×150×乱尺

20×150×乱尺

SH-905ホワイトアッシュ 対応

SH-902チェリー 対応

対応SH-903メイプル

20×150×乱尺

－1－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。

㈱シームレス床暖房　℡.045-812-0824



品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
UVマットラッカー塗装 \19,800\31,284
無塗装 \19,800\31,284
オイル塗装 \23,800\37,604
UVマットラッカー塗装 \19,800\31,284
無塗装 \19,800\31,284
オイル塗装 \23,800\37,604
UVマットラッカー塗装 \19,000\30,020
無塗装 \19,000\30,020
オイル塗装 \23,000\36,340
UVマットラッカー塗装 \23,000\36,340
無塗装 \23,000\36,340
オイル塗装 \27,000\42,660
UVマットラッカー塗装 \19,500\30,810
無塗装 \19,500\30,810
オイル塗装 \23,500\37,130
UVマットラッカー塗装 \19,800\31,284
無塗装 \19,800\31,284
オイル塗装 \23,800\37,604

SH-267ウォールナット 対応 14×145×1820 オイル塗装 \29,500\46,6101.58㎡(6枚)入

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
SH-270ホワイトオーク プライム 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \12,800\26,6242.08㎡(6枚)入
SH-273アッシュ プライム 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \12,900\26,8322.08㎡(6枚)入
SH-276スティームビーチ プライム 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \12,500\26,0002.08㎡(6枚)入
SH-279メイプル プライム 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \13,900\28,9122.08㎡(6枚)入
SH-282ジャトバ 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \12,900\26,8322.08㎡(6枚)入
SH-285ブルーガム 対応 14.5×190×1820 UVマットラッカー塗装 \12,900\26,8322.08㎡(6枚)入

分類:３層３Ｐフローリング(カタログ10ページ) ※表示価格は税別です。

分類:３層１Ｐフローリング(カタログ10ページ) ※表示価格は税別です。

メイプル プライム

SH-250ホワイトオーク プライム

SH-255スティームビーチ プライム

1.58㎡(6枚)入

1.58㎡(6枚)入

14×145×1820

SH-261ジャトバ 対応

対応

14×145×1820

1.58㎡(6枚)入SH-264ブルーガム

1.58㎡(6枚)入

SH-258 対応 1.58㎡(6枚)入14×145×1820

対応

14×145×1820

14×145×1820

14×145×1820

SH-253アッシュ プライム 対応 1.58㎡(6枚)入

対応

－2－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。

㈱シームレス床暖房　℡.045-812-0824



品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 ラッカー仕上げ \35,000\103,320
クリア塗装 \36,000\106,272
オイル塗装 \39,000\115,128
ノンスリップ塗装 \39,000\115,128
無塗装 ラッカー仕上げ \36,500\107,748
クリア塗装 \37,500\110,700
オイル塗装 \40,500\119,556
ノンスリップ塗装 \40,500\119,556
無塗装 ラッカー仕上げ \33,000\97,416
クリア塗装 \34,000\100,368
オイル塗装 \37,000\109,224
ノンスリップ塗装 \37,000\109,224
無塗装 ラッカー仕上げ \24,000\70,848
クリア塗装 \25,000\73,800
オイル塗装 \28,000\82,656
ノンスリップ塗装 \28,000\82,656
無塗装 ラッカー仕上げ \37,500\110,700
クリア塗装 \38,500\113,652
オイル塗装 \41,500\122,508
ノンスリップ塗装 \41,500\122,508
無塗装 ラッカー仕上げ \28,500\75,924
クリア塗装 \29,500\78,588
オイル塗装 \32,500\86,580
ノンスリップ塗装 \32,500\86,580
無塗装 ラッカー仕上げ \26,500\78,228
クリア塗装 \27,500\81,180
オイル塗装 \30,500\90,036
ノンスリップ塗装 \30,500\90,036

