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防音Pマット

品　番 サイズ
NB-45 3.0mm×455mm×910mm
NB-50 3.0mm×500mm×1,000mm

■ 規格

■ 防音床下地材
 ●ピラミッドエンボスの優れた効果を発揮します。
 ●どのような工法にも対応。施工は簡単です。
 ●温度変化の少ない材料を使用しています。
 ●環境、安全性に配慮しています。
 ●国内生産による安定した品質と供給を行ないます。

防音性能

構造図 軽量床衝撃音音圧レベル実測値

■  各周波数ごとに、約8～10dB下がります。
（弊社実測値であり、建物の構造・環境条件等により変わりますので、保証値ではありません）

10dB下がれば聞こえる音の大きさは、
実感としてほぼ半減します。

防音



メカニズム

■  結露を防ぎ、建物の寿命をのばす 透湿防水シートです。

 ●壁体内の水蒸気を外部へ排出して、結露の発生を防ぎます。 
 ●雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を  
延ばします。
 ●軽く、引裂き・引張り強度に優れているため、施工が容易です。

JTB2
サイズ 幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.2mm
入　数 2巻/ケース

■ 規格

■  安定した透湿性・防水性能を発揮します。
 ●ポリエステル不織布とポリエチレン多孔質フィルムの2層構造。
 ●ポリエステル長繊維不織布を基材に使用しているためタッカーの  
引っ掛かりが強く、打ちつけ部位から引裂かれにくくなっています。
 ●不織布が全面にラミネートされているため施工時の風によるバタつき音が
軽減され気になりません。
 ●不織布の全面補強のため、熱収縮性に優れ、強い耐久性を保持できます。
 ●特殊加工を施した不織布を使用しているため、防水テープとの密着性が
優れています。

JTB16
サイズ 幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.16mm
入　数 2巻/ケース

■ 規格

JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

透湿・防水シート2

透湿・防水シート1

水・冷気の浸入を遮断します。
雨などの水分が構造材や断熱材に浸入するのを防ぎ、建物の寿命を延ばします。 
また、冷気の浸入を遮断するとともに室内の暖かい空気の流出を防ぎ、住まいの 
保湿性を高めます。

左図のように水蒸気粒子を通過させるが、
霧雨、雨の分子は通過させない孔径をシート
に形成させているため、透湿と防水の相反
する機能を有するシートとなっています。
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■  結露を防ぎ、建物の寿命をのばす 
遮熱透湿防水シートです。

 ●外壁から室内へ伝わる熱エネルギーを遮断し、効果的に反射します。
 ●表層のアルミコーティングを施した特殊不織布層により、高い遮熱性能・
防水性能を有します。

JAB22
サイズ 幅1,000mm×長さ50m×厚さ0.22mm
入　数 2巻/ケース

■ 規格

■  アクリル系粘着材を使用しているため、 強粘着を保てます。

 ●アクリル系粘着材を使用しているため、初期粘着に優れ、冬場でも安定
した粘着性があります。
 ●基材にクロスを使用しているので、手で簡単に切ることができ、施工性
が優れています。

アクリル防水気密テープ

遮熱・透湿・防水シート

■ 規格
品　番 タイプ 色 幅 長　さ 厚　み 入　数

JAR50 両面 黒 50mm 20M 0.24mm 24巻/ケース

JAKB50 片面 黒 50mm 20M 0.173mm 24巻/ケース

JAKW50 片面 白 50mm 20M 0.173mm 24巻/ケース

●JAKB50・JAKW50（アクリル片面） ●JAR50（アクリル両面）
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【木造住宅通気工法用】 防水カバー
■ バルコニーの腰壁と外壁躯体壁の取合い部の防水カバー
 ●耐水性に優れます。
 ●耐老化性・耐寒性に優れます。
 ●3次元の一体成型品なので施工が簡単。安全で確実な防水機能を発揮します。

【木造住宅通気工法用】 ハイパット
■ 木造住宅用　硬質塩ビ換気パイプの防水気密シール材
 ●EPDM（合成ゴム）を基材とし、裏面にブチルゴム粘着剤を塗布した防水気密シール材。
 ●EPDM（合成ゴム）の特長である弾力性を利用し、硬質塩ビパイプ廻りを小さめの丸穴が
締め付けることで防水気密を図ります。
 ●使用対象物は、円形の硬質塩ビパイプで表面がフラットのものとなります。

ブチルKテープ
■ 住宅用防水・気密粘着テープ
 ●良質のブチルゴム系粘着剤を使用。耐久性・対汚染性に優れます。
 ●低温環境下においても高い粘着性を発揮します。
 ●段差吸収性が良好で防水性・気密性に優れます。

品　番 サイズ 入　数
5011 （片面粘着） 0.4mm×50mm×20m 20巻/ケース
7511 （片面粘着） 0.4mm×75mm×20m 15巻/ケース
1011 （片面粘着） 0.4mm×100mm×20m 10巻/ケース
5022 （両面粘着） 0.4mm×50mm×20m 20巻/ケース
7522 （両面粘着） 0.4mm×75mm×20m 15巻/ケース
1022 （両面粘着） 0.4mm×100mm×20m 10巻/ケース

■ 規格

【木造住宅通気工法用】 水切りシートR
■ サッシ廻り、ベランダ笠木等の防水水切りシート
 ●防水層……………  防水性と柔軟性に優れたゴム弾性を持つエラストマー樹脂が、高い

防水性とビス穴シール性を有します。
 ●補強・締付層 ……  高機能不織布が防水層を両面から補強することに加えて、タッカー・

ビスに細い繊維が絡み付き、ビス穴シール性を向上させます。

品　番 サイズ 入　数 配送単位
NR-30 0.8mm×300mm×20m巻 6本/ケース 6本/ケース
NR-50 0.8mm×500mm×20m巻 2本/ケース 2本/ケース
NR-100 0.8mm×1,000mm×20m巻 1本/ケース 1本/ケース
NR-40S 0.8mm×400mm×10m巻 6本/ケース 6本/ケース

■ 規格

品　番 サイズ A寸法 入　数外寸法 内寸法
N-140 1.0mm×443mm×245mm×120mm 143mm 144mm 20枚/ケース
N-120 1.0mm×422mm×245mm×120mm 122mm 120mm 20枚/ケース
スパット110 1.0mm×412mm×245mm×120mm 112mm 110mm 20枚/ケース

■ 規格

品　番 サイズ 入　数
P-100 1.5mm×250mm×250mm（φ85） 50枚/ケース
P-150 1.5mm×300mm×300mm（φ128） 30枚/ケース

■ 規格

A内寸法

A外寸法
150

（単位：mm）

150

120

120

125

防水



近年、戸建住宅の形態は著しく変化し、軒の出や庇のない
屋根形状や一体型バルコニーなどの採用により外壁への雨掛りが多くなっています。
又、急激な気候変動による局地的な雨に見舞われ、
防水材料への依存度が高まりつつあります。
特性の違う防水材料を組み合わせる事で外壁の漏水事故を未然に防ぎます。

㎜

㎜

ウォーターブロックシステム

先張防水シート
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先張防水シートは釘穴シーリング性能が高く、折り切れしないアスファルト
ルーフィング工業会規格「改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK-04S」と
同等の防水性能を有するものです。

ノービルテープは伸張のある伸ばしても縮み戻りの少ない防水テープ。三面交点
でピンホールの発生する部位、壁貫通口など複雑な三次元的曲線部位などに
使用します。

ブチルテープは高品質のブチルゴム粘着防水テープ。サッシ廻り、ベランダ
笠木、下屋など用途に合わせ片面タイプ・両面タイプを使い分けします。

品　番 規　格 入　数
TJ300 300mm×20m 4巻/箱
TJ500 500mm×20m 1巻

品　番 規　格 入　数
TJC200 100mm×200mm 50枚/箱

品　番 規　格 入　数
TJR50 両面

50mm×20m 24巻/箱TJK50 片面
TJR75 両面

75mm×20m 16巻/箱TJK75 片面
TJR100 両面

100mm×20m 12巻/箱TJK100 片面

ブチルテープ・ノービルテープ施工用の転圧ローラーです。
平面・入隅・出隅・コーナー面の施工に使用します。

平板転圧ローラー　品番：TJH3

防水
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住実ボンド  

住実ボンド U 

■  一液型の変成シリコーン系弾性接着剤（VOC対策品）

■ 一成分形ウレタン樹脂系接着剤（VOC対策品）

 ●季節を問わず作業性良好です。
 ●硬化時に床鳴りの原因となる発泡が起きません。
 ●不要箇所に付着してしまっても簡単に拭取れます。
 ●カートリッジガン、手絞りどちらでも使用可能です。

 ●床暖房対応
 ●耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた健康住宅対応の接着剤です。
 ●ガン不要の手絞りタイプのアルミパックでゴミを削減できます。
 ●便利なキャップ付き

木質フローリング 2.3坪※

鋼製束 約30g/本
プラスチック束 約60g/本

※ 150～300mm間隔ビード状塗布 
ノズル口径7mm

■ 標準塗布量
JSB760

梱包形態 760mlマルチパック
入　数 12本/ケース

■ 規格

木質フローリング 1.4～1.5坪※1

根太組付け 12～15m※2

鋼製束 約30g/本
プラスチック束 約50g/本

※1 303mm間隔ビード状塗布
※2 ノズル口径8～10mm

■ 標準塗布量
JSU600

規　格 600ml
入　数 12本/ケース

■ 規格

フロア材表面に付いてしまっても、除去可能！

各種床・根太の施工、床暖房パネルの接着用

木質床材・床根太・床束の施工用

住実ボンド JTC928RS/W  

■  一液型ウレタン樹脂系接着剤 山が立ちやすく、各種木質床材に対して接着良好

 ●木質系フローリング仕上げ材の直貼り施工
 ●床暖房用木質床材の施工
 ●木質防音床材の直貼り施工

約550g/m2
■ 標準塗布量

JTC928RS（夏用） JTC928RW（冬用）
容　量 10kg缶
入　数 1缶/ケース
作業温度範囲 15C˚～35C˚ 5C˚～25C˚
貼り合わせ可能時間 40分以内

■ 規格

木質系フローリング仕上材の直貼り・ 
床暖房用木質床材・木質防音床材の施工用

JAIA　F☆☆☆☆ / 4VOC基準適合

接着剤



■  高性能建築用ウレタン接着剤（VOC対策品）

■  キッチンパネル及び 各種内装化粧材の施工用

 ●JASに規定する木質下地材と各種フローリングに対応します。
 ●根太と床下貼り合板、ボード類との接着に使用できます。
 ●床暖房用木質材の接着に使用できます。
 ●石膏ボード、化粧板、ケイカル板、スレート等の接着に  
使用できます。
 ●鋼製束とコンクリートとの接着に使用できます。

 ●オープンタイムを取る必要が無いので、作業の簡略化が可能です。
 ●使用する粘着テープ接着剤は、労働安全衛生法・消防法の危険物
の規制を受けません。
 ●変成シリコーン系接着剤
 ●健康住宅対応品
 ●ＫＰボンドはＪＩＳ　Ａ5538表示認可品

ゆかねだくん

ＫＰシリーズ

YUKANEDA
600mlソフトカートリッジ1ケース10本入り

付属品
クシメノズル（KM） 4個 
ノズルジョイント 4個 
リム付ノズル（JB） 2個

別売品 専用ホルダー

※ごみ削減のため、専用ホルダーは繰り返しご使用願います。

■ 規格

約20m/本（30cm間隔で約6m2/本）

■ 標準塗布量

KPボンド
壁面 約0.5本/m2

天井面 約0.6本/m2

KPテープ
壁面 約3.3m/m2

天井面 約4.3m/m2

■ 標準塗布量

■ 規格
KPシリーズ（梱包形態）

KPボンド KPB 333mlカートリッジ 20本/ケース

KPテープ KPT 幅20mm×1mm×10m 48巻/ケース

KPセット2 KPSET2 KPテープ2巻・ボンド2本 6セット/ケース

KPセット3 KPSET3 KPテープ3巻・ボンド3本 6セット/ケース

J u - J i t s u
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拡大画像

拡大画像

●大地・養生シート比較

大地シート

養生シート
(両面コーティング)

試験：静岡県 富士工業技術支援センター

引張り強度(kN/m)

縦 １１.５０
　６.２３

　３.４９
　１.７７

横

縦
横

大地シート
養生シート

(両面コーティング)

５９１

１８０

破裂強度(kPa)

大地シート
養生シート

(両面コーティング)

３５.０

６６.０

Ｃｏｂｂ吸水度(g/㎡)

■  キズやホコリを防ぎ、 床フローリングを保護する養生シートです。

■  耐水性のある紙素材を利用した 環境にやさしい養生材です。

 ●エンボス加工をしておりますので、弾力性、保護力に優れています。
 ●表面を樹脂コートしてありますので、撥水性に優れています。  
（片面コーティング）
 ●５０ｍ巻きで、用途に応じて容易にカットして使用できます。
 ●2本梱包で、2本のPPバンドで梱包してあり、持ち運びや取り扱いも 
簡単です。

 ●環境に配慮した養生材（パルプ100％）です。
 ●従来品より品質が向上しました。
 ●ゴミ分別が容易な単一素材です。

JYSL1000
サイズ 幅1m×長さ50m
入　数 2巻/ケース

■ 規格

JYSD930
サイズ 幅930mm×長さ50m
入 数 2巻/ケース
材 質 パルプ100%

■ 規格

養生シート

養生シート　大地

大地・養生シート比較

J u - J i t s u
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養生材



910mm
860mm

810mm

760mm

710mm

表面には50mmと100mmに折り曲げ

目安になる罫線があり、裏面のスリット

で簡単に折り曲げることができます。

そのままで910mm幅。折り曲げる位置

で710mm～910mm幅まで対応でき

ます。

仕上げ材に対して、 
糊残りや変色などをおこしにくい 
高性能な床養生テープです。

拡大画像

J u - J i t s u
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■  取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、丈夫で複数回の現場転用ができます。

 ●他の養生材との組み合わせの必要が無く「ジューテックガード」単体で納まり
ます。
 ●表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
 ●折りたたみタイプですので、持ち運び・取り扱いが簡単です。

JEG36S
サイズ 幅910mm×長さ1,820mm
入 数 20枚/ケース

■ 規格

ジューテックガード  ２つ折製品

■  基材はなじみやすいPETクロスです。
 ●優れた粘着特性を持っています。
 ●手で簡単に切れ、作業性に優れています。

JYT5025
サイズ 幅50mm×長さ25m
入 数 30巻/ケース

■ 規格

養生テープ

養生材



J u - J i t s u
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基礎まわりシート

マルチクッションテープ  

下地合板ガード（逆巻）

■  様々な箇所に養生できる開口枠養生材

■ 雨などから下地合板を守る！

 ●裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に施工できます。
 ●養生したい所にだけ貼れ、クロスを施工する際、養生材を取り外すことなく 
作業ができます。
 ●和室の白木などデリケートな箇所への使用はおすすめしません。

 ●下地合板ガードは、ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着剤を
塗布した床養生シートです。
 ●気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから 
守ります。
 ●さらに建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
 ●フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。

開口枠養生テープ（30mmピッチで簡単カット）

ツーバイ工法向け床養生シート

■  住宅廻りの養生に
 ●建築現場は泥や砂が入り込みやすい環境です。特に雨が降った後はクツに泥や
砂が付着し易くなります。
 ●「基礎まわりシート」を施工することで、住宅廻りの泥を屋内へ持って上がらない
ようにするだけでなく、清潔な現場をアピールすることにも繋がります。

JYOM125
サイズ 厚み2mm×幅125mm×長さ10m
入 数 12巻/ケース

■ 規格

JYOG300
サイズ 幅1,000mm×長さ30m
入 数 4本/ケース

■ 規格

JYOP100
サイズ 幅1,000mm×長さ100m
入 数 1本
色 ベージュ

■ 規格

養生材
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ニューストロングマット

タフマットX

タフマットⅢ

■  雨でぬかるんだ現場も安心

■ 軽トラに積め小規模な現場に最適

 ●建設現場等における安全・環境対策製品として、下地養生や地盤確保等の 
分野に活用いただける、プラスチック製敷板です。
 ●表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
 ●軽量40kgなので、手作業で積み下ろしが出来ます。

 ●住宅・工事現場他、幅広い用途の軽量型プラスチック製敷板です。
 ●表面のリブ模様により滑りにくく、耐圧強度に優れています。
 ●軽量22kgなので、一人でも効率よく作業が行えます。

両面／片面リブ付きの２種

両面／片面リブ付きの２種

■  多目的に使用できる耐久性抜群のゴムマット
 ●敷鉄板に比べ、運搬費が安価。
 ●抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性。
 ●弾力性に富んでいるので滑りにくく、安全です。
 ●敷設面・地面へ確実にフィットします。
 ●弾力性に富んだ材質なので、下地の損傷がありません。
 ●歩行時の足への負荷を軽減します。

