
土台 桧 120×120　　　　　特1等  
管柱 桧 120×120  　　　  特１等     KD材
通し柱 桧 120×120  　　　  特１等     KD材
桁梁 平角米松 厚み  ＠120 　    特１等 KD材    
集成梁 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞｰﾑ 厚み  ＠120       特１等    KD材    
ﾀﾙｷ 米松 55×45            特１等 KD材
大引 米松 90×90   　　     特１等 KD材
母屋 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 90×90 　　　     特１等
野地板 合板 厚み12mm
破風下地 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 150×24
裏甲 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 105×16
筋ｶｲ 米松 90×45 KD材
間柱 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ 120×45 　外周部 KD材
野縁 赤松 40×30 KD材
床下地 針葉樹合板 構造用 F☆☆☆☆

押入 F☆☆☆☆

階段 ｳｯﾄﾞﾜﾝ LVL階段(チェルード) F☆☆☆☆
床板 東洋ﾃｯｸｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾛｱ　4000ｼﾘｰｽﾞ F☆☆☆☆
破風・鼻隠し 旭トステム ﾗｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 12×180×3030 ｶﾗｰ ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
プラ束 フクビ ﾌﾟﾗ束 560P 700P
床下収納庫 ゼニヤ Z64BJ(ブロンズ)
軒天 ブルズ ｹｲｶﾙ板  5m/m  1820×910 ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
床断熱材 カネカ ｶﾈﾗｲﾄﾌｫｰﾑ 1820×910 @30m/m (3種b) ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
壁・天井断熱材 日本アクア 吹付硬質ウレタンフォーム
石膏ボード 吉野石膏 ﾊｲｸﾘﾝﾎﾞｰﾄﾞ　12.5m/m 9.5m/m F☆☆☆☆
クロス下地 丸玉産業 Mクロス　12.5m/m 1820×910 T1 F☆☆☆☆

ラワン合板 12m/m 1820×910 T1 F☆☆☆☆
          5.5m/m 1820×910 T1 F☆☆☆☆

※ ＫＤ材 ･･･Ｋｉｌｎ Ｄｒｙ Ｗｏｏｄの略で､乾燥機（Ｋｉｌｎ)を用いて､人工的に乾燥させた木材を意味します｡
※ Ｆ☆☆☆☆･･･ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の最も少ないＪＡＳ規格に適合した商品です｡

24m/m 1820×910 実なし(1.2階共） 
中段　枕棚ｾｯﾄ (和室 榀柄、洋室 )

構造材
2022年4月改正

その他

本体価格

(坪単価) 45.8万円(税別)



土台 桧 120×120　　　　特1等  
管柱 桧 120×120  　　　特1等     KD材
通し柱 桧 120×120  　　　特1等    KD材
和室化粧柱 桧 120×120  　    上小節　無筋 KD材
桁梁 米松 厚み  ＠120 　  特1等 KD材    
集成梁 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾞｰﾑ 厚み  ＠120     特1等    KD材    
ﾀﾙｷ 米松 55×45          特1等 KD材
大引 杉 90×90   　　   特1等 KD材
母屋 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 90×90 　　　   特1等
野地板（ガルバ） 合板 厚み12mm
　　　（瓦） 杉 厚み9㎜
破風下地 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 150×24
裏甲 杉(ｸﾞﾘｰﾝ) 90×30
筋ｶｲ 米松 90×45 KD材
間柱 ﾎﾜｲﾄｳｯﾄﾞ 120×45　　外周部 KD材
野縁 赤松 40×30 KD材
鴨居 廻り縁 杉 120×55
敷居 桧 120×45
床下地 針葉樹合板 構造用 F☆☆☆☆

押入 F☆☆☆☆

階段 ｳｯﾄﾞﾜﾝ LVL階段(ﾁｪルード) F☆☆☆☆
床板 ｳｯﾄﾞﾜﾝ 無垢ﾌﾛｱ　ﾋﾟﾉｱｰｽ F☆☆☆☆

東洋ﾃｯｸｽ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾛｱ　4000ｼﾘｰｽﾞ F☆☆☆☆
破風・鼻隠し 旭トステム ﾗｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 12×180×3030 ｶﾗｰ ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
プラ束 フクビ ﾌﾟﾗ束 560P 700P
床下収納庫 ゼニヤ Z64BJ(ブロンズ)
軒天 ブルズ ｹｲｶﾙ板  5m/m  1820×910 ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
床断熱材 カネカ ｶﾈﾗｲﾄﾌｫｰﾑ 1820×910 @30m/m (3種b) ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄ
壁・天井断熱材 日本アクア 吹付硬質ウレタンフォーム
天井板 南海ﾌﾟﾗｲｳｯﾄﾞ
石膏ボード 吉野石膏 ﾊｲｸﾘﾝﾎﾞｰﾄﾞ　12.5m/m 9.5m/m F☆☆☆☆
クロス下地 丸玉産業 Mクロス　12.5m/m 1820×910 F☆☆☆☆

ラワン合板 12m/m 1820×910 T1 F☆☆☆☆
          5.5m/m 1820×910 T1 F☆☆☆☆

※ ＫＤ ･･･ＫＤ材は､Ｋｉｌｎ Ｄｒｙ Ｗｏｏｄの略で､乾燥機（Ｋｉｌｎ)を用いて､人工的に乾燥させた木材を意味します｡
※ Ｆ☆☆☆☆･･･ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量の最も少ないＪＡＳ規格に適合した商品です｡

28m/m 1820×910 (２階-本実加工、１階-実無)　 
中段　枕棚ｾｯﾄ (和室 榀柄、洋室 ﾎﾜｲﾄ)

構造材 2022年4月改正

その他

本体価格
(坪単価) 49.8万円(税別)
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