分類:ワイドプランクフローリング(カタログ11～12ページ) ※表示価格は税別です。

2.952㎡(6枚)入

14×205×2400

14×185×2400

14×205×2400ラーチ(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

2.952㎡(6枚)入

2.664㎡(6枚)入

14×205×2400

2.952㎡(6枚)入

SH-505バーチ(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

オーク(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

SH-507アッシュ(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

SH-501パイン(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

SH-504ビーチ(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

SH-506

SH-503メイプル(3層1P)
低温
(27℃以下)
対応

2.952㎡(6枚)入14×205×2400

SH-502

14×205×2400

14×205×2400 2.952㎡(6枚)入

2.952㎡(6枚)入

－3－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。

㈱シームレス床暖房　℡.045-812-0824



品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \19,500\31,980
クリア塗装 \20,500\33,620
オイル塗装 \23,500\38,540
ノンスリップ塗装 \23,500\38,540
無塗装 \19,500\31,980
クリア塗装 \20,500\33,620
オイル塗装 \23,500\38,540
ノンスリップ塗装 \23,500\38,540
無塗装 \19,500\31,980
クリア塗装 \20,500\33,620
オイル塗装 \23,500\38,540
ノンスリップ塗装 \23,500\38,540
無塗装 \31,000\101,370
クリア塗装 \32,000\104,640
オイル塗装 \35,000\114,450
ノンスリップ塗装 \35,000\114,450
無塗装 \31,000\50,840
クリア塗装 \32,000\52,480
オイル塗装 \35,000\57,400
ノンスリップ塗装 \35,000\57,400
無塗装 \35,000\57,400
クリア塗装 \36,000\59,040
オイル塗装 \39,000\63,960
ノンスリップ塗装 \39,000\63,960
無塗装 \35,000\53,550
クリア塗装 \36,000\55,080
オイル塗装 \39,000\59,670
ノンスリップ塗装 \39,000\59,670
無塗装 \43,000\70,520
クリア塗装 \44,000\72,160
オイル塗装 \47,000\77,080
ノンスリップ塗装 \47,000\77,080

分類:定番フローリング(カタログ13ページ) ※表示価格は税別です。

1.64㎡(12枚)入

3.27㎡(40枚)入

1.64㎡(15枚)入15×60×1820

対応

対応

1.53㎡(7枚)入

1.64㎡(6枚)入15×150×1820SH-19
HOTミャンマーチーク
一枚物

SH-18

SH-16
HOTチーク
ユニ

対応

HOTチーク
ユニ

15×120×1820
HOTミャンマーチーク
一枚物

対応

15×120×乱尺HOTミャンマーチーク

SH-14

1.64㎡(10枚)入

1.64㎡(10枚)入

SH-17
HOTミャンマーチーク
一枚物

対応

15×90×1820

15×75×1820

15×90×1820

15×90×909

対応

1.64㎡入

－4－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。

㈱シームレス床暖房　℡.045-812-0824



品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入
15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \26,500\46,375
クリア塗装 \27,500\48,125
オイル塗装 \30,500\53,375
ノンスリップ塗装 \30,500\53,375
無塗装 \23,000\40,250
クリア塗装 \24,000\42,000
オイル塗装 \27,000\47,250
ノンスリップ塗装 \27,000\47,250

分類:定番フローリング(カタログ14ページ) ※表示価格は税別です。

ナチュラル \19,000

15×75×1820

15×120×1820

1.64㎡(12枚)入

15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

HOTオークラスティック
ユニ

SH-46
HOTオークラスティック
一枚物

対応

1.75㎡(8枚)入

ナチュラル \19,000SH-36R

SH-36
HOTオーク
ユニ

SH-45
HOTオーク
一枚物

対応

HOTオーク
ユニ

対応SH-43

HOTオークラスティック
ユニ

対応

対応

\31,160

アンバーブラウン \19,000\31,160

対応

\19,000

SH-35R

SH-34R
HOTオークラスティック
ユニ

対応

15×120×1820

HOTオーク
ユニ

対応

\31,160

SH-35

SH-34

HOTオーク
ユニ

対応

1.75㎡(8枚)入

ミストブラウン \19,000\31,160

ミストブラウン \19,000\31,160

アンバーブラウン

\31,160

－5－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \19,500\31,980
クリア塗装 \20,500\33,620
オイル塗装 \23,500\38,540
ノンスリップ塗装 \23,500\38,540
無塗装 \24,000\39,360
クリア塗装 \25,000\41,000
オイル塗装 \28,000\45,920
ノンスリップ塗装 \28,000\45,920
無塗装 \30,000\45,900
クリア塗装 \31,000\47,430
オイル塗装 \34,000\52,020
ノンスリップ塗装 \34,000\52,020
無塗装 \36,000\59,040
クリア塗装 \37,000\60,680
オイル塗装 \40,000\65,600
ノンスリップ塗装 \40,000\65,600
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080