品 番
両 面 片 面

JT48R JT48K

サイズ 1,220mm×2,440mm×基盤厚さ13mm 
（+リブ模様7mm）

重 量 40kg
材 質 ポリエチレン
耐荷重 最大車両重量80t
穴 径 丸穴25φ
穴 数 丸穴16

備 考 会社名を入れることができます。
（200枚以上製作）

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

■ 規格 移動用取手　JT001

連結金具

コンクリート用 JT002
土　用 JT003

コンクリート用 土用

品 番
両 面 片 面

JT36R JT36K

サイズ 915mm×1,830mm×基盤厚さ13mm
（+リブ模様4mm）

重 量 22kg
材 質 ポリエチレン
耐荷重 最大車両重量80t
穴 径 丸穴22φ・長穴40×130mm
穴 数 長穴4　丸穴6

備 考 会社名を入れることができます。
（200枚以上製作）

※樹脂成型のため、仕上がり寸法には若干の許容差があります。

■ 規格 連結金具

コンクリート用 JT002
土　用 JT003

コンクリート用 土用

■ 規格
品　番 厚　さ 幅 長　さ 重　量

JS10 10mm 1m 2m 約24kg

養生材



標準色 グレー ベージュ

JJF010 JJF011

■  コンクリートを中性化から守り、 住宅基礎を美しく、長持ちさせる塗装材

 ●ファンデーションコートは住宅コンクリート基礎の弾性美装仕上げ 
塗材です。 
 ●弾性タイプですので、コンクリートに発生するヘアークラックを防ぎます。 
 ●コンクリート内部への水の浸入を防ぎますので、コンクリートの耐久性が
向上します。
 ●塗膜形成により中性化抑制の効果があります。

ファンデーションコート

■  安定した透湿性とOne day施工が可能です。
ワンウェイコート

 ●工期短縮 
開始から終了まで1日で施工できます。
 ●一材化 
仕上げは１工程の簡単施工です。
 ●ポリマーセメント系 
耐久性に優れたセメントを主材としています。

■ 規格

材料名 品　番 荷　姿 使用量 施工面積 施工器具

下地処理材 基礎補修モルタル
（段差補修・主にベタ基礎用） JJF030 15kg/袋 ̶ ̶ 金ゴテ

仕上材 ワンウェイコート

JJF040（グレー）
JJF041（ベージュ）

18.3kg/セット　箱入り
粉体：11kg/袋　混和液：7.3kg/缶

1.1kg/m2
16m2

砂骨ローラー 
（標準目）JJF050（グレー）

JJF051（ベージュ）
23.3kg/セット　箱入り
粉体：14kg/袋　混和液：9.3kg/缶 21m2

標準色 グレー

JJF040/050 JJF041/051

ベージュ

■ 規格
材料名 品　番 荷　姿 使用量 施工面積 施工器具 乾燥時間

下地処理材 基礎補修モルタル
（段差補修・主にベタ基礎用） JJF030 15kg/袋 ̶ ̶ 金ゴテ 1～2h

仕上材

Fコート・ベース
（下塗り材） JJF020 20kg/セット

粉体：12kg/袋　液部：8kg/缶 1kg/m2 20m2/セット 砂骨ローラー
（標準目） 1～2h

Fコート・トップ
（上塗り材）

JJF010（グレー）
JJF011（ベージュ） 8kg/缶 0.4kg/m2 

（無希釈） 20m2/缶 中毛ローラー 3h

無希釈の混和液に粉体を入れながら 
ハンドミキサーで2分間練り混ぜします。

砂骨ローラー（標準目）で横方向に 
ネタ配りを行います。

縦方向で仕上げを行います。 施工後24時間程度（気温20℃程度）
は雨等がかからない様にマスカー等で
養生して下さい。

ワンウェイコートの施工完成

1 2 3 4 5

J u - J i t s u
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■ 「キヌカ」は日本の田んぼから生まれた、   瑞穂の国の自然塗料です。

 ●無垢材･無塗装材専用自然塗料（床・家具の木部メンテナンス用）
 ●無臭
 ●F☆☆☆☆相当
 ●石油系溶剤不使用

キヌカ

キヌカの主原料は米糠です
私たちの主食であるお米を、精米すると米糠が出ます。昔の人は床や家具をこの米糠で磨いていた 
のをご存知ですか。米糠を煎り布に包んだ糠袋で、家中をピカピカにしていたのです。それが便利さを
優先する時代とともに化学物質に代わり、現代病とも言えるシックハウスの問題が、大きくなってきた
のです。
日本人の生活の知恵である糠袋を現代に蘇らせ、先人の知恵に、私たちの知恵をプラスしたのがお米
から生まれた自然塗料「キヌカ」です。
キヌカという名前には、２つの意味があります。それは絹（キヌ）の様な柔らかい風合いに、木の表情が
変化（カ）するという意味。もう一つは、木（キ）と糠（ヌカ）の融合による自然循環を表現しています。

■ １液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム（PU 1/250 B2）
 ●温室効果が大きいと懸念されている代替フロンHFCは未使用。
 ●下記の化学物質は含有されていません。  
（エチルベンゼン、スチレン、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、PCB）
 ●ドイツ工業規格DINにおける燃焼性クラスB2（自己消火性）に適合。

ハイパーフォーム ミニ

FJ510525
内容量 250ml
入　数 20本/箱
発泡量 12±2 L
フォーム色 グレー

●使い切りタイプ／縦置き保管／ノンフロン

■ 規格

■ 規格
品　番 塗り面積 商品サイズ 荷姿内容 荷姿サイズ

K16 12.8m2/1本（1m2/12.5ml） 高さ152mm×幅43mm×奥行43mm 160ml×12本×8個
1ダンボールに96本入 高さ366mm×幅393ｍｍ×奥行310ｍｍ

K100  80m2/1本（1m2/12.5ml） 高さ177mm×幅117mm×奥行75mm 1L×12本
1ダンボールに12本入 高さ200mm×幅380ｍｍ×奥行340ｍｍ

K400  320m2/1本（1m2/12.5ml） 高さ265mm×幅193mm×奥行108mm 4L×3本
1ダンボールに3本入 高さ300mm×幅360ｍｍ×奥行210ｍｍ

窓枠、ドア廻りに充填。 屋外や屋内の隙間、目地へ 
充填することで気密性及び 
断熱・防音に効果があります。

ガス管、パイプ、ダクトなど 
壁貫通穴の隙間に充填すれば 
万全。

屋根下や基礎部の隙間の密閉。

■ 用途

J u - J i t s u
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※写真は断熱床下収納庫深型です。

■フロア面段差は、
　 アルミ部 
1.9mm

　 樹脂コーナー部 
2.7mm

J u - J i t s u

15

断熱床下収納庫
■ 次世代省エネルギー基準Ⅰ～Ⅵ地域に対応

■アルミ枠色はブロンズとシルバーの２色対応

ブロンズ色 シルバー色

 ●収納庫本体が抗菌仕様（抗菌製品技術協議会　SIAA認証取得）
 ●床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強桟2本）
 ●コーナー部の安全性を向上させたシャープなデザインとバリア 
フリー設計の樹脂コーナー仕様（フロア面段差、アルミ部1.9mm、
樹脂コーナー部2.7mm)

■ 規格
品　名 床開口寸法(mm) 外形寸法(mm) 容　量 付属品 アルミ枠材 品　番 対応板厚 入　数

1
深型

606×606 616×616×H463 約80L

仕切板×1枚
補強桟×2本・中蓋断熱材×1個
セパレート式補助根太断熱材×1セット
補助根太断熱材固定用L金具×1セット

ブロンズ 6DBJ

15mm 1台

シルバー 6DSJ

2
浅型

606×606 616×616×H306 約44L
補強桟×2本・中蓋断熱材×1個
セパレート式補助根太断熱材×1セット
補助根太断熱材固定用L金具×1セット

ブロンズ 6DADBJ

シルバー 6DADSJ

 ●次世代省エネルギー基準（平成25年改正）Ⅰ地域の熱貫流率 
0.34W/(m2･k)  をクリアしています。

等級４省エネ
対策 A-4 気密性

等級

3

床下収納庫
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一般床下収納庫
■ 床下のスペースを有効活用できます。

 ●お得な４台入りも品揃え
 ●900型（2尺×3尺）、1200型（2尺×4尺）、スライドタイプも 
ご用意しております。

 ●床鳴りとたわみを軽減させた設計（補強桟２本）
 ●コーナー部の安全性、シャープなデザインの樹脂コーナー仕様
 ●大容量の収納庫本体  
容量：約110リットル（一般タイプ深型の場合）  
 約  70リットル（一般タイプ浅型の場合）

■ 規格
一般床下収納庫　600型〈深型/浅型〉
品　名 床開口寸法(mm) 外形寸法(mm) 容　量 付属品 アルミ枠材 品　番 対応板厚 入　数

3
深型

606×606 616×616×H463 約110L 補強桟×2本
仕切板×1枚

ブロンズ 6004BJ

15mm

4台重ね
シルバー 6004SJ
ブロンズ 61BJ

1台簡易包装
シルバー 61SJ

4
浅型

606×606 616×616×H306 約70L 補強桟×2本
ブロンズ 6AD1BJ

1台
シルバー 6AD1SJ

一般床下収納庫　2階用600型〈浅型〉
品　名 床開口寸法(mm) 外形寸法(mm) 容　量 付属品 アルミ枠材 品　番 対応板厚 入　数

5
浅型

606×606 616×616×H325 約70L 補強桟×2本
吊金具×1個

ブロンズ 2F6A1BJ
15mm 1台

シルバー 2F6A1SJ

3

床下収納庫



■ 規格
品　番 規格寸法（mm） 付属部品（個）

ホワイト シルバー W1 W2 W3 開口寸法 内枠ボード材切断寸法 スピードホルダー ハンガー

JCFZW345 JCFZ345 450.2 432 464 454 410 4 4

※木製下地にも取付けできます。（取付ねじは付属していません。）

■ 部材仕様
部　材 材　質 仕　上
内枠・外枠 A6063S-T5 陽極酸化塗装複合皮膜（ホワイト）※

コインロック 亜鉛合金ダイカスト 電気亜鉛めっき
スピードホルダー SPCC 電気亜鉛めっき
スピードハンガー SPCC 電気亜鉛めっき

※シルバーは陽極酸化皮膜

◀ＪCFZW3型

ＪCFZ3型▶

4

天井仕上材の厚みによらず、ばね
材を回転させるだけで内枠ボード
材をあっという間に固定できます。

ハンガーを外枠にセットします。 ハンガーボルトを取付野縁に
当たるところまでスライドさせ
ます。 

ハンガーボルトを数回回し締
めます。

完了。

21
■スピードハンガー ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能です。 ■スピードホルダー（ボード押え）

スピード部品のご紹介

 ●目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
 ●外枠4面に内枠取付可能
 ●スピードハンガーの採用で取付位置自由
 ●スピードホルダーで施工時間を短縮

内枠外枠 コインロック

スピードホルダー

スピードハンガー

内枠ボード材（別途）
最小3mm～最大28mm

W2

W1

W3

最小：12mm
最大：55mm

木ねじ（別途）
■ 木製下地納まり図

17
.5

外枠

内枠

■ 詳細図

15.5 14.5
0.5

6.9
5

30
.1

天井点検口  スタンダードタイプ JCFZW3型 ホワイト 
JCFZ3型 シルバー

■ スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

3

J u - J i t s u
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■置床・在来両用でスピード施工！

外枠受け樹脂（JSHF） スピードクリッパー（JSHF）

■在来工法 ■置床工法

品　番 規格寸法（mm） 付属部品（個）

ブロンズ ステンカラー W1 W2 W3 W4 蓋仕上材
切断寸法 補強 外枠受け

樹脂
タッピンねじ
（Φ4×35）

スピード
クリッパー

タッピンねじ
（Φ3×16）

タッピンねじ
（Φ4×12）

回転
取手

JSHF345 JSHN345 405 470 439 450 427 1 8 8 4 8 8 1

JSHF360 JSHN360 555 620 589 600 577 1 8 8 8 8 8 1

※取手用穴あけ寸法は、18×83mm（角穴もしくは長穴）です。　※15mmの蓋材に使用できます。　※12mmの合板にクッションフロア（t1.8～3）を貼り合わせることもできます。
※スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が25～45mmの間で適用します。

■ 規格

部　材 材　質 仕　上

内枠・外枠 Ａ6063S-T5 二次電解着色 
塗装複合皮膜

気密材A 樹脂系気密材
気密材B CR系気密材

外枠受け樹脂 ポリアセタール
スピードクリッパー ＳＰＣＣ 電気亜鉛めっき

回転取手 亜鉛合金 
ダイカスト

回転取手取付け
キャップ ポリプロピレン

蓋補強材 ＳＰＣＣ 粉体塗装（ホワイト）
取付ねじ ステンレス

■部材仕様

◀JSHN3型

JSHF3型▶

 ●木質蓋材用、置床工法・在来工法両用タイプ
 ●気密性能（JIS A 4706）A-4等級相当（外枠と取手に気密材を使用）
 ●置床工法：ねじ不要のスピードクリッパーの採用により、施工時間が
大幅に短縮され、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みも解消
 ●在来工法：外枠受け樹脂による施工で受桟が不要
 ●内枠をばらすことなく蓋材が取付けできる為施工が簡単（L字型形状）
 ●蓋補強材が外枠にのる構造で強度が向上
 ●蓋材が直接外枠にのる構造で音鳴りを軽減
 ●幅広い額縁の採用により施工性が向上
 ●気密断熱タイプ有

W2

W4（床面切抜寸法）
W1

W3

回転取手取付けキャップ

回転取手

W3

W2

W4（床面切抜寸法）

■ 外枠受け樹脂使用時（在来工法）

W1

蓋材（別途）
内枠

蓋補強材

外枠受け樹脂

さらタッピンねじ φ３×１６
床材（別途）

15 15

根太（別途）

なべタッピンねじ φ４×３５

0.5

13
.8

～
15

23
40

2 蓋材（別途）

蓋補強材
気密材Ｂ

床材（別途）

パーティクルボード
（別途）

スピードクリッパー

13
.8

～
15

23
最

大
45

～
最

小
25

ＣＦ（別途）

2
■スピードクリッパー使用時（置床工法）

53

外枠

気密材Ａ

気密材Ａ

気密材Ｂ

ホーム床点検口  気密タイプ JSHN3型 ステンカラー 
JSHF3型 ブロンズ

■ 置床・在来両用でスピード施工タイプの気密ホーム床点検口

1

10

通
気

量（
㎥

/h
・㎡

）

圧力差（Pa）

JIS A 4706（サッシ）に
基づいたJIS A 1516

（建具の気密性試験方法）
での試験結果

8等級線
（A－3等級）

（A－4等級）
2等級線

JSHF3型
（※45型）

※データはメーカー試験値です。保証値ではありません。

100

10 100

JSHF型の気密性能
相当隙間面積

型　式 試験体データ
JSHF3型 0.5cm2/m2以下

※メーカー測定値

相当隙間面積とは、1㎡あたり何平方センチメートル
の空気が流れる隙間があるかを示すものです。空気
は気圧の高いところから低いところへ流れます。床点
検口を境として、室内側と床下側に圧力差が9.8パス
カル（0.098hPa）あるとき、床点検口を1時間あたり
何立方メートルの空気が通るか、つまり、擬似的に単
位面積あたりどれくらいの隙間があるかを数値（㎠/
㎡）で示したものが相当隙間面積です。値が小さいほ
ど隙間が小さい＝気密性が良いということになります。
気密性がよいと、冷暖房効率の上昇につながります。

J u - J i t s u
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点検口
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壁点検口 JWEP型
■ スピーディ蓋開閉＆グッドプライス壁点検口

 ●3タイプ（200 ／ 250 ／ 300角）をラインナップ
 ●簡単脱着の1枠タイプ
 ●アルミ枠コーナー樹脂製

コーナー部樹脂・１枠仕様

枠取付け材
（開口部取付け）

枠取付け材
（開口部取付け）

ロック

コーナー樹脂
コーナー部に樹脂部材を採用し
安全面に配慮した構造

ボード押え
ボード押えの上下の調整により、
7.5～15mmの壁材厚みに対応

直線部
高級感のあるアルミ製

POINT1
ロック部の操作のみでスピーディーに  
蓋の開け閉めが可能
（樹脂製のロック部はアルミ額縁より沈み込んでいるため、  
マイナスドライバー等でないと操作できない仕様（コインは使用不可））

POINT2
点検口枠ごと壁面から
取り外すため、ボード材
の粉が拡散しにくい

POINT3
全てのサイズで7.5mm
～15mmの壁材に対応

マイナスドライバーで
スピーディな開閉操作が可能

施工イメージ

■開閉方法
下辺２個所と上辺１個所に
取付けた「枠取付け材」に
引っ掛けて上辺をロック 
するだけの簡単開閉。 
また、点検口を少しの浮き 
出しで取り外せるため、 
省スペースでの脱着が可能。

■ 規格

品　番
規格寸法（mm）

W1 W2 W3 開口寸法

JWEP20 191.6×191.6 175×175 207.6×207.6 200×200

JWEP25 241.6×241.6 225×225 257.6×257.6 250×250

JWEP30 291.6×291.6 275×275 307.6×307.6 300×300

■ 付属部品

品　番 ボード押え 枠固定材 タッピンねじ
（φ4×8）

タッピンねじ
（φ4×12）

JWEP20 4 3 8 4

JWEP25 4 3 8 4

JWEP30 4 3 8 4

■ 部材仕様
部　材 材　質 仕　上
枠　材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜＋粉体塗装（ホワイト） 

