
　　　　　　＜納まりイメージ＞

　　寸法　　　：　1810 x 有効180 x 15mm 設計価格　\56,000 / ケース（\34,140/㎡）

　　　　　　　：　2720 x 有効180 x 15mm 設計価格　\83,600 / ケース（\34,140/㎡）

　　数量　　　：　1ケース　5枚入り

　　表面　　　：　タモ突板（台板：合板、リブ：MDF）※立ち上がり部分は着色塗装仕上げのみ

　　塗装　　　：　ウレタン着色塗装　（F☆☆☆☆）

　　施工　　　：　内装用接着剤とフィニッシュタッカーにて固定をお願いします

　　納期　　　：　受注生産品（発注数量により異なりますのでお問い合わせ下さい）

　・製造の都合上、商品を継いだ場合にリブのズレが生じます。また、継ぎ箇所での色差が

　　生じる特性がありますことをご了承願います。

　・使用する突板は色や木柄に個体差があり、パネル毎で仕上がりの色が異なります。

　　色柄の理由による返品はお受けできませんのでご了承をお願いします。

　・内装用の製品です。屋外でのご使用はできません。多湿の場所では基材の膨張や突板の

　   めくれ等が発生する原因となりますのでご使用しないで下さい。

　・施工前に仮並べをして頂き、色柄のバランスをご確認下さい。

　・リブの側面には突板化粧はありません。着色塗装仕上げのみとなります。

　・見切り､幕板､幅木･タッチアップ塗料等もご用意しております（別途費用が掛かります）

＜着色塗装仕上げイメージ＞

※消費税・送料別途

　

　＜色差イメージ＞

ホワイト ナチュラル マイルド ブラウン ダーク ブラック

形状

カラー

■製品仕様

■製品情報

突板仕様の小断面のリブ材です。主張しすぎない程良いリブの意匠と突板の上品な表情が印象的

な天井及び壁面材です。厚みも15mmと薄いため、什器や家具・建具の面材としてもご使用可能。

「リブパネル準不燃」と意匠連動が可能で、同意匠のリブで設えを統一することもできます。

リブ天井 S

〒496-0915 　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

http://www.katagiri-meimoku.net

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL : 0567-32-0800

FAX : 0567-32-0835



ウォルナット 　　　 　ユーカリ

塗装 樹種 長さ 有効巾 厚み

タモ

ブラックチェリー

ユーカリ

ウォルナット

タモ

ブラックチェリー

ユーカリ

ウォルナット

■専用見切り材、幕板等もご用意しております（別途費用が掛かります）

■納期は4週間程度です（送料別途）

■その他の樹種や特注色塗装、ツートンタイプも可能です（別途見積）

■部材長さは3640mmまで対応可能です（別途見積）

■価格はすべて税抜表示です。

取扱樹種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

製品情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　タモ 　　　　タモツートン（特注）　　　ブラックチェリー

形状 設計価格

ウレタン

クリア塗装

つや消し

\24,600-/枚

(\45,900-/㎡)

\36,900-/枚

(\45,900-/㎡)