15×90×1820

SH-76
HOTカリン
ユニ

対応 15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

分類:定番フローリング(カタログ15ページ) ※表示価格は税別です。

1.64㎡(10枚)入

15×75×1820 1.64㎡(12枚)入

1.64㎡(6枚)入

SH-77
HOTカリン
一枚物

対応

1.64㎡(10枚)入

1.64㎡(12枚)入

SH-302
HOTメイプル
ユニ

対応

15×90×1820

15×90×1820

SH-304
HOTバーチ
ユニ

対応

15×75×1820

1.64㎡(10枚)入

SH-78
HOTカリン
一枚物

対応 15×120×1820 1.53㎡(7枚)入

SH-80
HOTカリン
一枚物

対応 15×150×1820

1.64㎡(12枚)入

15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

SH-53
HOTチェリー
ユニ

対応

15×75×1820

－6－ 

注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \18,000\29,520
クリア塗装 \19,000\31,160
オイル塗装 \22,000\36,080
ノンスリップ塗装 \22,000\36,080
無塗装 \35,000\59,500
クリア塗装 \36,000\61,200
オイル塗装 \39,000\66,300
ノンスリップ塗装 \39,000\66,300
無塗装 \36,000\66,960
クリア塗装 \37,000\68,820
オイル塗装 \40,000\74,400
ノンスリップ塗装 \40,000\74,400
無塗装 \28,000\45,920
クリア塗装 \29,000\47,560
オイル塗装 \32,000\52,480
ノンスリップ塗装 \32,000\52,480
無塗装 \18,500\30,340
クリア塗装 \19,500\31,980
オイル塗装 \22,500\36,900
ノンスリップ塗装 \22,500\36,900
無塗装 \24,000\52,320
クリア塗装 \25,000\54,500
オイル塗装 \28,000\61,040
ノンスリップ塗装 \28,000\61,040

HOTバンブー　ヨコ型積層 15×90×1820 \15,800\25,9121.64㎡(10枚)入
HOTバンブー　タテ型積層 15×90.9×909 \19,500\32,1751.65㎡(20枚)入
HOTバンブー　ヨコ型積層 15×90×1820 \15,800\25,9121.64㎡(10枚)入
HOTバンブー　タテ型積層 15×90.9×909 \19,500\32,1751.65㎡(20枚)入

無塗装 \22,000\23,980
クリア塗装 \23,000\25,070
オイル塗装 \26,000\28,340
ノンスリップ塗装 \26,000\28,340
無塗装 \16,000\28,000
クリア塗装 \17,000\29,750
オイル塗装 \20,000\35,000
ノンスリップ塗装 \20,000\35,000

分類:定番フローリング(カタログ15～16ページ) ※表示価格は税別です。

対応 19×102×乱尺 1.7㎡入

SH-84
HOTチェストナット
ユニ

対応

15×75×1820 1.64㎡(12枚)入

15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

SH-650HOTウォールナット

SH-648HOTウォールナット 対応 19×108×乱尺 1.86㎡入

SH-300
国産HOTレッドパイン
ユニ

対応 15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

SH-651
HOTウォールナット
ユニ

対応 15×90×1820

SH-73 対応 クリア塗装

SH-74 対応 ブラウン

1.09㎡(10枚)入

15×120×1820SH-680
HOTラーチ
一枚物

対応 1.75㎡(8枚)入

SH-670
HOTチェストナット(栗)
一枚物

対応 15×120×909

1.64㎡(10枚)入

SH-299
国産HOTレッドパイン
一枚物

対応 15×120×1820 2.18㎡(10枚)入
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \13,900\44,619
クリア塗装 \14,900\47,829
オイル塗装 \17,900\57,459
ノンスリップ塗装 \17,900\57,459
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192

15×75×1820 1.64㎡(12枚)入
15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192