コーナー樹脂 PA6
ロック POM
ボード押え ABS
枠取付け材 POM
取付ねじ ステンレス

●適応壁材（壁仕上材＋壁下地材）の厚みは7.5～15mmです。
●規格寸法外は製作できません。
※横開きとしては使用できません。

■ 施工方法

❶壁面を開口し、補強材（別途）を配置して開口部を補強する。

❷枠取付け材を下辺２個所、上辺１個所に壁面合わせで設置する。
 ※枠取付け材を設置する為のネジは付属品。  

❸切り抜いた壁材を切り縮め、ボード押えにて点検口に取付ける。 

点検口
ボード押え

ボード材

枠取付け材

開口部補強材

壁施工開口寸法
開口部補強材施工寸法

壁
施

工
開

口
寸

法
開

口
部

補
強

材
施

工
寸

法

点検口
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住実システムボード

 ●収納スペースを有効活用できます。
 ●優れた化粧シートを使用。美しさが長持ちします。
 ●軽量棚板で取付け・取外しなどの扱いが楽です。
 ●切断面の仕上がりは現場でカットしても綺麗です。

■  収納スペースにあわせて簡単施工・施工効率アップ 自由構成・自由カットができる多様化対応商品

強化化粧シートとしてトップクラスの耐汚染性能、耐擦傷性能、長耐久性
を実現した環境対応型シートです。

■ ハード強化シート仕様

汚れに強い キズに強い F★★★★

品番 サイズ 梱包 価格

JTL17-306W 17×300×1,810mm

1枚

6,100円

JTL17-456W 17×450×1,810mm 8,800円

JTL17-606W 17×600×1,810mm 11,900円

JTL21-306W 21×300×1,810mm 7,100円

JTL21-456W 21×450×1,810mm 9,900円

JTL21-606W 21×600×1,810mm 13,500円

JTL27-306W 27×300×1,810mm 9,100円

JTL27-456W 27×450×1,810mm 12,400円

JTL27-606W 27×600×1,810mm 16,900円

■ 規格

品　番 色 梱　包 価　格

JTSLW-182 ホワイト
3set

42,000円

JTSL-182 ステンレス 25,500円

■ 規格

ステンレス棚柱セット（クッション付棚受）

■ 棚柱にガイドチェックが入って棚受を早く・確実にセット可能

棚柱の厚みがわずか3mmですっきり
納まります。

棚柱ホワイト 棚柱ステンレス
棚受は正面からワンタッチで取り付け
でき、「カチッ」という音で固定が確認
できます。

注） 棚柱セットを住実システボード（仕切壁などに使用）に直接施工される場合は
取付けビスの長さ変更が必要です。

梱包内容： ■棚柱 12×3×1,820mm 4本×3set 
■棚受 12×22×26.5mm 20個×3set 
■ビス 30mm 48本×3set

色：ホワイト

収納部材
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受　部 品　番 商品名 施工範囲（mm） 入　数

L型

JTKL2334 住実鋼製束　L型　L2334 222～348 25本
JTKL2940 住実鋼製束　L型　L2940 282～408 25本
JTKL3547 住実鋼製束　L型　L3547 350～476 25本
JTKL3951 住実鋼製束　L型　L3951 390～516 25本
JTKL4557 住実鋼製束　L型　L4557 450～576 20本

フラット型

JTKF2334 住実鋼製束　フラット型　L2334 222～348 25本
JTKF2940 住実鋼製束　フラット型　L2940 282～408 25本
JTKF3547 住実鋼製束　フラット型　L3547 350～476 25本
JTKF3951 住実鋼製束　フラット型　L3951 390～516 25本
JTKF4557 住実鋼製束　フラット型　L4557 450～576 20本

■ 規格

住実鋼製束 JTKL…L型 
JTKF…フラット型

■ 耐久性に優れる溶融亜鉛メッキ仕様の鋼製束
 ●圧縮荷重に優れています 
１本あたり２トン以上の圧縮強度を誇ります。
 ●耐久性が抜群です 
本体、ボルト、ナット、ワッシャーに及ぶすべての部品に 
溶融亜鉛メッキを施しています。

JIS H8641
溶融亜鉛メッキ2種の基準である平均400g/m2以上となっております。

溶融亜鉛メッキの付着量

■ 仕様

材　料

①パイプ JIS G 3445 STKM13A
②プレート JIS G 3131 SPHC
③ボルト JIS G 3507 SWRCH6R～12R
④ナット JIS G 3507 SWRCH6R～12R
⑤バネ座金 JIS G 3506 SWRCH62B

表面処理 溶融亜鉛メッキ JIS H8641 HDZ40（400g/m2以上）

材料及び表面処理

■ 施工方法

大引に住実鋼製束をビス
で固定し、基礎体底面は
ベースプレート裏にボンド
を塗布して下さい。 A

B
大引を反転させビスで
住実鋼製束を固定する。
（束高さが低い時、楽に施工できます）
この時ボンドはベースプレート裏面
に塗布して下さい。
※ボンドは親指大ほどの量（約20g）
　を塗布して下さい。

鋼製束は千鳥（交互）に
なるようにつけます。

大引を引いてから
ビスで住実鋼製束を
固定する。
この時ボンドは基礎体
底面に塗布して下さい。
※ビスサイズ　φ3.8×ℓ40以上

床下部材



簡単
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土台スペーサー
■ 湿気を基礎の外に排出します。
 ●基礎と土台を絶して、湿気を基礎外へ排出します。
 ●在来工法、２×４工法の各種工法に対応できます。

品　番 幅（mm） 長さ（mm） 厚み（mm） 入　数
JAI100 100 200 20 30ヶ/ケース
JAI120 120 200 20 30ヶ/ケース

■ 規格

■ 簡単施工で小動物の侵入を防ぎます。
防鼠材

 ●小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性能を確保致します。
 ●使用箇所に応じて、カッターで容易に切断・折り曲げが可能。  
工期の短縮ができます。

品　番 幅（mm） 長さ（mm） 厚み（mm） 入　数
JSSMV 49 2,000 15 40ヶ/ケース

■ 規格

 ●玄関周り/ユニットバスなど、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工です。
 ●床下から室内に空気やカビの侵入を防ぎます。

品　番 幅（mm） 長さ（mm） 厚み（mm） 入　数
JAIM102 102 910 20 10本/ケース
JAIM120 120 910 20 10本/ケース

■ 規格

気密土台スペーサーロング
■ UB・玄関など気密が必要な箇所へ敷きこむだけの簡単施工です。

 ● 表面のくりぬき穴 
から墨出線が確認
できるため、施工
精度が上がります。

 ● 左右非対称とすることで
アンカーボルトが当たる
際の取り回しが可能。  
施工性能をアップさせま
した。

土台スペーサーロング
■ 墨出の確認が可能で施工性がUPしました。
 ●表面のエンボス加工により滑りにくくなっています。  
突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
 ●敷きこみ、カットが容易なため作業効率がアップします。

品　番 幅（mm） 長さ（mm） 厚み（mm） 入　数
JAIL102 102 910 20 20本/ケース
JAIL120 120 910 20 20本/ケース

■ 規格

床下部材
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乾式二重床用 支持脚 
■ 業界唯一の耐震性二重床。万協スラブロックシステム
■  住実シリーズの乾式二重床システムは、 
安全で快適な生活空間を構成します。

●集合住宅 ●戸建住宅 ●事務所 
●店舗 ●展示会 ●多目的フロアー
●病院・医療・介護施設 ●教室 
●文教施設 ●リフォーム

ＪＴYPE型支持脚（遮音用）

品　番 適応床高（mm） 標準入数（本/箱）
JTYPE-60 55‒65 100
JTYPE-70 61‒76 100
JTYPE-80 70‒97 100
JTYPE-90 79‒112 100
JTYPE-110 94‒132 100
JTYPE-130 109‒162 100
JTYPE-160 119‒192 100
JTYPE-170 139‒212 80
JTYPE-200 159‒232 80
JTYPE-220 189‒262 80
JTYPE-260 221‒297 60
JTYPE-320 281‒357 60
JTYPE-370 327‒414 50
JTYPE-430 387‒474 50
JTYPE-490 447‒534 40
JTYPE-550 507‒594 35

ＪＴWP型支持脚（補強用）

品　番 適応床高（mm） 標準入数（本/箱）

JTWP-50 40‒50 100

JTWP-55 44‒60 100

JTWP-60 49‒70 100

JTWP-70 56‒85 100

JTWP-90 78‒115 100

JTWP-120 93‒142 100

JTWP-160 122‒192 100

JTWP-180 142‒212 80

JTWP-210 172‒242 80

JTWP-240 202‒282 70

JTWP-300 262‒342 70

JTWP-350 310‒397 60

JTWP-410 370‒457 50

JTWP-470 430‒517 50

JTWP-530 490‒577 40

■ スラブロックシステムを採用することで、 
施工性・遮音性・耐震性・安全性・剛性 
ともに向上させ、メンテナンスフリーな 
乾式二重床を目指しています。

※JTYPE-370およびJTWP-350以降の品番から、ボルト径が変わります。
※標準入数の半数未満は、接着剤別売となります。※JTYPE-550およびJTWP-530以降の記載されていない品番と適応床高については、お問合せ下さい。

梱包内容：■支持脚　■施工・取扱説明書　■接着剤（BA-400）

専用接着剤により、支持脚（台座＋ボルト
＋防振ゴム）とスラブを固定するシステム
です。

■ スラブロックシステムとは？

適応床高について
適応床高は、コンクリートスラブから
パーティクルボード（厚さ20mm） 
天端までの高さです。

パーティクルボード（厚さ20mm）

JTYPE型
支持脚

適応床高

専用接着剤

接着剤注入 剥離紙

パーティクルボード
（88mm×88mm）

支持パイプボルト

防振ゴム

接着剤でスラブと固定

強力粘着材

床下部材



遮音用
ＪＴＳＤタイプ
支持脚

調整高さの表記について

梱包内容について

「 調 整 高 さ 」は スラブ から 
パーティクルボード（厚さ20mm）
の上端までの高さ範囲になります。

● 支持脚
● 取扱説明書
● 接着剤（KU-255)※

※ 支持脚が基本入数の半数未満の
場合は同梱されません。

パーティクルボード 厚さ20mm

ＪＴＭタイプ
支持脚

補強用
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乾式二重床用 支持脚 
■ 健康で快適な生活環境を支える住実シリーズの乾式二重床システム

■支持脚構成

■  高い遮音性と快適さの両立に成功した二重床。 
その支持脚にヒミツがあります。

※品番によって形状が異なります。
※JTSD-6 とJTM-4は鋼製になります。

ブチルテープ

I Dワッシャー

防振ゴム
（JTSDタイプ）

金属ボルト

パネル受けブロック
（パーティクルボード）

形状床高

低

高

注１）JTSD-６ ・JTM-４ のパネル受けブロックは鋼製になりますので、この品番に限り専用ビスが同梱されております。
注２）JTSD-２８～５８・JTM-２６～５６はパネル受けブロックがセットされておりません。

用 途
●集合住宅 ●戸建住宅 ●店舗 
●老健施設 ●多目的室 ●事務所
●文教施設 ●展示会
●リフォーム ●教室

【 I D（ i m p a c t 
d i f f u s i o n ） 
ワッシャー】が
衝撃エネルギー
を分散させます

衝撃エネルギーを
局部的に受けず
防振ゴム全体で
受け止め安定的な
復元能力を発揮し
ます

分散された衝撃
エネルギーは、 
防振ゴム全体に
行き渡ります

分散された衝撃
エネルギーを防振
ゴム全体で受け
止め減衰させます

床下部材



935mm

2
,4

5
5

mm

3
×
8

ズ
イ
サ

柄方向を揃えることが必要な柄
です。部材拾い出しには充分ご
注意の上、ご発注願います。

縦・横自在に部材を組み合わせ
ることができる柄です。

柄方向性：無し柄方向性：有り

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

限定6柄 A B C

1

2

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入

JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

耐
衝撃 トイレ

サニタリー

原材料には有
害な重金属類、
発ガン性物質の
アスベストは含
まれていません。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラ
インで品質管理・情報公開され
た製品に表示されています。

国土交通大臣
認定の不燃番
号を取得した不
燃板です。

尖ったものに対する強さ
を表します。

車イスやカート等
が当たったり、足で
蹴られても割れに
くく、へこみにくい。

耐水性があるの
で、トイレや洗面
などの水廻りに
おすすめです。

汚れが落としや
すく、ぬれぞうき
ん、水性洗剤な
どでシミになるこ
とはありません。

硬くて傷がつきに
くく耐久性が高い
ので、長期間使用
できます。

● 丈夫で衝撃に強い　● 施工がカンタン　● 熱や湿気に強い　● 硬くキズに強い

■キッチンパネル 製品仕様
品番

サ イ ズ
設計価格
梱　　包
厚　　み
重　　量

3×8（935×2,455mm）±2mm

11.6kg／枚

3×6（935×1,855mm）±2mm

8.8kg／枚

JUKP1～6 ／ JUKP1A～6A

オープン価格
2枚入り ／ 1枚入り

3mm

スノーホワイト8 スノーホワイト8 スノーホワイト8

アイスホワイト7 スノーホワイト8OLO ライトオレンジ

施 工 部 材

新築壁工法 改修壁工法

専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1

梱包：20本/ケース
333㎖カートリッジ/本
［標準施工量］
M工法 ：1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法：
　不陸1mm以上5mm未満　4本/3×8サイズ  1枚分
　不陸1mm未満　1本/3×8サイズ  1枚分
標準可能塗布量：16m/本

SE-1
￥1,200 / 本

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系

■専用接着剤

専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

ZK-10N
￥6,800 / 梱包

■ 施工キット
（2枚用）

300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スぺーサー：4個
施工用ビス：4本

ZK-8
￥7,000 / 枚

■ ステンレスパネル

ZK-9A
￥11,000 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
  梱包：1枚

  梱包：1枚

  梱包：1枚

ZK-9B
￥12,000 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）

ZK-9
￥13,000 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）

■ チップソー ■ ONタイル専用仮留めテープ

専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

ZK-40N
￥9,000 / 梱包

■ 施工キット
（3枚用）

専用接着剤：2本、専用仮留めテープ：2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ：1巻（18m）
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

ZK-1□N 
（色品番：□7 □8  ）
ZK-11 
（色品番：       ）

 
OLO

■

■ 施工キット
（2枚用シリコーン入り）

 

 

■ 専用仮留め
　 テープ

■ 抗菌・防カビ
　 シリコーン
アイカジョリシール シリコーン樹脂系

ZK-5A 
￥25,200／梱包［400本］

3×8サイズ10枚用

ZK-5B 
￥14,800／梱包［200本］

3×8サイズ5枚用

ステンレスパネル

145.5 （mm）

アイカセラール
スペーサー

梱包：10本/ケース×2、 
　　　320㎖カートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

JK-57T□ 
（色品番：□7 □8 O）
JK-57T 
（色品番：　　O）

 
OLO

■

カビに対し増殖
抑制効果を示します。

¥2,600/本 ¥3,100/本

¥3,100/本¥2,600/本

本/001,1¥¥1,700/本 ¥1,900/本

本/000,3¥本/007,1¥¥2,100/本

¥4,200/本

¥4,200/本 ¥4,700/本

¥4,700/本

－

－

－

－

ZK-102 □A

ZKA 102 ■

ZK-120 □A

ZKA 120 ■

ZK-102□B

ZKB 102■

ZK-120□B

ZKB 120■

ZK-102□E

ZKE 102■

ZK-120□E

ZKE 120■

ZK-102 □C

ZKC 102 ■

ZK-120 □C

ZKC 120 ■

ZK-1021M

－

－

－

ZK-1201M

－

ZK-1021P

－

－

－

ZK-1201P

－

■アルミジョイナー
平目地用 平目地用見切り・入隅用 入隅用 出隅用 見切り・入隅用

色品番 品番

色品番 品番

L=3,075mm

シルバー1
（平目地用）

シルバー1

シルバー1

カラー仕上げ

カラー仕上げ

7 8

カラー仕上げ7 8

OLO

カラー仕上げOLO

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.51

112

10

1

45° 

3.
5

18.5

4 6 4

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4

19

3.
5

¥1,600/本

¥1,600/本

¥2,100/本

¥2,100/本

¥1,600/本

¥1,600/本

2
本
梱
包

20
本
梱
包

ZK-202□A

ZKA 202■

ZK-202 □B

ZKB 202 ■

ZK-202□C

ZKC 202 ■ ZKK 202 ■

ZK-202 □K

¥1,000/本

¥700/本

¥700/本

¥1,000/本 ¥700/本

¥700/本

ZK-220□A

ZKA 220■

ZK-220 □B

ZKB 220 ■

ZK-220□C

ZKC 220 ■ ZKK 220 ■

ZK-220 □K

■ABSジョイナー ■ジョイナーカラーバリエーション
平目地用 見切り・入隅用 出隅用 水平見切り用

色品番：

色品番：

L=3,075mm

7 8

色品番： 7 8

OLO

色品番： OLO

アイスホワイト7
（水平見切り用）

スノーホワイト8
（見切り・入隅用）

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4.2

3.5

5.5

13

抗菌・防カビシリコーン JK -57T □

アイスホワイトカラー色品番

対応部材

（写真は平目地用です）
シルバーのみアルマイト
仕上げ。
他のカラーは
焼付塗装仕上げ。

アルミジョイナー

（写真は見切り・入隅用
 です）

ABSジョイナー

抗菌・防カビ
シリコーン

スノーホワイト ライトオレンジ

K-6111KN K-6000KN K-6011KN

1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量：1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量：1巻／
3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