1810

(0.53㎡)
294 30

2720

(0.80㎡)
294 30

リブ天井 突板仕様

洗練されたシャープな表情を創る『リブ天井』シリーズの突板貼り仕様です。

彫りの深い立体感と柾目の突板がもたらすその表情は、伸びやかで優美な印象。

また、窓から入る自然光や照明により様々な陰影を作り出します。

塗装仕様は天然銘木の元色を大切にしたウレタンクリア塗装で自然な色合いを表現しました。

リブ天井 突板貼り仕様「タモ」

Ash Walnu
Black
Cherry

Eucaly

ptus

〒496-0915 　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

http://www.katagiri-meimoku.net

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL : 0567-32-0800

FAX : 0567-32-0835



寸法　： 1820 x 150 x 15　/1枚

数量　： 1ケース　6枚入り（約1.63㎡）

価格　： ￥32,000- / 1ケース（税別）  (\19,700/㎡程度）

基材　： オーク無垢集成材

塗装　： ウレタン塗装　（F☆☆☆☆）

納期　： 4週間程度（受注生産）

■製品情報

・天然木小乱尺無垢集成材を使用しております。

・天然木特有の杢目柄のばらつき（キャラクター）が生じます。

・色差、小節、角欠、集成箇所の欠け有り。抜節が大きい箇所はパテ

  補修を施しておりますが、抜けの小さな箇所やリブの底面、 裏面の

  抜節の補修はありません。

・経年変化により、表面が多少色が変化してしていきます。

・専用の見切り材、巾木、幕板等もご用意しております（要別途費用）

・本実加工、エンドマッチ付です。

・施工は内装用接着剤とフィニッシュタッカーにて、固定してください。

・積層プライ数は予告なく変更する場合があります。

■専用副資材

TEL　0567-32-0800　 　FAX　0567-32-0835 【本　社】　名古屋市中川区山王三丁目11 番23 号

F☆☆☆☆対応　JAS 認定工場　天然木化粧合板　JPIC-DW93 【営業部】　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239 番地1

ISO14001 認証取得（営業部•愛西第一工場） H P : http://www.katagiri-meimoku.net/

片　桐　銘　木　工　業　株　式　会　社

  リブパネルⅡ

形状

選べる6色

■製品仕様

Ⅱ

15リブ形状

幕板 見切り 巾木

ブラック ダーク ブラウン マイルド ナチュラル ホワイト

木の温かみと直線美木の温かみと直線美

オークの集成材を削り出し
リブ形状に仕上げました。

リブパネルⅡを

壁面に使う。

天井だけでなく壁面にも。

工夫次第でお部屋の

印象もガラリと変わる。

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

本実加工



・リブ形状 …ナロータイプ

・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ、無塗装（プレミアムのみ）

・グレード …①節有仕様（国産杉無垢源平　節有）

…②プレミアム仕様（国産杉無垢源平　小節程度の節が入る場合有）

・サイズ …3900 x 有効96 x 21　10枚入り/1束（3.7㎡）

・設計価格 … ①節有仕様　　塗装品　￥57,400-/束　（￥15,600- / ㎡）

… ②プレミアム　塗装品　￥79,700-/束　（￥21,600- / ㎡）

　　 プレミアム　無塗装　￥59,800-/束　（￥16,200- / ㎡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費税別途　送料別途）

    ※特注色：近似色にて対応可能（現場塗装よりもきれいに仕上がります）

・キャラクタ … 埋木（節有仕様のみ)･パテ埋補修（プレミアムにも入る場合有)等が入ります。

・納期 … 4週間程度

・杉 柾突板貼り品の専用見切り材、巾木等もご用意しております（別途費用）

※1…木が微生物や害虫から自分の身を守るために発散している物質で、これを人間が吸い込むことで自律神経が安定し活力が増すことが科学的に証明されています。

※2…木目をよく見ると、等間隔ではなく、微妙にゆらいでいる曲線であることがわかります。その独特のリズムは、「1⁄fのゆらぎ」と呼ばれています。

     「1⁄fのゆらぎ」に接すると、人は安堵感を覚え、脳波にはリラックスしていることを示す「アルファ波」が現れます。 2021.12.13

〒496-0915　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

カラーバリエーション

     　　　 ダークⅡ         ミディアムⅡ 　          ナチュラルⅡ 　　無塗装(プレミアムのみ)