分類:定番フローリング(カタログ17ページ) ※表示価格は税別です。

SH-601
HOTパイン
一枚物

対応 20×138×3885 3.21㎡(6枚)入

対応

15×75×1820

15×90×1820

1.64㎡(12枚)入

15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

SH-55
HOTチェリーラスティック
ユニ

対応

15×75×1820 1.64㎡(12枚)入

15×90×1820 1.64㎡(10枚)入

SH-56
HOTバーチラスティック
ユニ

対応

15×75×1820

1.64㎡(12枚)入

SH-86
HOTチェストナットラスティック
ユニ

対応 ミディアムブラウン \14,800\24,272

1.64㎡(10枚)入

SH-93
HOTオークラスティック
ユニ
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \13,800\22,632
クリア塗装 \14,800\24,272
オイル塗装 \17,800\29,192
ノンスリップ塗装 \17,800\29,192
無塗装 \24,000\39,360
クリア塗装 \25,000\41,000
オイル塗装 \28,000\45,920
ノンスリップ塗装 \28,000\45,920
無塗装 \24,000\39,360
クリア塗装 \25,000\41,000
オイル塗装 \28,000\45,920
ノンスリップ塗装 \28,000\45,920
無塗装 \24,000\39,360
クリア塗装 \25,000\41,000
オイル塗装 \28,000\45,920
ノンスリップ塗装 \28,000\45,920
無塗装 \24,000\39,360
クリア塗装 \25,000\41,000
オイル塗装 \28,000\45,920
ノンスリップ塗装 \28,000\45,920
無塗装 \30,000
クリア塗装 \31,000
オイル塗装 \34,000
ノンスリップ塗装 \34,000

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
SH-96HOTアンティークW 対応 15×75×1820 ライト \24,000\39,3601.64㎡(12枚)入
SH-97HOTアンティークW 対応 15×75×1820 ミディアム \24,000\39,3601.64㎡(12枚)入
SH-98HOTアンティークW 対応 15×75×1820 ダーク \24,000\39,3601.64㎡(12枚)入

分類:定番フローリング(カタログ17ページ) ※表示価格は税別です。

分類:アンティーク風むくフローリング(カタログ18ページ)

15×75×1820 1.64㎡(12枚)入

SH-79
HOTﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ(ｿﾉｸﾘﾝ)
ユニ

対応

1.64㎡(12枚)入

1.64㎡(10枚)入

15×75×乱尺 1.64㎡入

SH-303
HOTメイプルラスティック
ユニ

対応

15×75×1820

15×90×1820

15×90×乱尺 1.64㎡入

15×90×1820

不確定

1.64㎡(10枚)入

SH-801
HOTローズウッド
一枚物

対応 15×120×乱尺
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束

SH-750
フランスパイン
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 無塗装 \11,900\16,6601.4㎡(5枚)入

SH-759
フランスパイン
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \15,900\22,2601.4㎡(5枚)入

SH-760
フランスパイン プリュヌ
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-763
フランスパイン ブリック
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-766
フランスパイン ブラン
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-769
フランスパイン カフェ
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-781
フランスパイン ラン
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-784
フランスパイン ショコラ
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

SH-787
フランスパイン エベーヌ
一枚物【受注品】

対応 21×140×2000 オイル塗装 \17,900\20,0481.12㎡(4枚)入

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
SH-700カリン 対応 11(8+3)×65×乱尺(300-500) 塗装 \23,400\38,3291.638㎡入
SH-701チーク 対応 11(8+3)×65×乱尺(300-500) 塗装 \23,400\38,3291.638㎡入
SH-702オーク 対応 11(8+3)×65×乱尺(300-500) 塗装 \23,400\38,3291.638㎡入
SH-703バンブー 対応 15(13+2)×90×909クリア塗装 \18,000\29,4481.636㎡(20枚)入
SH-704バンブー 対応 15(13+2)×90×909ブラウン \18,000\29,4481.636㎡(20枚)入
SH-705バンブー 対応 15(13+2)×90×909クリア塗装 \19,500\31,9021.636㎡(20枚)入
SH-706バンブー 対応 15(13+2)×90×909ブラウン \19,500\31,9021.636㎡(20枚)入
SH-690桧HG(ハイグレード) 不可 14(12+2)×75×950UVセラミック塗装 \17,500\57,3653.278㎡(46枚)入
SH-691桧HG(ハイグレード) 不可 14(12+2)×90×950UVセラミック塗装 \18,500\60,1063.249㎡(38枚)入
SH-692桧ST(スタンダード) 不可 14(12+2)×75×950UVセラミック塗装 \15,500\50,8093.278㎡(46枚)入
SH-693桧ST(スタンダード) 不可 14(12+2)×90×950UVセラミック塗装 \15,900\51,6593.249㎡(38枚)入