ZK-31
￥38,000 / 40巻
ZK-32
￥5,800 / 5巻

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

アクリル系

2

包
梱
本

20

包
梱
本

¥1,700/本

¥1,100/本

アイカメラミン化粧板
近似色（参考）

￥8,500/ 梱包
￥1,350/ 本

「浴室の施工」及び
「不陸が3mm以上の
ONタイル施工」時に
ご使用ください。

935mm

2
,4

5
5

mm

3
×
8

ズ
イ
サ

柄方向を揃えることが必要な柄
です。部材拾い出しには充分ご
注意の上、ご発注願います。

縦・横自在に部材を組み合わせ
ることができる柄です。

柄方向性：無し柄方向性：有り

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

限定6柄 A B C

1

2

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入

JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

耐
衝撃 トイレ

サニタリー

原材料には有
害な重金属類、
発ガン性物質の
アスベストは含
まれていません。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラ
インで品質管理・情報公開され
た製品に表示されています。

国土交通大臣
認定の不燃番
号を取得した不
燃板です。

尖ったものに対する強さ
を表します。

車イスやカート等
が当たったり、足で
蹴られても割れに
くく、へこみにくい。

耐水性があるの
で、トイレや洗面
などの水廻りに
おすすめです。

汚れが落としや
すく、ぬれぞうき
ん、水性洗剤な
どでシミになるこ
とはありません。

硬くて傷がつきに
くく耐久性が高い
ので、長期間使用
できます。

● 丈夫で衝撃に強い　● 施工がカンタン　● 熱や湿気に強い　● 硬くキズに強い

■キッチンパネル 製品仕様
品番

サ イ ズ
設計価格
梱　　包
厚　　み
重　　量

3×8（935×2,455mm）±2mm

11.6kg／枚

3×6（935×1,855mm）±2mm

8.8kg／枚

JUKP1～6 ／ JUKP1A～6A

オープン価格
2枚入り ／ 1枚入り

3mm

スノーホワイト8 スノーホワイト8 スノーホワイト8

アイスホワイト7 スノーホワイト8OLO ライトオレンジ

施 工 部 材

新築壁工法 改修壁工法

専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1

梱包：20本/ケース
333㎖カートリッジ/本
［標準施工量］
M工法 ：1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法：
　不陸1mm以上5mm未満　4本/3×8サイズ  1枚分
　不陸1mm未満　1本/3×8サイズ  1枚分
標準可能塗布量：16m/本

SE-1
￥1,200 / 本

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系

■専用接着剤

専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

ZK-10N
￥6,800 / 梱包

■ 施工キット
（2枚用）

300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スぺーサー：4個
施工用ビス：4本

ZK-8
￥7,000 / 枚

■ ステンレスパネル

ZK-9A
￥11,000 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
  梱包：1枚

  梱包：1枚

  梱包：1枚

ZK-9B
￥12,000 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）

ZK-9
￥13,000 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）

■ チップソー ■ ONタイル専用仮留めテープ

専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

ZK-40N
￥9,000 / 梱包

■ 施工キット
（3枚用）

専用接着剤：2本、専用仮留めテープ：2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ：1巻（18m）
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

ZK-1□N 
（色品番：□7 □8  ）
ZK-11 
（色品番：       ）

 
OLO

■

■ 施工キット
（2枚用シリコーン入り）

 

 

■ 専用仮留め
　 テープ

■ 抗菌・防カビ
　 シリコーン
アイカジョリシール シリコーン樹脂系

ZK-5A 
￥25,200／梱包［400本］

3×8サイズ10枚用

ZK-5B 
￥14,800／梱包［200本］

3×8サイズ5枚用

ステンレスパネル

145.5 （mm）

アイカセラール
スペーサー

梱包：10本/ケース×2、 
　　　320㎖カートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

JK-57T□ 
（色品番：□7 □8 O）
JK-57T 
（色品番：　　O）

 
OLO

■

カビに対し増殖
抑制効果を示します。

¥2,600/本 ¥3,100/本

¥3,100/本¥2,600/本

本/001,1¥¥1,700/本 ¥1,900/本

本/000,3¥本/007,1¥¥2,100/本

¥4,200/本

¥4,200/本 ¥4,700/本

¥4,700/本

－

－

－

－

ZK-102 □A

ZKA 102 ■

ZK-120 □A

ZKA 120 ■

ZK-102□B

ZKB 102■

ZK-120□B

ZKB 120■

ZK-102□E

ZKE 102■

ZK-120□E

ZKE 120■

ZK-102 □C

ZKC 102 ■

ZK-120 □C

ZKC 120 ■

ZK-1021M

－

－

－

ZK-1201M

－

ZK-1021P

－

－

－

ZK-1201P

－

■アルミジョイナー
平目地用 平目地用見切り・入隅用 入隅用 出隅用 見切り・入隅用

色品番 品番

色品番 品番

L=3,075mm

シルバー1
（平目地用）

シルバー1

シルバー1

カラー仕上げ

カラー仕上げ

7 8

カラー仕上げ7 8

OLO

カラー仕上げOLO

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.51

112

10

1

45° 

3.
5

18.5

4 6 4

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4

19

3.
5

¥1,600/本

¥1,600/本

¥2,100/本

¥2,100/本

¥1,600/本

¥1,600/本

2
本
梱
包

20
本
梱
包

ZK-202□A

ZKA 202■

ZK-202 □B

ZKB 202 ■

ZK-202□C

ZKC 202 ■ ZKK 202 ■

ZK-202 □K

¥1,000/本

¥700/本

¥700/本

¥1,000/本 ¥700/本

¥700/本

ZK-220□A

ZKA 220■

ZK-220 □B

ZKB 220 ■

ZK-220□C

ZKC 220 ■ ZKK 220 ■

ZK-220 □K

■ABSジョイナー ■ジョイナーカラーバリエーション
平目地用 見切り・入隅用 出隅用 水平見切り用

色品番：

色品番：

L=3,075mm

7 8

色品番： 7 8

OLO

色品番： OLO

アイスホワイト7
（水平見切り用）

スノーホワイト8
（見切り・入隅用）

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4.2

3.5

5.5
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抗菌・防カビシリコーン JK -57T □

アイスホワイトカラー色品番

対応部材

（写真は平目地用です）
シルバーのみアルマイト
仕上げ。
他のカラーは
焼付塗装仕上げ。

アルミジョイナー

（写真は見切り・入隅用
 です）

ABSジョイナー

抗菌・防カビ
シリコーン

スノーホワイト ライトオレンジ

K-6111KN K-6000KN K-6011KN

1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量：1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量：1巻／
3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

ZK-31
￥38,000 / 40巻
ZK-32
￥5,800 / 5巻

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

アクリル系

2

包
梱
本

20

包
梱
本

¥1,700/本

¥1,100/本

アイカメラミン化粧板
近似色（参考）

￥8,500/ 梱包
￥1,350/ 本

「浴室の施工」及び
「不陸が3mm以上の
ONタイル施工」時に
ご使用ください。

J u - J i t s u

25

住実キッチンパネル
 ●意匠性が豊かでキズや水に強いため、キッチン以外にもサニタリー・
トイレなど水廻りのリフォームにも最適です。
 ●抗菌処理なので、衛生的で安心です。
 ●タイルを剥がすことなく施工が可能なリフォーム工法で、工期を 
大幅に短縮できます。
 ●木工用超硬刃で、簡単にキレイにカットできます。
 ●硬度・強度に優れたキッチンパネルなら、運搬中の思わぬトラブル
も減少します。

キッチンパネル　メラミン不燃化粧板（国土交通大臣認定 NM-2183）



935mm

2
,4

5
5

mm

3
×
8

ズ
イ
サ

柄方向を揃えることが必要な柄
です。部材拾い出しには充分ご
注意の上、ご発注願います。

縦・横自在に部材を組み合わせ
ることができる柄です。

柄方向性：無し柄方向性：有り

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

限定6柄 A B C

1

2

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入

JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

耐
衝撃 トイレ

サニタリー

原材料には有
害な重金属類、
発ガン性物質の
アスベストは含
まれていません。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラ
インで品質管理・情報公開され
た製品に表示されています。

国土交通大臣
認定の不燃番
号を取得した不
燃板です。

尖ったものに対する強さ
を表します。

車イスやカート等
が当たったり、足で
蹴られても割れに
くく、へこみにくい。

耐水性があるの
で、トイレや洗面
などの水廻りに
おすすめです。

汚れが落としや
すく、ぬれぞうき
ん、水性洗剤な
どでシミになるこ
とはありません。

硬くて傷がつきに
くく耐久性が高い
ので、長期間使用
できます。

● 丈夫で衝撃に強い　● 施工がカンタン　● 熱や湿気に強い　● 硬くキズに強い

■キッチンパネル 製品仕様
品番

サ イ ズ
設計価格
梱　　包
厚　　み
重　　量

3×8（935×2,455mm）±2mm

11.6kg／枚

3×6（935×1,855mm）±2mm

8.8kg／枚

JUKP1～6 ／ JUKP1A～6A

オープン価格
2枚入り ／ 1枚入り

3mm

スノーホワイト8 スノーホワイト8 スノーホワイト8

アイスホワイト7 スノーホワイト8OLO ライトオレンジ

施 工 部 材

新築壁工法 改修壁工法

専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1

梱包：20本/ケース
333㎖カートリッジ/本
［標準施工量］
M工法 ：1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法：
　不陸1mm以上5mm未満　4本/3×8サイズ  1枚分
　不陸1mm未満　1本/3×8サイズ  1枚分
標準可能塗布量：16m/本

SE-1
￥1,200 / 本

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系

■専用接着剤

専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

ZK-10N
￥6,800 / 梱包

■ 施工キット
（2枚用）

300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スぺーサー：4個
施工用ビス：4本

ZK-8
￥7,000 / 枚

■ ステンレスパネル

ZK-9A
￥11,000 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
  梱包：1枚

  梱包：1枚

  梱包：1枚

ZK-9B
￥12,000 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）

ZK-9
￥13,000 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）

■ チップソー ■ ONタイル専用仮留めテープ

専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

ZK-40N
￥9,000 / 梱包

■ 施工キット
（3枚用）

専用接着剤：2本、専用仮留めテープ：2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ：1巻（18m）
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

ZK-1□N 
（色品番：□7 □8  ）
ZK-11 
（色品番：       ）

 
OLO

■

■ 施工キット
（2枚用シリコーン入り）

 

 

■ 専用仮留め
　 テープ

■ 抗菌・防カビ
　 シリコーン
アイカジョリシール シリコーン樹脂系

ZK-5A 
￥25,200／梱包［400本］

3×8サイズ10枚用

ZK-5B 
￥14,800／梱包［200本］

3×8サイズ5枚用

ステンレスパネル

145.5 （mm）

アイカセラール
スペーサー

梱包：10本/ケース×2、 
　　　320㎖カートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

JK-57T□ 
（色品番：□7 □8 O）
JK-57T 
（色品番：　　O）

 
OLO

■

カビに対し増殖
抑制効果を示します。

¥2,600/本 ¥3,100/本

¥3,100/本¥2,600/本

本/001,1¥¥1,700/本 ¥1,900/本

本/000,3¥本/007,1¥¥2,100/本

¥4,200/本

¥4,200/本 ¥4,700/本

¥4,700/本

－

－

－

－

ZK-102 □A

ZKA 102 ■

ZK-120 □A

ZKA 120 ■

ZK-102□B

ZKB 102■

ZK-120□B

ZKB 120■

ZK-102□E

ZKE 102■

ZK-120□E

ZKE 120■

ZK-102 □C

ZKC 102 ■

ZK-120 □C

ZKC 120 ■

ZK-1021M

－

－

－

ZK-1201M

－

ZK-1021P

－

－

－

ZK-1201P

－

■アルミジョイナー
平目地用 平目地用見切り・入隅用 入隅用 出隅用 見切り・入隅用

色品番 品番

色品番 品番

L=3,075mm

シルバー1
（平目地用）

シルバー1

シルバー1

カラー仕上げ

カラー仕上げ

7 8

カラー仕上げ7 8

OLO

カラー仕上げOLO

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.51

112

10

1

45° 

3.
5

18.5

4 6 4

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4

19

3.
5

¥1,600/本

¥1,600/本

¥2,100/本

¥2,100/本

¥1,600/本

¥1,600/本

2
本
梱
包

20
本
梱
包

ZK-202□A

ZKA 202■

ZK-202 □B

ZKB 202 ■

ZK-202□C

ZKC 202 ■ ZKK 202 ■

ZK-202 □K

¥1,000/本

¥700/本

¥700/本

¥1,000/本 ¥700/本

¥700/本

ZK-220□A

ZKA 220■

ZK-220 □B

ZKB 220 ■

ZK-220□C

ZKC 220 ■ ZKK 220 ■

ZK-220 □K

■ABSジョイナー ■ジョイナーカラーバリエーション
平目地用 見切り・入隅用 出隅用 水平見切り用

色品番：

色品番：

L=3,075mm

7 8

色品番： 7 8

OLO

色品番： OLO

アイスホワイト7
（水平見切り用）

スノーホワイト8
（見切り・入隅用）

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4.2

3.5

5.5
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抗菌・防カビシリコーン JK -57T □

アイスホワイトカラー色品番

対応部材

（写真は平目地用です）
シルバーのみアルマイト
仕上げ。
他のカラーは
焼付塗装仕上げ。

アルミジョイナー

（写真は見切り・入隅用
 です）

ABSジョイナー

抗菌・防カビ
シリコーン

スノーホワイト ライトオレンジ

K-6111KN K-6000KN K-6011KN

1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量：1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量：1巻／
3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

ZK-31
￥38,000 / 40巻
ZK-32
￥5,800 / 5巻

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

アクリル系

2

包
梱
本

20

包
梱
本

¥1,700/本

¥1,100/本

アイカメラミン化粧板
近似色（参考）

￥8,500/ 梱包
￥1,350/ 本

「浴室の施工」及び
「不陸が3mm以上の
ONタイル施工」時に
ご使用ください。

935mm

2
,4

5
5

mm

3
×
8

ズ
イ
サ

柄方向を揃えることが必要な柄
です。部材拾い出しには充分ご
注意の上、ご発注願います。

縦・横自在に部材を組み合わせ
ることができる柄です。

柄方向性：無し柄方向性：有り

カットサンプルは縦方向で貼ってあります。

限定6柄 A B C

1

2

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP5（FXK6605ZMN）／2枚入
JUKP5A（FXKA6605ZMN）／1枚入

JUKP4（FXK6604ZMN）／2枚入
JUKP4A（FXKA6604ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP1（FXK6601ZMN）／2枚入
JUKP1A（FXKA6601ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP3（FXK6603ZMN）／2枚入
JUKP3A（FXKA6603ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：有り

JUKP6（FXK6606ZMN）／2枚入
JUKP6A（FXKA6606ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

JUKP2（FXK6602ZMN）／2枚入
JUKP2A（FXKA6602ZMN）／1枚入

推奨目地色：柄方向性：無し

耐
衝撃 トイレ

サニタリー

原材料には有
害な重金属類、
発ガン性物質の
アスベストは含
まれていません。

ＳＩＡＡマークは、ISO22196法に
より評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラ
インで品質管理・情報公開され
た製品に表示されています。

国土交通大臣
認定の不燃番
号を取得した不
燃板です。

尖ったものに対する強さ
を表します。

車イスやカート等
が当たったり、足で
蹴られても割れに
くく、へこみにくい。

耐水性があるの
で、トイレや洗面
などの水廻りに
おすすめです。

汚れが落としや
すく、ぬれぞうき
ん、水性洗剤な
どでシミになるこ
とはありません。

硬くて傷がつきに
くく耐久性が高い
ので、長期間使用
できます。

● 丈夫で衝撃に強い　● 施工がカンタン　● 熱や湿気に強い　● 硬くキズに強い

■キッチンパネル 製品仕様
品番

サ イ ズ
設計価格
梱　　包
厚　　み
重　　量

3×8（935×2,455mm）±2mm

11.6kg／枚

3×6（935×1,855mm）±2mm

8.8kg／枚

JUKP1～6 ／ JUKP1A～6A

オープン価格
2枚入り ／ 1枚入り

3mm

スノーホワイト8 スノーホワイト8 スノーホワイト8

アイスホワイト7 スノーホワイト8OLO ライトオレンジ

施 工 部 材

新築壁工法 改修壁工法

専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1 専用接着剤SE-1

梱包：20本/ケース
333㎖カートリッジ/本
［標準施工量］
M工法 ：1本/3×8サイズ 1枚
ONタイル工法：
　不陸1mm以上5mm未満　4本/3×8サイズ  1枚分
　不陸1mm未満　1本/3×8サイズ  1枚分
標準可能塗布量：16m/本