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL　0567-32-0800

FAX　0567-32-0835

製品仕様

国産の杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない

深みのある質感が特徴です。この製品は一枚の無垢板を削り出して作られており、『フィトンチッドによるリラクゼーション効果※1』

や『1/ｆ ゆらぎ※2』といった木の持つ癒し効果があり、立体的な意匠と木質感に溢れた空間を演出します。

形状は16mm間隔で凹凸が並ぶ『ナロータイプ』。

グレードは『節有仕様』と『プレミアム（小節程度）』 カラーは 『ナチュラル・ミディアム・ダーク・無塗装』の4色

写真：リブ天井lite Ⅱ（ナロータイプ）ナチュラル

リブ天井 liteⅡ 第2回あいち木づかい表彰

製品部門 「優秀賞」 受賞



　　　　　　＜納まりイメージ＞

　　寸法　　　：　1810 x 有効180 x 15mm ＜着色塗装仕上げイメージ＞

　　数量　　　：　1ケース　5枚入り（約1.63㎡）

　　設計価格　：　\74,000 / ケース（税別）（\45,400/㎡程度）※キャンペーン価格※送料別途

　　表面　　　：　タモ突板（基材：ダイライト）※立ち上がり部分は着色塗装仕上げのみ

　　塗装　　　：　ウレタン着色塗装　（F☆☆☆☆）

　　不燃性能　：　準不燃　（国土交通大臣認定　認定番号　ＱＭ-１００４）

　　納期　　　：　受注生産品（発注数量により異なりますのでお問い合わせ下さい）

　・日本初のリブ形状での準不燃認定を取得（平板とリブ材、別々の認定番号ではありませんのでご安心してご使用頂けます）

　・内装用の製品です。屋外でのご使用はできません。

　・湿気の多い場所は、基材の膨張や突板のめくれ等が発生する原因となりますのでご使用しないで下さい。 ＜色差イメージ＞

　・基材の性質上 破損し易い為、取り扱いにご注意下さい。また、平滑な屋内で平置きにて保管して下さい。

　・使用する突板は色や木柄に個体差があり、仕上がりの色がパネル毎で異なります。色柄の理由による

　　返品はお受けできませんのでご了承をお願いします。

　・施工前に仮並べをして頂き、色柄のバランスをご確認下さい。

　・リブの側面には突板化粧はありません。着色塗装仕上げのみとなります。

　・施工は、接着剤（変性シリコーン樹脂）、両面テープ（ポリエチレン系発砲体）、釘を併用して下さい。

　・見切り､幕板､幅木･タッチアップ塗料等、副資材もご用意しております（副資材は準不燃性能はありません）

リブパネル準不燃
突板仕様のリブパネル。リブの直線美と天然木ならではの杢目のゆらぎ。陰影が美しいその表情が印象的。

「国土交通大臣の準不燃認定」を取得しており、建築基準法の内装制限にも対応する機能性を追加。

あらゆる場所※での使用が可能となり、空間デザインの幅が広がる商品です（※準不燃材が適用される範囲）

写真：左「ナチュラル」 右「ブラウン」

ホワイト ナチュラル マイルド ブラウン ダーク ブラック

形状

カラー

■製品仕様

■製品情報

国土交通省準不燃認定番号

ＱＭ－1００4

（日本初のリブ形状で取得）

〒496-0915 　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

http://www.katagiri-meimoku.net

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL : 0567-32-0800

FAX : 0567-32-0835



・形状 …本実目透かし
・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ、無塗装（プレミアムのみ）
・グレード …節有仕様（国産杉 無垢源平 節有）

…プレミアム仕様（国産杉 無垢源平 小節程度が入る場合あり）
・サイズ …3900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束（3.9㎡）

…1900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束（1.9㎡）

・設計価格 ⾧さ3900ｍｍ ⾧さ1900ｍｍ
 ① 節有仕様  塗装品 ￥48,000-/束 （￥12,400- / ㎡）  ④ 節有仕様  塗装品 ￥27,000-/束 （￥14,200- / ㎡）
 ② プレミアム 塗装品 ￥68,000-/束 （￥17,500- / ㎡）  ⑤ プレミアム 塗装品 ￥37,000-/束 （￥19,500- / ㎡）
 ③ プレミアム 無塗装 ￥48,000-/束 （￥12,400- / ㎡）  ⑥ プレミアム 無塗装 ￥25,000-/束 （￥13,200- / ㎡）
※特注色:近似色にて対応可能（現場塗装よりもきれいに仕上がります）
※消費税別途・送料別途

・キャラクタ－… 埋め木（節有のみ)･パテ埋め補修跡（プレミアムにも入る場合あり)等が入ります。
         赤味・白太・源平が混在します。色味もそれぞれで多少異なります。
・納期は3週間程度（※稼働状況により変動）
・見切り材、幕板、巾木等（杉柾突板貼）もご用意しております。（別途費用が掛かります）