分類:フランスパインフローリング(カタログ19～20ページ) ※表示価格は税別です。

分類:直貼タイプフローリング(カタログ23～24ページ) ※表示価格は税別です。
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
SH-713カリン 対応 15×60×420 塗装 \29,000\46,9801.62㎡(64枚)入
SH-714カリン 対応 15×60×420 無塗装 \27,500\44,5501.62㎡(64枚)入

15×60×420 \29,000\46,9801.62㎡(64枚)入
15×70×420 \29,000\51,1561.764㎡(60枚)入
15×60×420 \27,500\44,5501.62㎡(64枚)入
15×70×420 \27,500\48,5101.764㎡(60枚)入

SH-707チーク 対応 15×60×420 塗装 \29,000\46,9801.62㎡(64枚)入
SH-708チーク 対応 15×60×420 無塗装 \27,500\44,5501.62㎡(64枚)入
SH-160オーク 対応 15×60×420 塗装 \24,000\79,2003.3㎡(13枚)入
SH-480オーク 対応 15×60×420 塗装 \24,000\38,8801.62㎡(64枚)入
SH-481メイプル 対応 15×60×420 塗装 \24,000\38,8801.62㎡(64枚)入
SH-482バーチ 対応 15×60×420 塗装 \24,000\38,8801.62㎡(64枚)入

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
SH-150オーク 対応 8×65×乱尺 ブライトオーク \22,200\73,2603.3㎡入
SH-151オーク 対応 8×65×乱尺 カルメラブラウン \22,200\73,2603.3㎡入
SH-152オーク 対応 8×65×乱尺 ライトオリーブ \22,200\73,2603.3㎡入
SH-153オーク 対応 8×65×乱尺 ペールベージュ \22,200\73,2603.3㎡入
SH-154オーク 対応 8×65×乱尺 ディープオーク \22,200\73,2603.3㎡入
SH-155オーク 対応 8×65×乱尺 フォックスブラウン \22,200\73,2603.3㎡入
SH-156オーク 対応 8×65×乱尺 オリーブグレー \22,200\73,2603.3㎡入
SH-157オーク 対応 8×65×乱尺 ブナクリア \22,200\73,2603.3㎡入
SH-158オーク 対応 8×65×乱尺 アサダクリア \23,400\77,2203.3㎡入
SH-159オーク 対応 8×65×乱尺 ケヤキナチュラル \35,880\118,4043.3㎡入

SH-161オーク　コンクリート直貼り用 対応 10(8+2)×65×455
ダイレクト
カルメラブラウン

\25,200\83,1603.3㎡(112枚)入

SH-162オーク　コンクリート直貼り用 対応 10(8+2)×65×455
ダイレクト
ヘリンボーン

\28,200\93,0603.3㎡(112枚)入

分類:ヘリンボーンデザインフローリング(カタログ25ページ) ※表示価格は税別です。

分類:ウッディシリーズフローリング(カタログ26ページ) ※表示価格は税別です。

SH-712ローズウッド 対応 無塗装

SH-711ローズウッド 対応 塗装
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
15×108×3930 \68,000\230,9283.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \38,000\120,2323.164㎡(10枚)入
15×108×1900 \29,000\95,2073.283㎡(8枚)×2箱入
15×93×1900 \22,200\70,5963.18㎡(9枚)×2箱入
12×93×1900 \20,300\64,5743.181㎡(18枚)入
15×108×3930 \47,000\159,6123.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \29,000\91,7563.164㎡(10枚)入
15×108×1900 \23,000\75,5093.283㎡(8枚)×2箱入
15×93×1900 \18,500\58,8303.18㎡(9枚)×2箱入
12×93×1900 \17,000\54,0773.181㎡(18枚)入
15×108×3930 \25,000\84,9003.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \23,000\72,7723.164㎡(10枚)入
15×108×1900 \21,000\68,9433.283㎡(8枚)×2箱入
15×93×1900 \17,500\55,6503.18㎡(9枚)×2箱入
15×108×3930 \21,000\71,3163.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \19,000\60,1163.164㎡(10枚)入
15×108×1900 \18,000\59,0943.283㎡(8枚)×2箱入
15×93×1900 \16,800\53,4243.18㎡(9枚)×2箱入
15×108×3930 \18,000\61,1283.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \16,500\52,2063.164㎡(10枚)入
15×108×1900 \15,900\52,1993.283㎡(8枚)×2箱入
15×93×1900 \15,000\47,7003.18㎡(9枚)×2箱入
12×93×1900 \13,200\41,9893.181㎡(18枚)入