SE-1
￥1,200 / 本

アイカ エコエコボンド
変成シリコーン樹脂系

■専用接着剤

専用接着剤：2本
専用仮留めテープ：2巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分

ZK-10N
￥6,800 / 梱包

■ 施工キット
（2枚用）

300mm×600mm×5.5mm 梱包：1枚
スぺーサー：4個
施工用ビス：4本

ZK-8
￥7,000 / 枚

■ ステンレスパネル

ZK-9A
￥11,000 / 枚
（φ100mm×1.1mm×60P）
  梱包：1枚

  梱包：1枚

  梱包：1枚

ZK-9B
￥12,000 / 枚
（φ125mm×1.1mm×80P）

ZK-9
￥13,000 / 枚
（φ165mm×1.6mm×72P）

■ チップソー ■ ONタイル専用仮留めテープ

専用接着剤：3本
専用仮留めテープ：3巻
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 3枚分

ZK-40N
￥9,000 / 梱包

■ 施工キット
（3枚用）

専用接着剤：2本、専用仮留めテープ：2巻
抗菌・防カビシリコーン：1本、
マスキングテープ：1巻（18m）
標準施工量：1梱包/3×8サイズ 2枚分
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

ZK-1□N 
（色品番：□7 □8  ）
ZK-11 
（色品番：       ）

 
OLO

■

■ 施工キット
（2枚用シリコーン入り）

 

 

■ 専用仮留め
　 テープ

■ 抗菌・防カビ
　 シリコーン
アイカジョリシール シリコーン樹脂系

ZK-5A 
￥25,200／梱包［400本］

3×8サイズ10枚用

ZK-5B 
￥14,800／梱包［200本］

3×8サイズ5枚用

ステンレスパネル

145.5 （mm）

アイカセラール
スペーサー

梱包：10本/ケース×2、 
　　　320㎖カートリッジ/本
標準可能塗布量：12～15m/本
●品番内□に該当する色品番を入れてご発注ください。

JK-57T□ 
（色品番：□7 □8 O）
JK-57T 
（色品番：　　O）

 
OLO

■

カビに対し増殖
抑制効果を示します。

¥2,600/本 ¥3,100/本

¥3,100/本¥2,600/本

本/001,1¥¥1,700/本 ¥1,900/本

本/000,3¥本/007,1¥¥2,100/本

¥4,200/本

¥4,200/本 ¥4,700/本

¥4,700/本

－

－

－

－

ZK-102 □A

ZKA 102 ■

ZK-120 □A

ZKA 120 ■

ZK-102□B

ZKB 102■

ZK-120□B

ZKB 120■

ZK-102□E

ZKE 102■

ZK-120□E

ZKE 120■

ZK-102 □C

ZKC 102 ■

ZK-120 □C

ZKC 120 ■

ZK-1021M

－

－

－

ZK-1201M

－

ZK-1021P

－

－

－

ZK-1201P

－

■アルミジョイナー
平目地用 平目地用見切り・入隅用 入隅用 出隅用 見切り・入隅用

色品番 品番

色品番 品番

L=3,075mm

シルバー1
（平目地用）

シルバー1

シルバー1

カラー仕上げ

カラー仕上げ

7 8

カラー仕上げ7 8

OLO

カラー仕上げOLO

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.51

112

10

1

45° 

3.
5

18.5

4 6 4

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4

19

3.
5

¥1,600/本

¥1,600/本

¥2,100/本

¥2,100/本

¥1,600/本

¥1,600/本

2
本
梱
包

20
本
梱
包

ZK-202□A

ZKA 202■

ZK-202 □B

ZKB 202 ■

ZK-202□C

ZKC 202 ■ ZKK 202 ■

ZK-202 □K

¥1,000/本

¥700/本

¥700/本

¥1,000/本 ¥700/本

¥700/本

ZK-220□A

ZKA 220■

ZK-220 □B

ZKB 220 ■

ZK-220□C

ZKC 220 ■ ZKK 220 ■

ZK-220 □K

■ABSジョイナー ■ジョイナーカラーバリエーション
平目地用 見切り・入隅用 出隅用 水平見切り用

色品番：

色品番：

L=3,075mm

7 8

色品番： 7 8

OLO

色品番： OLO

アイスホワイト7
（水平見切り用）

スノーホワイト8
（見切り・入隅用）

8

13

3.
5

8

3.
5

13

3.
5

9.
5

3.5 9.5

9

9

4.2

3.5

5.5

13

抗菌・防カビシリコーン JK -57T □

アイスホワイトカラー色品番

対応部材

（写真は平目地用です）
シルバーのみアルマイト
仕上げ。
他のカラーは
焼付塗装仕上げ。

アルミジョイナー

（写真は見切り・入隅用
 です）

ABSジョイナー

抗菌・防カビ
シリコーン

スノーホワイト ライトオレンジ

K-6111KN K-6000KN K-6011KN

1mm厚×20mm巾×10m/巻
M工法標準施工量：1巻／3×8サイズ 1枚分
ONタイル工法標準施工量：1巻／
3×8サイズ3.5枚分（ZK-5A併用）

ZK-31
￥38,000 / 40巻
ZK-32
￥5,800 / 5巻

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が400本入っています。

○3mm厚×20mm巾×200mmの短冊が200本入っています。
●標準施工量=約40本／3×8サイズ 1枚分

アクリル系

2

包
梱
本

20

包
梱
本

¥1,700/本

¥1,100/本

アイカメラミン化粧板
近似色（参考）

￥8,500/ 梱包
￥1,350/ 本

「浴室の施工」及び
「不陸が3mm以上の
ONタイル施工」時に
ご使用ください。

J u - J i t s u

26

キッチンパネル



品番 MPB36W

カラー

MPB38W MPB38B

※1セットで 3×6板2枚 もしくは 3×8板1枚 施工が可能

J u - J i t s u
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壁面建材



品番 MPB36W

カラー

MPB38W MPB38B

※1セットで 3×6板2枚 もしくは 3×8板1枚 施工が可能

J u - J i t s u
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マグシャーレ

■ マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取付けが可能。配置も楽しく自由にアレンジができます。

02

04

01

03

ふきんかけ

小物置き

ペーパーホルダー

レードルフック

品　番 MSL001（ブラウン）/MSL002（ホワイト）
サイズ W277×H82×D18mm
展開サイズ W277×H82×D79mm
耐荷重 １本につき 300g
材　質 ABS樹脂、マグネット

■ 規格

品　番 MSL003（ブラウン）/MSL004（ホワイト）
サイズ W277×H82×D18mm
展開サイズ W277×H82×D79mm
耐荷重 1.5kg
材　質 ABS樹脂、マグネット

■ 規格
品　番 MSL007（ブラウン）/MSL008（ホワイト）
サイズ W277×H82×D18mm
展開サイズ W277×H84×D55mm
耐荷重 フック1本につき 300g
材　質 ABS樹脂、マグネット

■ 規格

品　番 MSL005（ブラウン）/MSL006（ホワイト）
サイズ W277×H82×D18mm
展開サイズ W277×H82×D79mm
耐荷重 300g
材　質 ABS樹脂、マグネット

■ 規格

※取付箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。

壁面建材
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クリアネクスト

■  光沢ある美しい表面を持つ高機能床材。 お手入れが簡単で床暖房の仕上げ材にも 
ご使用いただけます。
 ●光沢のある美しい化粧で、豪華な空間を演出します。
 ●汚れがつきにくく、擦り傷がつきにくい表面仕上げとなっており、ワックス
不要で、お手入れが簡単です。
 ●地球環境に配慮した特殊MDF＋エコ合板の「Eハードベース」を活用した
環境配慮床材。
 ●軽い（22kg/梱）ため、施工上有利になります。

特殊加工化粧シート

特殊MDF

エコ合板

UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ

Eハードベース

※試験には他の床材を使用していますが表面性能は同じになります。

落下傷に強い

クリアネクスト 一般フロアー
表面の凹みが目立ちにくい 表面の凹みがよく目立つ表面のはがれなし、

キャスター跡が目立ちにくい
表面のはがれが発生し、
キャスター跡がよく目立つ

クリアネクスト 一般フロアー

キャスター傷に強い

■すり傷の比較（社内試験）

すり傷に
強い

表面には、スリッパや掃除機、おもちゃの引きずりなど
によるすり傷を付きにくくする「スクラッチガード」機能
を採用。フロアーの持つ美しさをより長く保ちます。
施工時のフロアーの傷つき防止にも効果的です。

すり傷がつきにくい すり傷がつきやすい

クリアネクスト 一般フロアー

スクラッチガード機能

■耐汚染試験

汚れに
強い

表面に特殊な塗装を施しフラット感を増すことで汚れ
の付着を抑え、長く美しさを保ちます。また傷や汚れ
が付きにくくなっているため、お手入れも簡単で、
ワックスによる艶出しや保護は必要ありません。

一般市販事務用青色インクを表面に1時間被覆し、水洗後表面状態を
チェックします。

ステンガード機能

クリアネクスト 一般フロアー
インクが染み込みにくい インクが染み込む

床暖房対応可低VOC

耐キャスター車イスOK凹み傷がつきにくい
こだわり性能

ホットカーペット対応

ワックス不要汚れに強い

抗菌

すり傷に強い

捨張工法 上履用 12㎜厚F☆☆☆☆

シート化粧 エンビシート シート化粧 オレフィンSXのみ

床材
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■ 仕様
サイズ 12mm厚さ、303×1,818mm

表　面 エンビシート（＜SX＞のみ特殊オレフィンシート）
UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ

ホルムアルデヒド
規制 F☆☆☆☆ JAS（複合フローリング）

梱包・入数 ダンボールケース6枚（3.3m2）入り

基　材 2.7mm特殊MDF＋エコ合板

縁加工
四辺本実加工、縦V溝加工、長辺面取り・短辺糸面取り
＜SX＞は四辺本実加工606mmピッチ横V溝加工、
四周糸面取り

梱包重量 約22㎏/梱

カラーバリエーション

00

SX〈ホワイトオニキス柄〉 JYD00SXW

01

BH〈ミューズホワイト〉 JYD01BHW ML〈ミルベージュ〉 JYD01MLW

YB〈ビーナスブラウン〉 JYD01YBW AP〈Aペア〉 JYD01APW

RC〈Rコア〉 JYD01RCW CM〈Cメープル〉 JYD01CMW

■キャスターの種類や荷重、頻度等の使用状況によっては、凹み傷や表面剥離が生じる場合があります。金属製キャスターや球状キャスターのご使用はお控えください。
事務所などキャスターの使用頻度の高い箇所はカーペットなどを敷いて、床を保護してください。

■ワックスは必要ありません。お客様のご都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ（YQ1703）をご使用ください。
他のワックスは塗りムラなどの原因となります。

■写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。

使用上のご注意

溶剤（シンナー類、ベンジンなど）による清掃作業は、床材表面を損傷します。ご使用はお控えください。

■断面形状

303

12

特殊MDF（厚2.7㎜）
エコ合板（厚9㎜）

化粧シート

30
3

長辺面取り

1,818

短辺糸面取り

V溝加工

四周糸面取り

V溝加工

■平面図
（ホワイトオニキス柄のみ）

30
3

1,818

606606

ホワイトオニキスは縦溝なしとなります。00 0001

床材
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■  充実の機能とバリエーションを、 お手頃プライスでご提供

お湯と水をきちんと使い分けられる
「エコシングル水栓」

W（間口） 600・750mm
D（奥行き） 490mm
H（高さ） 1800・1900mm
ボウル素材 人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）
ボウル容量・深さ 7.0・8.5L、140mm

W

D
H

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」
水がコーナーの排水口へまっしぐらに流れる設計。泡や髪の毛をスイスイすべる
ように押し流すので、使うたびにキレイに。お手入れもラクラクです。

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット奥ひろ収納 「奥ひろし」※標準装備しています。

収納キャビネット

※1 キャビネットタイプによっては数値が異なります。 ※黄色部が増量イメージになります。
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。 
※従来品【2007～2012年商品（NSシリーズ）】との比較。

排水管のカタチをシンプルに。位置も奥にすることで、

収納スペースを約30%※1
広くしました。（当社従来比）

奥ひろ収納 「奥ひろし」従来品

セット価格

￥91,000

￥37,500

￥128,500

水栓金具／エコシングルシャワー水栓　
洗面ボウル高さ／800mm　扉カラー／ホワイト（A）

①洗面化粧台
LDPB075BAGEN1A
②化粧鏡（一面鏡）LEDランプ・エコミラー
LMPB075Ｂ1GDC1G

間口 750mm
節水・節湯

タイプ 仕様（削減率）

従来 整流吐水シングル混合水栓※2

節湯C1 水優先吐水（節湯30%）※3

※2 1989〜1997年商品（TL181A）
※3 住宅・建築物の省エネ基準にて定められた節湯水栓の構造に基づく。
　　 詳細は、当社ホームページへ。
　　 http://www.toto.co.jp

試算条件（2016年12月現在）※消費税率8％で試算しています。 ●設定条件（従来水栓の場合） 年間
水使用量＝約9,454L、年間ガス使用量＝約30.5m3 ※「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等
及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量（東京、4人世帯、床面積120m2の住宅）から算出 
●使用料金：ガス料金＝148円〔税込〕／m3 ※（ー社）日本バルブ工業会より ●CO2換算係数：ガス＝2.23kg／m3

 ※（ー社）日本バルブ工業会より 

CO2

年間 約20 kg 削減
※1

ガス代

年間 約1,300円 お得
※1

水だけ使うつもりでも、気づかないうちに給湯機が作動しがち
だった従来品。エコシングル水栓なら、レバー中央部まで
水のみ吐水。しかも、湯との境に「カチッ」というクリック感を
設け、お湯のムダ使いを防げます。
※1 従来のシングル混合水栓との比較。 
※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

490

①

②

1800

750

洗面ボウル

水
湯 湯水
混合

〈別売品〉
タオルリング　YTT406 ￥4,500

タオルなどぬらしたくない物を置く
 「ドライエリア」と、一段低い位置に
コップや石けんなどぬれた物を置く
 「セミウェットエリア」の、2つのエリア
を設けました。

動画はこちら★

490
ｍm

洗面ボウル内寸・実容量
化粧台サイズ A B C D 実容量
600mm 460mm 340mm 70mm 95mm 7.0L
750mm 570mm 340mm 90mm 95mm 8.5L

A C

B

D

本体奥行

セミウェットエリアドライエリア

★ 通信料はお客様のご負担となります。携帯電話の機種によって、動画を再生できない場合があります。

Vシリーズ

洗面化粧台
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一面鏡
（鏡裏収納付き）三面鏡

二面鏡一面鏡
（鏡裏収納なし）

※扉カラー名　A：ホワイト　B：シンシアホワイト　C：ルースホワイトペア　D：ルースミディアムペア　E：ルースダルブラウン

Vシリーズ セットプラン集

間口 間口750mm 600mm
水栓金具／エコシングルシャワー水栓
扉カラー／ホワイト（A）
①洗面化粧台
②化粧鏡（一面鏡）LEDランプ・エコミラー

洗面ボウル高さ／800mm

LDPB060BAGEN1A
LMPB060B1GDC1G

￥82,500
￥35,000

魔法びん電気即湯器（REQ02ASL5）付セット価格
湯ぽっとキット（RESK06A1）付セット価格

セット価格 ￥117,500

水栓金具／エコシングルシャワー水栓
扉カラー／ホワイト（A）
①洗面化粧台
②化粧鏡（三面鏡）LEDランプ・エコミラー

洗面ボウル高さ／800mm
　
LDPB075BJGEN1A
LMPB075A3GDC1G

￥101,500
￥81,000

魔法びん電気即湯器（REQ02ASL5）付セット価格
湯ぽっとキット（RESK06A1）付セット価格

￥247,900
￥251,600

セット価格 ￥182,500

扉カラー別セット価格 は写真セット価格
扉カラー※ 扉カラー別セット価格

A ￥117,500
B・C・D・E ￥123,500

※品番末尾の青文字は色番を示します。 ※扉カラーの名称はページ下の注釈または、P.34をご参照ください。

扉カラー別セット価格 は写真セット価格
扉カラー※ 扉カラー別セット価格

A ￥182,500
B・C・D・E ￥188,500 

※品番末尾の青文字は色番を示します。 ※扉カラーの名称はページ下の注釈または、P.34をご参照ください。

化粧鏡

試算条件（2016年12月現在） ※消費税率8%で試算しています。 ◯使用料金：[電気]=27円[税込]/
kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より） ◯CO2換算係数:[電気]=0.447kg/kWh
（ （一社）日本電機工業会より）消費電力量=（[従来の蛍光灯（安定器式）]定格電力0.012kW-
[LED照明]定格電力0.0042kW）×洗面所照明使用時間1023.25h/年※1=7.981kWh/年
※1 平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住人数4人に
おける1F洗面照明設備の使用時間率 ※従来の蛍光灯【インバーター式 2011～2016年商品（Vシリーズ）
を想定】との比較。 ※試算は電球1個の場合です。

明るく照らして省エネもできる「LEDランプ」
明るく照らしても、省エネだから安心。長寿命なので経済的です。

鏡にくもり止めコートをほどこしました。電気を使わない、エコ仕様。点けたり消したりする
手間も省けます。ヒーターを使っていないので、くもりがとれるまでの待ち時間がありません。

エコミラーあり従来品（くもり止めヒーター付き）

ヒーターなしでもくもりにくい「エコミラー」

※コーティング層に蒸気が触れ続けるようなご使用はおやめください。鏡表面に水膜が
張ると歪んで見えるおそれがあります。コーティング層に汚れなどが付着した状態で放置
すると、くもり止め効果を十分に発揮できないことがあります。鏡像が歪んで見える場合や
くもり止め効果が落ちたときは、鏡表面を「ハンドタオル」「フェイスタオル」などのきれいな
柔らかい布に、５倍に薄めた無色透明の台所用中性洗剤（食器用）を必ず付けて軽く
ふいてください。※かたい布や汚れた布、マイクロファイバークロス、研磨剤入り洗剤、
メラミンスポンジ、たわしなどでの清掃は行わないでください。傷がつく原因になります。

