






自然に優しい

人に暖かい

ＰＯＩＮＴ③

やすらぐ香り
木の持つ精油成分には、気持ちをリラックスさせて

くれる働きがあります。また、桧の精油成分には、

香りの効果に加えカビやダニを予防します。

ＰＯＩＮＴ④

環境にやさしい
木々はＣＯ2を吸収し、枯れると微生物によって分解

されＣＯ2を放出します。木材を利用すれば、ＣＯ2

の放出は防がれ、地球環境にも貢献できます。

木には、人の心をやさしい気持ちにさ

せる力があるようです。木肌の温もり

と香りがあなたの心を包みこんでくれ

ます。

厳選された素材と優秀な技術と厳しい

品質規準。この３つをもとに美しさを

より長く保つオリジナル加工を加え、

「木栄だから安心」といえる高品質な

商品をお届けできるのです。

ＰＯＩＮＴ⑤

肌に柔らかい
木材は、適度の弾力性があり、これは細胞が作る空

気のためで、足の負担が少ないです。また吸湿性が

高く素足でもサラッと歩けます。

ＰＯＩＮＴ⑥

健康生活の基本をつくる
新築の家、マンションで建材や防虫・防蟻剤等によ

りアレルギーなどが発症した話を聞くことがありま

す。天然材は、体を健康にする力があります。

ＰＯＩＮＴ①

快適な暮らし
木材には、部屋を湿りすぎず、乾きすぎない体に快

適な湿調作用があります。部屋の湿度が高くなると

湿気を吸い、低くなると放出するからです。

ＰＯＩＮＴ②

あたたかくする
木の細胞がその中に空気の層を作り、その結果、木

材には高い断熱効果があります。木をふんだんに使

った家は見た目もあったかです。

心地よい⑥つのポイント



１００％国産杉桧使用

人に環境にやさしい

極寒の国や灼熱の国で育った木材を高温多湿の国、

日本で使用することは、木材に負担をかけ、本来

のその木の良さを失っています。

この地域の気候風土で育った木を同じ環境で使う

ことが一番良いと考えます。しかし今の状況は、

山林の木は手入れがされず、地球温暖化や土砂災

害、花粉症問題が深刻な問題となっています。

私たちの環境を守るのは私たち自身であり、地元

の木を使うことは、私達の環境を守り生活を豊か

にしてくれることなのです。

モクエイオリジナル加工の特徴

人工乾燥材

施工しやすい加工形状

CHECK!

裏面にはそり止め加工
(一部商品を除く)

安定した品質

専用の設備により乾燥し水分量（含水率）を調整

しています。

平均含水率15％以下で未乾燥の木材と比較すると

寸法安定性が高いのが特徴です。

不燃関係処理対応（ご注文の際は別途注入費が必要です）

不燃・準不燃・難燃認定木材

天然木ですので、ムク材の風合

いを損なうことなく、木の持つ

難点(燃える、腐る)を克服でき

ます。

もちろんシックハウス対応で安

全です。

難燃処理材施工例 準不燃処理材施工例

豊富なラインナップ

本実、相じゃくり、目透かし等、施工箇所によって

さまざまな用途に対応した加工形状をご用意しています。

人工乾燥機バイオ乾燥機



檜蔵（ひのくら）
国産材ブロックタイプフローリング

BH15-300UV□　ブラウン塗装

天然だから心地よい。

15㎜厚Ｆ☆☆☆☆ＵＶ塗装 直貼り

バリエーション全４色

上小

バリエーション

一等

カラー

グレース(G) ブラウン(B)

構成図

クリアー(C)

グレース(G)

アンバー(A)

ブラウン(B)

※

桧独特の上品な木目により、清潔感・高級感を部屋の印象に加える
ことが出来る商品です。



断面形状(単位は㎜)

品名 樹種 等級 長さ 入数 束単価 参考㎡単価 備考

FHE15-108HU 桧 一等 1.82 15×108 16 箱入

FHE15-108HU 桧 上小 1.82 15×108 16 箱入

杉･桧フローリング(塗装品)　仕様

厚×幅(働き巾)
￥32,000 ￥10,175

￥48,000 ￥15,263

FHE15-108UVT（一等）

FHE15-108UVT（一等）

桧無垢材の特徴であり弱点でもあった表面強度を特殊塗装により強
固に仕上げました。

シックハウス対応

おすすめ

商品！

※一等品は、埋め木処理品も含まれています。

FHE15-108UVT



断面形状(単位は㎜)

FH15-108（一等） FH15-108（無節）

FH15-108（一等）

幅広ならではの高級感あふれる表情が魅力。

FH15-108

※一等品は、埋め木処理品も含まれています。
※

※



断面形状(単位は㎜)

FH15-78（一等） FH15-78（上小）

FH15-78（一等）

独特の香りなど、桧ならではの高級感を味わえる最もスタンダード
な床材です。

FH15-78

※

※品名がFHEの商品がエンドマッチ加工です。



断面形状(単位は㎜)