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
9×87×1900 \17,000\56,2023.306㎡(20枚)入
9×102×1900 \19,500\60,4693.101㎡(16枚)入
12×87×2900 \25,500\77,2143.028㎡(12枚)入
12×87×1900 \21,000\69,4263.306㎡(10枚)×2箱入
9×87×1900 \15,000\49,5903.306㎡(20枚)入
9×102×1900 \17,500\54,2673.101㎡(16枚)入
12×87×2900 \21,000\63,5883.028㎡(12枚)入
12×87×1900 \16,800\55,5403.306㎡(10枚)×2箱入
9×87×1900 \13,500\44,6313.306㎡(20枚)入
9×102×1900 \14,500\44,9643.101㎡(16枚)入
12×87×2900 \16,000\48,4483.028㎡(12枚)入
12×87×1900 \13,800\45,6223.306㎡(10枚)×2箱入

分類:桧フローリング(カタログ27ページ) ※表示価格は税別です。

分類:桧パネリング(カタログ27ページ) ※表示価格は税別です。

桧 普及品
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

桧 上小節
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

桧 無地
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-353
桧 普及品
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-352
桧 美粧節
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-351
桧 上小節
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-350
桧 無地
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

桧 小節
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
15×108×3930 \71,000\241,1163.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \48,000\151,8723.164㎡(10枚)入
15×108×1920 \25,000\82,9503.318㎡(8枚)×2箱入
15×108×3930 \45,000\152,8203.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \29,500\93,3383.164㎡(10枚)入
15×108×1920 \23,000\76,3143.318㎡(8枚)×2箱入
15×108×3930 \28,500\96,7863.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \23,500\74,3543.164㎡(10枚)入
15×108×1920 \19,800\65,6963.318㎡(8枚)×2箱入
15×108×3930 \23,500\79,8063.396㎡(8枚)入
15×108×2930 \21,000\66,4443.164㎡(10枚)入
15×108×1920 \17,500\58,0653.318㎡(8枚)×2箱入

品番 樹種 床暖房 サイズ 塗装 価格(㎡)価格(束) 1束
MF-128インペリアルメイプル【常備在庫品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-338ナチュラルビーチ【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-380カントリーオーク【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-288ゴールデンチェリー【常備在庫品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-303ハニーオーク【常備在庫品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-839ゴールデンウォールナット【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-398スパニッシュオーク【常備在庫品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-830ピカソウォールナット【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-885タイチーク【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-300バレンシアオーク【常備在庫品】 対応 8×190×1286 \6,000\11,7001.95㎡(8枚)入
MF-825ラジャチーク【受注品】 対応 8×190×1286 \6,000\11,7001.95㎡(8枚)入
MF-871パールチーク【受注品】 対応 8×190×1286 \6,000\11,7001.95㎡(8枚)入
MF-616ロゼッタメイプル【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-623ブリュックリンメイプル【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入
MF-660ファンメイプル【受注品】 対応 8×190×1286 \5,500\10,7251.95㎡(8枚)入

※表示価格は税別です。

分類:ワンタッチフローリング(カタログ30ページ) ※表示価格は税別です。

SH-369
ラオス松 源平
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-370
ラオス松 紅まんだら
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-364
ラオス松 無地
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

SH-363
ラオス松 紅(赤)
一枚物

低温
(27℃以下)
対応

セラミック塗装

分類:ラオス松フローリング(カタログ28ページ)
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注記　品番によっては在庫の無いときがありますので、
事前にお問い合わせ下さい。
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