試算条件（2016年12月現在） ※消費税率8%で試算しています。 ◯使用料金：[電気]=
27円[税込]/kWh（（公社）全国家庭電気製品公正取引協議会より） ◯CO2換算係数:
[電気]= 0.447kg/kWh（（一社）日本電機工業会より） 【エコミラー】消費電力量=
0kWh/年【従来ミラー（くもり止めヒーター付き）：1990～1998年商品（TOTOクリアⅡ）を
想定】消費電力量=定格電力0.03kW×エコミラー使用時間1023.25h/年※1=30.7kWh/
年 ※1平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅の居住
人数4人における1F洗面照明設備の使用時間率 ※試算は間口750mmの場合です。

電気代
年間 約829円 お得

CO2

年間 約14kg 削減

CO2

年間 約3.5kg 削減

電気代
年間 約215円 お得

くもり止め
コート

490

1900

750

①

②
490

1800

600

②

①

￥182,900
￥186,600

表示価格は税抜き価格です。

洗面化粧台
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間口/mm 600 750

ウォール
キャビネット

2枚扉 ２枚扉

LWPB060ANA1● LWPB075ANA1●
A  ￥26,000
B･C･D･E ￥28,000

A  ￥28,000
B･C･D･E ￥31,000

化粧鏡

一面鏡 一面鏡
（高さ1800mm対応）

二面鏡

※左扉は左吊元で開きます。

二面鏡
（高さ1800mm対応）

※左扉は左吊元で開きます。

一面鏡 一面鏡
（高さ1800mm対応）

一面鏡（鏡裏収納付き）
　

※中央鏡は左吊元で開きます。

一面鏡（鏡裏収納付き）
（高さ1800mm対応）

※中央鏡は左吊元で開きます。

三面鏡

※中央鏡は左吊元で開きます。

三面鏡
（高さ1800mm対応）

※中央鏡は左吊元で開きます。

LMPB060A1GDG1G LMPB060B1GDG1G LMPB060A2GDG1G LMPB060B2GDG1G LMPB075A1GDG1G LMPB075B1GDG1G LMPB075A4GDG1G LMPB075B4GDG1G LMPB075A3GDG1G LMPB075B3GDG1G
￥32,000 ￥30,000 ￥53,000 ￥51,000 ￥34,500 ￥32,500 ￥52,000 ￥50,000 ￥76,000 ￥74,000

LMPB060A1GDC1G LMPB060B1GDC1G LMPB060A2GDC1G LMPB060B2GDC1G LMPB075A1GDC1G LMPB075B1GDC1G LMPB075A4GDC1G LMPB075B4GDC1G LMPB075A3GDC1G LMPB075B3GDC1G
￥37,000 ￥35,000 ￥58,000 ￥56,000 ￥39,500 ￥37,500 ￥57,000 ￥55,000 ￥81,000 ￥79,000

LMPB060A1GFG1G LMPB060B1GFG1G LMPB060A2GFG1G LMPB060B2GFG1G LMPB075A1GFG1G LMPB075B1GFG1G LMPB075A4GFG1G LMPB075B4GFG1G LMPB075A3GFG1G LMPB075B3GFG1G
￥26,500 ￥24,500 ￥47,500 ￥45,500 ￥29,000 ￥27,000 ￥41,000 ￥39,000 ￥65,000 ￥63,000

LMPB060A1GFC1G LMPB060B1GFC1G LMPB060A2GFC1G LMPB060B2GFC1G LMPB075A1GFC1G LMPB075B1GFC1G LMPB075A4GFC1G LMPB075B4GFC1G LMPB075A3GFC1G LMPB075B3GFC1G
￥31,500 ￥29,500 ￥52,500 ￥50,500 ￥34,000 ￥32,000 ￥46,000 ￥44,000 ￥70,000 ￥68,000

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●全面鏡裏収納付き
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×2個）
　蛍光ランプ（12W×2個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●鏡裏収納付き
●収納トレイ６個付き（鏡裏収納含む）
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×2個）
　蛍光ランプ（12W×2個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ６個付き
●全面鏡裏収納付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

洗面化粧台

２枚扉タイプ ２枚扉タイプ 片引き出しタイプ（内引き出し付き）

一般地 寒冷地 一般地 寒冷地 一般地 寒冷地

LDPB060BAGEN1● LDPB060BAGES1● LDPB075BAGEN1● LDPB075BAGES1● LDPB075BJGEN1● LDPB075BJGES1●
A  ￥82,500
B･C･D･E ￥88,500

A  ￥84,500
B･C･D･E ￥90,500

A  ￥91,000
B･C･D･E ￥97,000

A  ￥93,000
B･C･D･E ￥99,000

A ￥101,500
B･C･D･E ￥107,500

A ￥103,500
B･C･D･E ￥109,500

●洗面ボウル／人工大理石製
　（不飽和ポリエステル系樹脂）、実容量:7L
●水栓金具／エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き
●排水トラップ／水抜き付きハード管、
　防臭栓付き、床排水用
●排水栓／ヘアキャッチャー付き　ゴム栓
●けこみカラー／白

●洗面ボウル／人工大理石製
　（不飽和ポリエステル系樹脂）実容量:8.5L
●水栓金具／エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き
●排水トラップ／水抜き付きハード管、
　防臭栓付き、床排水用
●排水栓／ヘアキャッチャー付き　ゴム栓
●けこみカラー／白

1085

600
170

985

600
170

1085

600
190

985

600
190

600

400

368

600

815
（洗面ボウル
  高さ800）

490

L
E
D
ラ
ン
プ

エコミラー
なし

エコミラー
あり

蛍
光
ラ
ン
プ

エコミラー
なし

エコミラー
あり

※ご注文の際、品番末尾●印の位置に色番（Ａ･B･C･D･E）をご指定ください。
※化粧鏡･洗面化粧台の組み合わせにより全高寸法が選べます。詳しくはP.34右上の洗面化粧台全高寸法表をご確認ください。
※ウォールキャビネットの積載重量は最大10kgになります。

配管部材

止水栓 排水管

壁給水用 床給水用 床排水用 壁排水用 排水配管用アダプター　※ 2
給湯 給水 R1 1/4 用 30㎜塩ビ管用 40㎜塩ビ管用 50㎜塩ビ管用

LTL4C11U × 2 LTL4D13U LTL4D11U ※1 LO95 T1122R T1122J LO48 LO49
¥3,800 × 2 ￥4,800 ￥5,100 ￥1,950 ￥1,950 ￥610 ￥870 ￥980

※化粧台に止水栓・壁排水管は付属していませんので、別売品をご購入ください。
※エコミラーありはくもり止めコート仕様（二面鏡は左鏡、三面鏡は中央鏡のみ）
※化粧鏡にくもり止めヒーター付きの品揃えはありません。

※１床排水管は化粧台に付属されます。
※２壁排水となる場合や、集合住宅・高層住宅の場合に建築側排水管に合うものを手配ください。建築側排水管と確実に接続するために必要です。

Ｖシリーズ 部材一覧

洗面化粧台
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間口/mm 600 750

ウォール
キャビネット

2枚扉 ２枚扉

LWPB060ANA1● LWPB075ANA1●
A  ￥26,000
B･C･D･E ￥28,000

A  ￥28,000
B･C･D･E ￥31,000

化粧鏡

一面鏡 一面鏡
（高さ1800mm対応）

二面鏡

※左扉は左吊元で開きます。

二面鏡
（高さ1800mm対応）

※左扉は左吊元で開きます。

一面鏡 一面鏡
（高さ1800mm対応）

一面鏡（鏡裏収納付き）
　

※中央鏡は左吊元で開きます。

一面鏡（鏡裏収納付き）
（高さ1800mm対応）

※中央鏡は左吊元で開きます。

三面鏡

※中央鏡は左吊元で開きます。

三面鏡
（高さ1800mm対応）

※中央鏡は左吊元で開きます。

LMPB060A1GDG1G LMPB060B1GDG1G LMPB060A2GDG1G LMPB060B2GDG1G LMPB075A1GDG1G LMPB075B1GDG1G LMPB075A4GDG1G LMPB075B4GDG1G LMPB075A3GDG1G LMPB075B3GDG1G
￥32,000 ￥30,000 ￥53,000 ￥51,000 ￥34,500 ￥32,500 ￥52,000 ￥50,000 ￥76,000 ￥74,000

LMPB060A1GDC1G LMPB060B1GDC1G LMPB060A2GDC1G LMPB060B2GDC1G LMPB075A1GDC1G LMPB075B1GDC1G LMPB075A4GDC1G LMPB075B4GDC1G LMPB075A3GDC1G LMPB075B3GDC1G
￥37,000 ￥35,000 ￥58,000 ￥56,000 ￥39,500 ￥37,500 ￥57,000 ￥55,000 ￥81,000 ￥79,000

LMPB060A1GFG1G LMPB060B1GFG1G LMPB060A2GFG1G LMPB060B2GFG1G LMPB075A1GFG1G LMPB075B1GFG1G LMPB075A4GFG1G LMPB075B4GFG1G LMPB075A3GFG1G LMPB075B3GFG1G
￥26,500 ￥24,500 ￥47,500 ￥45,500 ￥29,000 ￥27,000 ￥41,000 ￥39,000 ￥65,000 ￥63,000

LMPB060A1GFC1G LMPB060B1GFC1G LMPB060A2GFC1G LMPB060B2GFC1G LMPB075A1GFC1G LMPB075B1GFC1G LMPB075A4GFC1G LMPB075B4GFC1G LMPB075A3GFC1G LMPB075B3GFC1G
￥31,500 ￥29,500 ￥52,500 ￥50,500 ￥34,000 ￥32,000 ￥46,000 ￥44,000 ￥70,000 ￥68,000

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●全面鏡裏収納付き
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×1個）
　蛍光ランプ（12W×1個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ４個付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×2個）
　蛍光ランプ（12W×2個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●鏡裏収納付き
●収納トレイ６個付き（鏡裏収納含む）
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

●LEDランプ（4W×2個）
　蛍光ランプ（12W×2個）
●コンセント1個付き（許容電力:1200Wまで）
●収納トレイ６個付き
●全面鏡裏収納付き
●バックパネル付き
※本体・バックパネルカラー：ホワイト

洗面化粧台

２枚扉タイプ ２枚扉タイプ 片引き出しタイプ（内引き出し付き）

一般地 寒冷地 一般地 寒冷地 一般地 寒冷地

LDPB060BAGEN1● LDPB060BAGES1● LDPB075BAGEN1● LDPB075BAGES1● LDPB075BJGEN1● LDPB075BJGES1●
A  ￥82,500
B･C･D･E ￥88,500

A  ￥84,500
B･C･D･E ￥90,500

A  ￥91,000
B･C･D･E ￥97,000

A  ￥93,000
B･C･D･E ￥99,000

A ￥101,500
B･C･D･E ￥107,500

A ￥103,500
B･C･D･E ￥109,500

●洗面ボウル／人工大理石製
　（不飽和ポリエステル系樹脂）、実容量:7L
●水栓金具／エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き
●排水トラップ／水抜き付きハード管、
　防臭栓付き、床排水用
●排水栓／ヘアキャッチャー付き　ゴム栓
●けこみカラー／白

●洗面ボウル／人工大理石製
　（不飽和ポリエステル系樹脂）実容量:8.5L
●水栓金具／エコシングルシャワー水栓、昇降機能付き
●排水トラップ／水抜き付きハード管、
　防臭栓付き、床排水用
●排水栓／ヘアキャッチャー付き　ゴム栓
●けこみカラー／白

別売品・オプション

歯ブラシ立て 
LO153 
￥1,050
110×72×81

排水用
リモデルユニット
LO52
￥7,650

ストレート形止水栓 
TSAS4BJZA 
￥8,900
※樹脂配管用の接続部材です。
樹脂配管を床上まで引き上げて、
止水栓高さ位置の設定が可能
です。
※止水栓部材、床フランジ、樹脂
管継手のセットです。

洗面化粧台全高寸法表

洗面ボウル
高さ 化粧鏡 化粧鏡

（1800mm対応）

800mm 全高1900mm 全高1800mm

1085

750
170

750
170

985 1085

750
190

750
190

985 1085

750
190

750

400

368

750
190

985

750490

815
（洗面ボウル
  高さ800）

750490

815
（洗面ボウル
  高さ800）

カラーバリエーション 扉材質:A･C･D･Eはメラミン化粧板･パーチ、BはDAP･パーチ

扉
A

ホワイト
Ｂ

シンシアホワイト
Ｃ

ルースホワイトペア
Ｄ

ルースミディアムペア
Ｅ

ルースダルブラウン

洗
面

ボ
ウ
ル ホワイト（人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂））

表示価格は税抜き価格です。

洗面化粧台
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ウォシュレット一体形便器 HV

■ 使いやすく、お手入れしやすいウォシュレット一体形便器
■手洗なし■手洗あり ■リモコン

※リモコンは、手洗あり・なしいずれも
　同じ仕様です。

洗浄方式（水たまり面） 便器標準洗浄水量 便器サイズ 手洗い 便器防露 タンク防露 排水方向 排水接続
トルネード洗浄（小さい） 大6L／小5L エロンゲート あり／なし あり あり リモデル スリップイン方式

■ 規格

■ 一般地向け／寒冷地向け共通仕様

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。
●本誌掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

キレイ

使いやすい

POINT

0 1

POINT

0 2

エコPOINT

0 3
フチなし形状
床排水・壁排水タイプ（特許4941796）
リモデルタイプ（特許3578169）

お掃除のしやすさを究めた
TOTO独自のデザイン。
奥までぐるーっとフチがない
から、サッとひとふき、お掃除
ラクラクです。

深ひろボウル

しっかり手を洗っても、手が当たることはありません。
水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。

トルネード洗浄
床排水・壁排水タイプ（特許3975486）
リモデルタイプ（特許4284703）

便器の内面をまんべんなく
洗い流すトルネード洗浄で、
少ない水でも効率よく、便器が
汚れにくくお掃除しやすくな
ります。

セフィオンテクト※1
床排水・壁排水・リモデルタイプ共通
（特許3339640）

陶器表面の凹凸を100万分の
1mmのナノレベルでツルツル
に。汚れが付きにくく、
落ちやすいTOTO独自の技術
です。

しっかり節水
床排水・壁排水タイプは便器標準洗浄水量は従来タイプから約70％の
大幅な節水。リモデルタイプは従来タイプから約60％の大幅な節水を
実現しました。

※写真はイメージ

※1 10年使用後相当の便器にて比較。便器内に当社で合成した擬似汚れを塗布して洗浄。
※ 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などを使用した場合は、セフィオンテクトの効果が十分発揮できなくなります。

〈洗浄水の使用量〉
従来形便器：［床排水・壁排水タイプ］13L／HV：大4.8L、小3.6L

［リモデルタイプ］13L／HV：大6L、小5L
〈試算条件〉2017年12月現在
年間使用日数：365日、家族4人（男性2人、女性2人）、大1回／日・人、小3回／日・人※2、
水道代265（税込）円／㎥※3

※消費税率8%で試算しています。
※2 「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
※3 （一社）日本バルブ工業会より
※4 1987～2001年商品（C720R）

※写真はイメージ ※写真はイメージ

HV
（床排水・壁排水タイプ）

HV
（リモデルタイプ）

年間便器標準洗浄水量
約75,920L
（約20,100円）

従来形便器※4

8万

6万

4万

2万

0
（単位：L）

年間便器標準洗浄水量
約22,776L
（約6,000円）

約70%
節水

約60%
節水

年間便器標準洗浄水量
約30,660L
（約8,100円）

セフィオンテクト従来陶器

■一般地向け／寒冷地向け共通
　カラーバリエーション 

ホワイト
＃NW1

パステルアイボリー
＃SC1注2週

※ 注●週は受注生産品です。納期は約●週間（大型連休除く）かかります。

凍結予防方式 給水方向 排水方向 手　洗 総合セット品番 機能部品番 便器品番

一般地（流動方式兼用） 壁床共通

床
あり CES972 TCF972

CS343B
なし CES971 TCF971

壁
あり CES972P TCF972

CS343BP
なし CES971P TCF971

リモデル
あり CES969M TCF969

CS843BM
なし CES968M TCF968

ヒーター付便器・ 
水抜併用方式■ 床

床
あり CES972H TCF972

CS343BH
なし CES971H TCF971

リモデル
あり CES969HM TCF969

CS843BHM
なし CES968HM TCF968

寒

トイレ
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住実サニタリーパネル

●本商品は不燃材ではありません。
　建築基準法施行令第５章の２において、内装制限を受ける部位には、内装不燃材をご利用ください。
●本商品は、木質系基材を使用したサニタリー用壁面材です。常時、湿度が高い場所や、浴室、屋外へは使用しないでください。
●強い衝撃をあたえないでください。化粧層にワレが生じる恐れがあります。
●商品は投げたり落としたりしないでください。特に角や木口の破損に注意してください。
●水や湿気のかからない室内にできるだけ水平面で保管してください。
●日常のお手入れは、柔かい布にうすめの中性洗剤をつけ、固く絞って拭き取ってください。
●頑固な汚れは、アルコール等で拭き取ってください。研磨剤入りのクレンザー類、アルカリ性の高い（pH9以上）洗剤は使用しないでください。