FS12-145（一等） FS15-150（上小）

FS15-150（一等）

やわらかく優しい木肌と白太と赤身がおりなす表情豊かなフローリ
ングです。

FS15-140

FS12-145

※



断面形状(単位は㎜)

FS30-150（一等） FH30-108（一等）

FS30-120（一等）

両面化粧で２階の床板、ロフト等に最適です。

FS30-150

※



断面形状(単位は㎜)

杉　ピーリング　仕様

品名 樹種 等級 長さ 入数 枚単価 参考㎡単価 備考

PS12-90 杉 一等 1.9 12×90 10 サンダー仕上
PS12-90 杉 上小 1.9 12×90 10 〃

PS12-105 杉 一等 3.9 12×105 8 〃

PS12-105 杉 上小 3.9 12×105 8 〃

PS12-105 杉 一等 1.9 12×105 8 〃

PS12-105 杉 上小 1.9 12×105 8 〃

PS12-105 杉 無節 1.9 12×105 8 〃

PS10-130 杉 一等 4 10×130 7 〃

PSR12-100 杉 上小 1.9 12×100 8 リブ加工

厚×幅(働き巾)

￥650 ￥3,802
￥900 ￥5,264

￥2,000 ￥4,884

￥3,000 ￥7,326

￥850 ￥4,261

￥1,100 ￥5,514

￥1,500 ￥7,519

￥1,500 ￥2,884

￥1,300 ￥6,843

PS12-105（一等） PSR12-100（上小）

PS12-105（無地）

腰板や建具などにもコーディネイトできます。

※ 不燃･準不燃･難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

PS12-105

PSR12-100



断面形状(単位は㎜)

PH12-78（一等） PH12-78（無地）

PH12-78（上小）

立体感のある目透かし加工でどんな空間にも程よく溶け込みます。

※ 不燃･準不燃･難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

PH12-105

※

※PH12-105一等品は、埋め木処理品も含まれています。



断面形状(単位は㎜)

IS10-143（一等） IS10-143W（一等）

IS10-180（一等）

杉ならではの表情でお部屋ににぎやかさを表現できます。

※ 準不燃･難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

IS10-143

IS10-143W

※



断面形状(単位は㎜)

ログウォール･よろい板
特殊加工板

RS30-106（一等） よろい板（一等）

RS30-106（一等）

インテリアのアクセントに最適。
味わい深い空間に仕上げることができます。

RS30-106

よろい板

※ 準不燃･難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

※



LS180KS180

断面形状(単位は㎜)

角ログ（杉） 楕円ログ（杉）

角ログ（杉）

おすすめ

商品！

※

施工のしやすさと本格的な外観が大好評の商品です。

KS180 LS180

KS180



断面形状(単位は㎜)

見切材･巾木
造作部材

HH-75･HS-75 DS-25

HH-75（上小）

MS21-45

コーディネイト例

住まいを引き締める造作部材。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びください。

DH･DS-25HH･HS-75

※



ＭＥＭＯ



加工品使用上の注意点

仕上り誤差について

当社における加工品は人工乾燥設備により10～15％に管理し十分乾燥を
行っていますが、天然木のため気候や温度の変化により板幅に対し±2％程度
誤差が生じる場合がありますので、ご使用される場合ご留意下さい。

●施工後の伸縮について
　施工後の伸縮を防ぐため、現場の環境に十分馴染ませてからご使用下さい。
　板が持ち上がったり隙間の開く原因になります。
　（最低でも１週間前には加工品をビニールから取り出し養生させて下さい）

●保管について
　湿気の多い場所や雨濡れにご注意下さい。
　また、床下の換気や下地材の乾燥度合も仕上り面の品質を左右しますので
　よくご確認の上施工して下さい。

●下地への固定について
　接着材と釘の併用で施工して下さい。
　釘はフロア用スクリュー釘(50mm程度)をご使用下さい。
　接着剤はアクリル系弾性接着剤又は１液性ウレタン樹脂系の木質床用ボンド
　をご使用下さい。
　酢酸ビニル系エマルジョン(木工用ボンド)は接着剤中に含まれる水分を
　無垢材が吸収して膨張し、床鳴り等の原因となるため使用しないで下さい。

●仮並べについて
　木栄の加工品は天然木です。
　従って色合いや木目が同一のものはありません。
　あらかじめ仮並べを行いバランスよく施工して下さい。



ホームページ　http://www.mokuei.co.jp

営　業　部　　兵庫県丹波市青垣町桧倉366番地の1
〒669-3821　TEL:0795-87-5216　FAX:0795-87-5446

本　　　部　　兵庫県丹波市青垣町桧倉323番地の3
〒669-3821　TEL:0795-87-5217　FAX:0795-87-5759

このカタログの記載内容は平成29年9月現在のものです。

木栄

０１２０－４１３１８７

お問い合わせは よ い ざ い や な