ご注意 及び 日常のお手入れについて

 ●手軽に切断でき、リフォームに最適です。
 ●高級感ある艶出し仕上げでありながら、表面の凸凹により化粧面への 
物や光の映り込みを軽減します。
 ●防汚性能を持った特殊アクリルUVコートで、施工後のお手入れが簡単です。
 ●コバ巻き加工で突き付け施工ができ、継ぎ目が目立ちにくくなります。
 ●洗面所、トイレの壁面、店舗壁面等にご使用ください。
 ●本製品は不燃材ではありません。（内装制限を受ける部位には使用できません。）

■  サニタリー用途に最適なオレフィンシート貼りの 光沢仕上げ木質パネル

■ 高級感ある艶出し仕上げでありながら、表面の凹凸により 
化粧面への物や光の映り込みを軽減します。

特殊アクリルUVコート

強化紙

MDF

特殊加工オレフィンシート

■ 断面図

従来の側面 ルミックスは側面を巻き込んで
施工するのではがれにくい

品　番 サイズ 入　数
LMK-360-804J 幅910mm×長さ1,810mm×厚み3mm ２枚/ケース
LMK-385-804J 幅910mm×長さ2,550mm×厚み3mm ２枚/ケース

■ 規格

サニタリーパネル
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ユニットバス枠樹脂（合板付）

 ●木製枠に比べキズがつきにくく、腐朽する心配もありません。
 ●防水性・撥水性に優れ、クロスやボードに結露水などの影響を与えません。
 ●接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板（合板）付きです。
 ●お掃除の際に水・汚れを拭き取っていただく以外、メンテナンス不要です。

2525
壁仕上げ面

現
場
寸
法
合
わ
せ

縦枠用切欠き
15mm・深さ3mm柱 間柱

石膏ボード

ユニットバス枠（縦枠）

15

10
5

11
5

12
.5

12

W

接着剤

ビス止め

浴室側

脱衣室側

●上枠●縦枠

165・135・115

25

12 F★★★★タイプ合板（12mm）

5
122

PVC
E-PVC

163・133・113

25

10 F★★★★タイプ合板（12mm）

5
122

PVC
E-PVC

施工手順

枠形状

参考納まり図

製品画像

１． 下地、浴室ドア位置の調整  
浴室ドア枠アングル仕上げ高さは脱衣室床面から3mm 
高くしてください。

２． 長さL寸、奥行きD寸カット  
浴室ドア枠寸法に合わせてカットしてください。

３． 枠組み  
φ3mm以下の造作用ビスにてビス止めしてください。

４． 縦枠上部の切り欠き加工  
３方枠組み付け後、取り付け位置に合わせて縦枠に切り欠き
を施してください。

５． 接着剤塗布  
木下地側、または製品の合板裏面に木材用接着剤を全面に
塗布し、下地枠に嵌め込んでください。

６． ビス止め  
木下地側または正面からビスで止め付けてください。

■  樹脂製のため防水性・耐久性に優れた ユニットバス用開口枠です。

■ 規格
名　称 品　番 サイズ 入　数

165-3方枠セット開戸 JUR163D
幅165mm×長さ2,220mm ２本
幅163mm×長さ800mm １本

135-3方枠セット開戸 JUR133D
幅135mm×長さ2,220mm ２本
幅133mm×長さ800mm １本

115-3方枠セット開戸 JUR113D
幅115mm×長さ2,220mm ２本
幅113mm×長さ800mm １本

165-3方枠セット引戸 JUR163S
幅165mm×長さ2,220mm ２本
幅163mm×長さ1,800mm １本

135-3方枠セット引戸 JUR133S
幅135mm×長さ2,220mm ２本
幅133mm×長さ1,800mm １本

115-3方枠セット引戸 JUR113S
幅115mm×長さ2,220mm ２本
幅113mm×長さ1,800mm １本

ユニットバス用 開口枠
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浴室換気乾燥暖房機

涼風暖房機

■ パワフルに素速く暖まる「グラファイトヒーター」＋「人感センサー」オート運転でエコ暖房

■グラファイトヒーターの「遠赤効果」で瞬時に暖かに！

人感センサー搭載で、浴室での人の動き
をセンサーが感知して自動運転します。
浴室から退出後は約１分（1・2・3分で 
設定変更可能）で運転を自動停止します。
無駄な運転をせず、安心・快適なエコ運転
で経済的です。

壁面取付

天井取付

浴室用モデル 脱衣室・トイレ・小部屋用モデル

BF-861RGA
標準タイプ（換気内蔵）

BF-261RGA
標準タイプ（１室換気）

SDG-1200GBM
防水仕様

SDG-1200GSM
非防水仕様

BF-961RGC
外部換気扇連動タイプ

BF-563RGD
2～3室換気タイプ

浴室暖房／涼風暖房機
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住実 フローリング補修キット

住実 外装補修キット

■  床の欠けキズや凹みキズを簡単補修 塩ビやオレフィンシートの建材も補修できます。

■  窯業サイディング・セラミック系タイルの欠けキズや、ビス穴埋めに最適です。浸水率1%以下で水回りにも◎

住実 補修クレヨン12色セット

■ 規格
CD6700

構成品 用　途 構成品 用　途
ハードワックス 補修用パテ スチールウール 仕上げ、足つけ
ブラッシュペン 木目描きペン マクソントランサー 補修前下地処理
ウルトラボンドマーカー 艶調整 スペシャルフウラーズ 

アプリケーター 補修パテの面出し
ホットナイフB2006 ハードワックスの溶かし出し
リキッドサンドペーパー 洗浄液 その他 ウェス、単3電池

■ 規格
CD6800

構成品 用　途 構成品 用　途
セラミックフィラー 外装補修パテ マイクロソルダー 外装補修用コテ
セラミック用 
アプリケーター 補修パテの面出し その他 単3電池、ウェス

クリアネクスト・オリジナル ナチュラル・ホワイト ミディアム・ダーク
CD6020

ミディアム・ダーク系トレンド 12色
CD6010

ナチュラル・ホワイト系トレンド 12色
CD6000

住実オリジナルフローリング、
クリアネクスト対応。
品番リスト付き。

Before

After

Before

After

1 パテうめ 2 削る 3 木目描き

1 キズを整える 2 パテ埋め 3 削る

※詳しくは説明書、説明書のQRコードで動画をご確認ください。 作業動画
住実オリジナルフローリング、 
クリアネクスト対応。品番リスト付き。

補修剤／除去剤
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住実　塗料接着剤用リムーバーセット

すべり止めスプレー

■  建材を傷めずにウレタンボンドを除去 インクや糊残り、キャスター跡もきれいに落ちます。

住実 隙間・立面補修パテ

■ 規格
CD6400

構成品 用　途
CC-Ecoリムーバー リムーバー
Rスクレーパー 接着剤の剥がし用スクレーパー
ダブルアクションスポンジ ボンド残り、汚れの磨きとり
フィニッシュアップ 水性ポリウレタンワックス
ウェス 拭きとり

CD6300
色 クリアー
塗布対象 金属、木部、ｺﾝｸﾘｰﾄ、タイル、石材等
塗布面積 1.3m2（1回塗り）
完全乾燥 24時間
再塗装 2時間
容　量 426ｇ

■ 規格

1 スプレー噴霧 2 はがし取る 3 みがき

塗料の密着をよくするために事前に洗浄、足つけをおこなってください。

【テスト方法】
フロア材2種類。表面がつ
るつるしている物と凹凸の
ある物。試験対象を2日間
放置し、リムーバーを吹き
かけ10分後にウェスでふき
取る。

■ すべりやすい作業現場やタイルの玄関に

■ 規格

■ 建具・造作材のキズ、隙間やフィニッシュ穴の充填に

ライト ダーク
CD6100
構成品

ソフトワックス（補修材）ライト系20色 
専用ヘラ

CD6110
構成品

ソフトワックス（補修材）ダーク系20色 
専用ヘラ

Before

After

1 パテを練る 2 埋める 3 整える
ダーク

ライト

補修剤／除去剤
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■  荷物が2個受け取れる 2層構造の戸建用宅配ボックス ※80サイズの場合
 ●戸建て住宅用宅配ボックスがあれば外出時でも在宅時でもいつでも荷物
をお受け取りできます。
 ●受入スペースと受取スペースの上下2層構造。
 ●屋外に設置できる据え置きタイプ。
 ●電気工事・組立工事不要の完成品。

戸建住宅用宅配ボックス JKBX-11型

■ 対応荷物について

350㎜
以下 260㎜

　以下

190㎜
以下

400

81
5

450

サイズ ：80サイズまで
重さ ：5㎏まで

操作方法

荷物受入用扉を開き、荷物を入れます。 受入スペース内に設けた受領印で受領
書に捺印します。

シリンダー錠を解錠し、受取用扉を開け
て荷物を取出します。

扉を閉めて施錠します。

扉を閉めます。
（荷物が下方へ移動します）

不在連絡票をポストへ投函します。

不在連絡票

ご注意

・生鮮食料品、貴重品、現金、割れ物等は入れないでください。
・重量物は入れないでください。（５㎏まで）
・天地無用表示がある荷物は入れないでください。
・荷物受入用扉(上扉)は必ず閉じてください。(本体内部に雨水が入ります。）
・荷物受入用扉より内部に腕を突っ込まないでください。ケガを負う恐れがあります。
・故意的ないたずらによる防御機能はありません。 
・荷物の授受および預けられた荷物に関する事故に対しての補償は一切ありません。

荷物の入れ方（宅配業者）

荷物の受け取り方（居住者）

床面にアンカー固定可能
（アンカー1セット付属）

荷物が2個※受け取りできる構造 高耐久の
カラーガルバリウム鋼板製

受入スペースと受取スペースの上下2層構造。

屋外での設置が
可能な防滴機構

シリンダー錠
（鍵2本付）

荷物受入用扉

荷物受取用扉

側面・底面には
荷物を優しく受け止める緩衝材付
受入スペースから受取スペースへの
荷物移動時の衝撃を吸収します。

ワイヤー用金具

緩衝材

緩衝材

緩衝材
緩衝材

※80サイズの場合
※80サイズ以下の場合、荷物を２個以上受け取れます。

アンカー固定ができない場
所に設置の際はワイヤー用
金具にワイヤーを繋げてご
使用頂けます。

（ワイヤーは別途市販品を
ご購入ください。）

※

■ 製品重量：約15kg

戸建住宅用宅配ボックス
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集合郵便受  前入れ前出しタイプ 薄型 防滴仕様 壁付け JCSP-106DS型シルバー
JCSP-106DK型ブラック

 ●本体は美しく耐久性に優れたステンレス製で側面には耐候性樹脂。
扉・フラップにはアルミを採用した防滴型郵便受です。
 ●雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。

◀ＪCSP-106DS

▲ＪCSP-106DS

ＪCSP-106DK▶

▲ＪCSP-106DK 

■ サビにくいステンレス（SUS304製）を採用。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付

72.5

50
18

0

145

100°

（19）

380

28
0

24

０９

８７ ６５４

３
２１

106

シール推奨位置
（シール別途） 4－φ5.2

正面 側面

45
 

18
0

10
0

56
0

760

190 380

28
0

380アンカー下穴φ6

■アンカーピッチ図

■ 寸法図（mm）・シール推奨位置 ※ルームナンバーシールはオプションです。

内側底にスノコ付き

■ 仕様
本　体 ステンレスSUS304・t0.7、No.4仕上
側　面 PC樹脂
扉 A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
錠 静音ダイヤル錠（ブラック）

単体質量 2.3㎏
投入口 336×32mm、A6063S-T5（アクリル焼付塗装）
接続方式 M5ねじ、袋ナット

※施工時に170mm以上のロングビットが必要です。
※壁埋込みは避けてください。モルタル等の影響で樹脂が劣化する恐れがあります。
※扉を閉める際は手を添えてゆっくりと閉めてください。

当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。投入口に郵便物がはさまった状態や、
強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。 
また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。

集合郵便受



容量に合わせて選べる4サイズ ※写真はJCKR-2型のものです。

スペースを有効活用する扉
上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作
式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、
上部分のスペースを有効活用できます。

前扉は前面にスペースがなくても開閉で
きるオリジナル機構の上下スライド式扉。

南京錠取付け可能
仮ロック機能付きの掛け金で、市販
の南京錠の取付けができます。
指定日以外のゴミ捨てや、いたずら
防止に効果的。

（南京錠は付属していません）
※南京錠つる径φ7.5以下

POINT

安！ 全上のご注意 ※本体は軽量のため、風および地震により移動・転倒する恐れがあります。必ず、有効なアンカーで固定してください。

※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。※世帯数は集積可能容量／ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

お掃除
カンタン
底板は取外しが可能
です。底板を取外し
て底板や地面の掃除
が簡単にできます。

※左側の底板を取外した状態

JCKＳ-1007型
JCKR-1007-2型
●容量：600ℓ　 ●本体質量：49㎏

JCKＳ-1907型
JCKR-1907-2型
●容量：1200ℓ　●本体質量：83㎏

JCKＳ-1307型
JCKR-1307-2型
●容量：800ℓ　●本体質量：58㎏

JCKＳ-1607型
JCKR-1607-2型
●容量：1000ℓ　●本体質量：71㎏

容量
600ℓ

容量
800ℓ

容量
1000ℓ

容量
1200ℓ

ゴミが隅に
溜りにくい
塵溜り防止板により
ゴミが隅に溜りにくい
構造です。

オプション
仕切り板●

扉の開閉が静か
ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25％低減。

（ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合）

ロータリーダンパーの耐久性
10万回の繰り返し開閉試験に合格。
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると、 

約20年相当の開閉数になります。
※耐久年数を保証するものではありません。

実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。

POINT

ゴミ袋（45ℓ）集積目安 世帯数の目安
約13袋 約6世帯

ゴミ袋（45ℓ）集積目安 世帯数の目安
約17袋 約8世帯

ゴミ袋（45ℓ）集積目安 世帯数の目安
約22袋 約11世帯

ゴミ袋（45ℓ）集積目安 世帯数の目安
約26袋 約13世帯
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ゴミ収集庫 JCKS型 ステンレスタイプ ／JCKR-2型 スチールタイプ

 ●サビに強いSUS304製。（JCKS型）
 ●サビに強い高耐食溶融めっき鋼板製。（JCKR-2型）
 ●デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
 ●高耐久のロータリーダンパーを標準装備。（左右1個ずつ）
 ●内側からレベル調整が可能。
 ●取手の高さは地面より760mmです。
 ●世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。

▲ＪCKS型

■  サビに強いステンレス製（JCKS型）と、耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製（JCKR-2型）。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計。
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ゴミ収集庫



◇ ブラウン

◇ シルバー

厚物合板
ネダレス工法用

ウッドデッキ
施工用

特許出願中

ステンレス（SUS410）

垂木留用
ビス

外断熱工法用ビス
パネル工法用ビス

特許出願中

特許：第5337732号

特許出願中

L

d

L

L

d

d

L

d

L

d
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ネダノット

デッキワン

■  床鳴りを防止し、床倍率の算定も可能！

■  堅いデッキ材に下穴なしで一発施工！

■  類似品にはない、最適なビスピッチをご提案！

 ●部材同士をしっかり引き寄せる！締付力は一般ビスの約６倍！
 ●今後起こり得る木痩せにも対応！首下ネジでしっかり固定します！

タルキックⅡ

パネリードⅡ＋

■  ひねり金物と同等性能のため、 代替品として安心して使用！

 ●特殊な先端形状で木割れを防止。打ち直しの手間や材料費を軽減！
 ●堅いデッキ材でも一発施工。打ち込みが簡単で作業効率アップ！ 
※材料によっては下穴が必要になります。

 ●堅い材では難しいとされてきた施工時のバリの発生を抑え、施工
後に行っていたバリ取り作業を軽減！

品　番 適合合板厚（mm） ケース入数 L（mm） d（mm）
ND570 24・28 300本×5箱 70.0 5.5

■ 規格 表面処理：ダクロ ＋ TORK

品　番 板材高さ（mm） ケース入数 L（mm） d（mm）ブラウン シルバー
D5-55B D5-55S ～20.0 100本×10箱 55.0 5.0
D5-75B D5-75S ～30.0 75本×10箱 75.0 5.0
D5-90B D5-90S ～45.0 50本×10箱 90.0 5.0

■ 規格 表面処理：ノンクロム処理

品　番 対応垂木高さ（mm） ケース入数 L（mm） d（mm）
TK5X1052 ～60.0 

100本×6箱

105.0 5.5
TK5X1202 ～75.0 120.0 5.5
TK5X1352 ～90.0 135.0 5.5
TK5X1502 ～105.0 150.0 5.5
TK5X1652 ～120.0 165.0 5.5
TK6X1852 ～140.0 185.0 6.0
TK6X2002 ～155.0 200.0 6.0

■ 規格 表面処理：プロイズ ＋ TORK

※ No.3四角ビット（両面タイプ）1本／ケース付き
※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

品　番 A（mm） ケース入数 L（mm） d（mm）
P5X802＋ ～40 500本 80.0 5.0
P6X902＋ ～50 500本 90.0 6.0
P6X1002＋ ～60 500本 100.0 6.0
P6X1102＋ ～70 500本 110.0 6.0
P6X1202＋ ～80 500本 120.0 6.0
P6X1352＋ ～95 300本 135.0 6.0
P6X1502＋ ～110 300本 150.0 6.0
P6X1602＋ ～120 300本 160.0 6.0
P6X1852＋ ～145 300本 185.0 6.0
P6X2002＋ ～160 300本 200.0 6.0

■ 規格 表面処理：クロメート + TORK

※ No.3四角ビット（両面タイプ）1本／ケース付き
※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

※ No.3四角ビット（両面タイプ）1本／ケース付き
※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

※ No.2四角ビット（片面タイプ）1本／ケース付き
※商品は予告なく改良する場合がございます。予めご了承ください。

◇壁 施工例

A

その他
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デュポン™ グリーンビスタ®プロ
■ 砂利下シート「10年の実績トップブランド」。雑草を止め砂利の沈下を抑える。

 ●薄くて軽量で高強度です。
 ●土中での加水分解がなく、酸アルカリ、微生物に対して耐水性が
あります。
 ●紫外線による劣化防止加工で耐久性が高くなっています。
 ●目詰まりを起こし難く透水性を保ちます。
 ●耐用年数は砂利下での使用であれば半永久的に効果あります。

施工上の注意点
・植物の種類及び施工方法によってはシートのキワや重ね部分などから発芽する場合もあります。  
詳しくはお問い合わせ下さい。
・風で飛ばされてくる種子の種類によっては砂利の上でも育成するものもあります。ただし砂利下シート
により土中に根が張れないため抜取りは容易です。
・紫外線劣化防止加工はしてありますが直接日光に晒されると劣化の原因となります。
・イネ科の植物など先端に穂をつけた植物が近隣に生息していると種子の飛来により砂利部分に多少
発芽する場合があります。この場合簡単に抜くことが出来ます。
・「オオイタドリ」「スギナ」が生息している場合は、施工時に可能な限り根を除去し重ねは200mm以上
確保してください。
・グリーンビスタ®プロは除草剤などの薬品が塗布しているものではありませんので環境に影響を及ぼす 
恐れはありません。そのためシートと壁の隙間やプラピン廻りなどからは多少雑草が生える場合があります。
・プラピンは砂利の下に敷く場合のみご使用下さい。シートをむき出しでご使用の場合は風等でシートが 
飛ばされる可能性がありますので専用のアンカーピンと防草ワッシャーで完全にシートを固定して下さい。

砂利（５号砕石）敷き詰め完了

2

ピン固定完了

1
■ 建物廻りの砂利下に

■ 空き地に

31 2

■ウッドデッキ下に

31 2

■ 規格
品　番 仕　様

GV-240J1.0P 厚さ0.64mm×1m×30m
プラピン50本入

GV-240J2.0P 厚さ0.64mm×2m×30m
プラピン100本入

■ 住宅廻りの砂利下の場合 雑草抑制と砂利の沈下防止が主目的の場合（グリーンビスタ®プロ240J）

その他
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リアリーターフ® 抗菌・防炎・静電気抑制仕様

■  リアリーターフ®はリアリティーを追求した自然に調和する人工芝です。 
メンテナンスフリーのお庭作り。

 ●メンテナンス不要でウレタンバッキングの為加水分解が無く 
長期的に使用できます。
 ●和、洋風に左右されず使用できます。  
ストレートパイル、カーリングパイル使用によりリアリティーが 
高いです。
 ●リアリーターフ®下へ浸透した雨水が表面温度の上昇を抑え、
ヒートアイランド抑制効果があります。
 ●お子様も安心の抗菌仕様。商業施設から店舗も安心の防炎 
仕様・静電気抑制仕様。

施工上の注意点
・人工芝の加工はカッターをお奨めします。  
※ハサミの場合、必要以上のパイルを切ってしまい仕上がりが悪くなる恐れがあります。

・芝の目は正面側に向く様、好みに応じて設置してください。（上図参照）
・ジョイント部の接着を行う際、パイルに接着剤が付かない様注意して塗布してください。
・固定の際、ピンにパイルを挟まない様、固定してください。
・全ての作業が終わりましたら、カットしたパイル等を除去清掃し、パイルをトンボや手で立たせて
下さい。

■ 施工事例

■ 規格
品　番 仕　様

パイル40mm　抗菌/防炎/静電気抑制 RET40-1-10K 1m×10m

パイル25mm　抗菌/防炎/静電気抑制 RET25-1-10K 1m×10m

パイル10mm（パター用）　抗菌/防炎 RET10-1-10K 2m×5m

専用ボンド BOND1.3 1.3㎏カードリッジタイプ

専用ボンド用ガン BOND-GUN 1.3㎏用

専用ピン（黒50本/入） RET-P150B 4mm×20mm×150mm

専用ピン（黒600本/入） RET-P150B-600 4mm×20mm×150mm

両面テープ50mm RET-0520 50mm×20m

両面テープ100mm RET-1020 100mm×20m

展示場

ドッグラン

結婚式場

庭

その他
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健康で快適な住まいをつくる床下乾燥・脱臭・防虫剤　住実エアドライシリーズ 
調湿・脱臭・防虫・防カビ

炭との吸湿率比較

アンモニアの吸着力

効果

仕組み

住実エアドライ・住実エアドライリフォームスーパーは、床下
の湿度が上昇すると素早く反応し、湿気を吸収します。 
そして乾燥したときには吐き出します。

この呼吸によって調湿効果は半永久的に持続しますので、 
施工後のメンテナンスは不要です。

■すばやい吸湿効果  
湿度の上昇に素早く反応して湿気を吸い込み、乾燥した日には放出します。 
この呼吸を繰り返して床下の湿度を保ちますので、結露発生やカビの繁殖を
予防します。

■すぐれた脱臭能力  
こもりがちな悪臭を強力に吸着し、さわやかな生活を守ります。特にアンモニア
の吸着に優れており、その吸着力は一般的な活性炭の約３０倍にもなります。

■天然素材だから安心  
住実エアドライシリーズの原料は、天然ゼオライトという多孔質の鉱物です。
薬剤を一切使用していませんので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも
安心してお使いいただけます。

原料の天然ゼオライトは、約500～ 700万年もの年月を 
かけて火山活動によって生成された鉱物です。約1億分の
6cmサイズの非常に小さな孔（あな）がトンネル状に重なる 
多孔質構造をしており、この孔には水分や臭いの元となる 
成分を分子レベルで吸着する能力があります。

住実エアドライ・住実エアドライ リフォームスーパー

天然ゼオライト原石

その他



　天然ゼオライト加熱処理品
　標準施工量　１坪あたり２袋（３４ℓ）

（施工例）

（施工例）

住実エアドライ  敷き込みタイプ

住実エアドライ リフォームスーパー  マットタイプ

AIRDRY10

ADRS

■ 仕様

　500×490mm
　８枚入り／梱包
　標準施工量　１坪あたり８枚（１梱包）

■ 仕様

❶ 施工する床下地面を清掃します。水たまりがある場合は 
スポンジや雑巾で水を拭き取ってください。

❷ 防水シート（厚さが0.1mm以上の水を通さないシート）を 
床下全面に敷きます。  
※コンクリートベタ基礎の場合は不要です。

❸ 防水シートの上に１坪あたり２袋（３４ℓ）の割合で敷き詰め、
レーキや板などを使って表面を平らにならします。

■ 施工方法

❶ 施工する地面を清掃します。水たまりがある場合はスポンジや
雑巾で水を拭き取ってください。

❷ 左の図を参考に、１坪あたり８枚の割合で置き並べてください。 
※ マットの裏面が防湿素材なので防水シートは不要ですが、湿気の多い場合
は使用をお勧めします。

■ 施工方法

※リフォームの場合は、床板や下地板を外して、または床下収納庫などから施工してください。
※特に湿気が多い場合は状況に応じて多めにご使用ください。

・作業中はホコリがたちますので、マスクをご使用ください。 ・素手で取り扱うと肌が乾燥しますので、手袋をご使用ください。
・目に入った場合、清潔な水で充分洗い流してください。 ・残った場合はしっかり封をし、乾燥した場所に保管してください。

ご注意
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その他



コーナーボードは出隅部分のせっこう
ボード原紙がつながっており、切れ目
がないため、クロスを貼ったときの
外観が職人の技能に左右されず、
安定して美しい角が施工できます。

コーナーボード15Rを使用いただくと、
今までになかった曲面加工の出隅が
簡単に作れます。角が丸みを帯びるので
お年寄りやお子様にも安心です。

職人の不足が懸念されている時代
ですが、コーナーボードは施工工程を
簡易化し、「誰でも」施工できる製品
です。

コーナーボードは角補強・角パテの処理の手間が省けるため、
工期短縮につながります。
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コーナーボード

その他



ブルー（B）

ガラ袋

レッド（R）

土嚢袋土嚢袋
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ガラ袋／土嚢袋

耐切創手袋  

ゴムコーティング手袋
■ 幅広い作業に使える背抜きグローブ！

 ●切れにくく破れにくい！作業性良好。
 ●これまで高価だった耐切創手袋がお求めやすい価格で新発売。

 ●13ゲージ薄手タイプの原手を使用した天然ゴム背抜き手袋。
 ●抜群のグリップ力と優れたフィット感で人気のタイプ。

超強力作業用手袋

 ●ガラ袋 
現場ゴミの回収に最適！土嚢袋よりひと回り大きく、ひも付きです。
 ●土嚢袋 
強度⇔コストのベストバランスを追求！

SU4542M/L
素 材 手袋： 高性能ポリエチレン＋ナイロン、グラスファイバー ／ 掌：PUコーティング
サイズ Ｍ/Ｌ
出荷単位 10組

※ この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。ご注意下さい。

■ 規格

A371M/L（R/B）
素 材 手袋：ポリエステル100％ ／ 手のひら部：天然ゴム
サイズ Ｍ/Ｌ
出荷単位 50組

■ 規格

■  建設・建築・土木作業・産廃収集作業・板金・ 解体作業・ガラス加工業等に！

■ＣＥマーク
ＥＵの要求基準を満たす
ものに付けられるマーク

■EN388
手袋に求められる安全性を表記する基準としての
欧州統一規格

■  4 … 耐摩耗レベル　　5 … 耐切創レベル  
4 … 耐引裂レベル　　2 … 耐突刺レベル  
※ 評価値は1～5までのレベルに分けられ、数字が大きい 
ほど耐切創性が優れており、レベル2以上の物が 
一般的に耐切創手袋として使用されています。

ガラ袋 土嚢袋
品　番 SU0219 SU8810
サイズ 60cm×90cm 48cm×62cm
出荷単位 200枚 400枚
材　質 ポリプロピレン ポリエチレン

■ 規格

その他
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連絡先〈営業グループ〉
●東北営業部

青森営業所

郡山営業所

山形営業所

盛岡営業所

秋田営業所

〒030-0137 青森県青森市卸町2-13
TEL：017-764-2121 FAX：017-764-2135

〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-42
TEL：018-862-2662 FAX：018-862-4629

〒020-0835 岩手県盛岡市津志田15-58-1
TEL：019-632-1222 FAX：019-639-5311

仙台営業所
〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-12
TEL：022-782-6411 FAX：022-782-6263

〒990-0032 山形県山形市小姓町6-13 千歳山ビル3階
TEL：023-623-8190 FAX：023-623-8193

〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸3-27-1
TEL：024-963-1161 FAX：024-963-1162

●特販営業部

特販第一営業所

横浜特販営業所

さいたま特販営業所

特販第三営業所

特販第二営業所

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階
TEL：03-3432-7771 FAX：03-3432-7575

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階
TEL：03-6860-7009 FAX：03-6860-7010

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階
TEL：03-3434-1657 FAX：03-3434-8158

〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4-3-12 大東ビル2階
TEL：048-783-4151 FAX：048-783-4171

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階
TEL：045-453-0261 FAX：045-453-0283

外装建材営業所 〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル2階
TEL：045-453-0116 FAX：045-453-7002

埼京営業所
〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-6-26 エースビル4階
TEL：048-451-0070 FAX：048-451-0071

つくば営業所
〒300-3265 茨城県つくば市長高野字鳥井戸655-1
TEL：029-864-2230 FAX：029-864-3789

水戸営業所
〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎165
TEL：029-265-5300 FAX：029-265-5321

●首都圏第一営業部

千葉営業所

東京営業所
〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 2階
TEL：03-5408-1700 FAX：03-5408-1705

城北営業所
〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-6-2 ボナール16BLD. 7階
TEL：03-5697-9733 FAX：03-5697-9799

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル8階
TEL：043-202-7875 FAX：043-202-3055

千葉北営業所
〒277-0831 千葉県柏市根戸206-3 北柏ビル3階
TEL：04-7137-0019 FAX：04-7137-3345

さいたま営業所
〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-30-12 ファーストビル7階
TEL：048-615-0700 FAX：048-615-0701

●関東営業部

熊谷営業所

高崎営業所

宇都宮営業所
〒321-0945 栃木県宇都宮市宿郷1-20-8 2階
TEL：028-651-0845 FAX：028-651-0848

〒370-0813 群馬県高崎市本町146-1 本町ウエストビル1階
TEL：027-320-9801 FAX：027-320-9811

〒360-0217 埼玉県熊谷市上根549-1
TEL：048-588-2811 FAX：048-588-4557

新潟営業所

松本営業所

長野営業所

長岡営業所

〒950-0963 新潟県新潟市中央区南出来島1-13-3
TEL：025-284-6391 FAX：025-285-4116

〒940-0002 新潟県長岡市十二潟町534-12
TEL：0258-24-8811 FAX：0258-24-8813

〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚1106
TEL：026-283-9540 FAX：026-283-9548

〒390-0851 長野県松本市島内3506 インペリアルプラザ松島201号室
TEL：0263-40-3863 FAX：0263-40-3869

●首都圏第二営業部

多摩営業所
〒189-0003 東京都東村山市久米川町1-41-1
TEL：042-399-5500 FAX：042-399-5505

西東京営業所
〒182-0033 東京都調布市富士見町1-21-7
TEL：042-499-6644 FAX：042-499-6211

横浜営業所
〒224-0035 神奈川県横浜市都筑区新栄町12-8
TEL：045-593-0011 FAX：045-593-0048

横浜南部営業所
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-22
TEL：045-774-0011 FAX：045-774-0010

相模原営業所
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本7-4-16
TEL：042-772-8668　FAX：042-771-9988

平塚営業所
〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮4-18-19
TEL：0463-55-8800　FAX：0463-55-8803

●中部・西日本営業部

静岡営業所

名古屋営業所

浜松営業所

静岡東営業所

〒426-0002 静岡県藤枝市横内984-2
TEL：054-645-6355 FAX：054-645-7433

〒410-0062 静岡県沼津市宮前町11-2
TEL：055-921-7101 FAX：055-923-0439

〒431-0202 静岡県浜松市西区坪井町4666
TEL：053-447-1401 FAX：053-447-1996

〒485-0059 愛知県小牧市小木東2-172
TEL：0568-74-7601 FAX：0568-74-7313

大阪営業所

久留米営業所

福岡営業所

神戸営業所

〒570-0003 大阪府守口市大日町3-1-9 大日フクダビル5階
TEL：06-6780-5835 FAX：06-6780-5845

〒651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台4-3-9
TEL：078-996-1725 FAX：078-996-1260

〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-2-16
TEL：092-431-7747 FAX：092-473-6774

〒839-0861 福岡県久留米市合川町1490-8
TEL：0942-31-1501 FAX：0942-31-1611

開発第一営業所
〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階
TEL：03-5408-1707 FAX：03-5408-1708

●開発営業部

開発第二営業所
〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 3階
TEL：03-5408-5220 FAX：03-5408-5221

生活資材東日本営業所
札幌営業課

生活資材東日本営業所
東京営業課

〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター 6-2-5
TEL：011-891-5458 FAX：011-892-7049

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階
TEL：03-5408-8201 FAX：03-5408-8206

生活資材東日本営業所
広域開発課

〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-2 4階
TEL：03-5408-8201 FAX：03-5408-8206

生活資材東日本営業所
東京DC

〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港191
TEL：043-302-1070 FAX：043-247-6075

生活資材西日本営業所
名古屋営業課

〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000
TEL：0567-28-8531 FAX：0567-28-8547

生活資材西日本営業所
名古屋DC

〒496-8001 愛知県愛西市勝幡町小玉出2000
TEL：0567-28-8501 FAX：0567-28-8700

生活資材西日本営業所
広島DC

〒739-0268 広島県東広島市志和町志和西588-1
TEL：082-433-0195 FAX：082-433-7010

広島特販出張所
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-22 住友生命広島平和大通りビル6階
TEL：082-545-7855 FAX：082-246-4566

ジューテックグループ

本社
〒961-0102 福島県西白河郡中島村大字滑津字平名塚3番地
TEL：0248-52-2030 FAX：0248-52-2032

●株式会社クニヒロ・ホームテック

本社
〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野字上小袋田18番地1
 TEL：022-254-4170 FAX：022-254-2567

●株式会社グリーンハウザー

本社
〒920-0211 石川県金沢市湊2丁目111番地
TEL： 076-238-8770 FAX：076-238-8400

●イシモク・エモリ株式会社

本社
〒344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花618番地
TEL：048-748-2211 FAX：048-748-2212

●グッドハウザー株式会社

ジューテックグループ連絡先一覧
“住実”製品についてのお見積、ご質問、ご発注、資料のご請求等につきましてはお近くの営業所へお電話ください。
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