   (節有・プレミアム)    (節有・プレミアム) (節有・プレミアム) (プレミアムのみ)

2020.8.3

〒496-0915 愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1
愛西第一工場・営業部

製品仕様

カラーバリエーション

TEL 0567-32-0800
FAX 0567-32-0835

         ダークⅡ           ミディアムⅡ         ナチュラルⅡ   無塗装

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

国産の杉無垢材を使用した木質感溢れる天井・壁面材です。
木によって様々な表情があり、豊かな自然を堪能することができます。
おおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴です。 イメージ

パネリング（杉）



片桐銘木工業 リブシリーズ　ラインナップ一覧表　※ケース毎で多少の色差が生じます。

2022.12.01

リブ天井 突板仕様 リブ天井 Ｓ  ※リブパネル準不燃と意匠連動 リブ天井liteⅡ リブパネルⅡ

姿図

断面 L1810 ・2720 x 有効幅 294 x 厚 30 L1810 ・2720 x 有効幅 180 x 厚 15 L 3900 x 有効幅 96 x 厚 21 L 1820 x 有効幅149 x 厚15

重さ 　　　　 　　　　 　  6kg ・ 9kg 　（約12kg/㎡） 　　　　 　　 　 　     　2.3kg ・ 3.5kg 　（約7kg/㎡） 2kg　（約5.5kg/㎡） 2.5kg　（約9.1kg/㎡）

表面 突板貼り　※リブの側面も化粧有り 突板貼り　 ※リブの側面は着色のみ 杉無垢材　（削り出し） オーク集成材　（削り出し）

相シャクリ加工 相シャクリ加工 本実加工 本実加工　・　エンドマッチ加工有

極小さな節あり　 極小さな節あり　 ① 節有仕様 ： 節有り材・パテ埋め処理／② プレミアム ：溝内部に小節程度 小さな節・パテ補修あり

木目の曲がり　うねりあり 木目の曲がり　うねりあり 赤味・白太・源平材　混在 材の境界の色差あり

出荷単位 1枚 単位 束単位 （5枚入/束） 束単位 （10枚入/束） 束単位 （6枚入/束）

イメージ

仕様

樹種
バリエーション

リブ天井liteⅡ プレミアム ウレタン着色塗装 21,600円/㎡

リブ天井lite Ⅱ プレミアム 無塗装 16,200円/㎡

リブ天井liteⅡ 節有仕様 ウレタン着色塗装 15,600円/㎡リブ天井 突板 ウレタンクリア塗装 45,900円/㎡ （設計価格）

タモ

ブラックチェ

ウォルナット

ナチュラルⅡ ミディアムⅡ

単位：ｍｍ 単位：ｍｍ無垢一枚板を使用

※天井の下地補強必要

リブパネルⅡ オーク 集成材 ウレタン着色塗装 19,700円/㎡

ホワイト ナチュラル

マイルド ブラウン

ダーク ブラック

オーク 集成材を使用

ユーカリ

※天井の下地補強必※天井下地補強必要※別途・見切り・幕板有り
※別途・見切り・幕板有

※別途・見切り・幕板有り

（設計価格）

（設計価格）

ナチュラルⅡ ミディアムⅡ ダークⅡ

ダークⅡ

（無塗装はプレミアムのみ）

リブ天井Ｓ ウレタン着色塗装 34,140円/㎡ （設計価格）

単位：ｍｍ

※天井下地補強必要※別途・見切り・幕板有り

ホワイト ナチュラル

マイルド ブラウン

ダーク ブラック

単位：ｍｍ

タモ ツートン

＜特注対応＞



塗装 樹種 長さ 有効巾 厚み

タモ

ブラックチェリー

ウォルナット

ユーカリ （0.53㎡）
タモ

ブラックチェリー

ウォルナット

ユーカリ （0.80㎡）

■抗ウィルス加工による効果：製品に付着した特定のウィルスの数が24時間経過後に99.9％以上 不活性化する効果が証明されています。

■抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間経過後に99.9％以上 減少する効果が証明されています。

■質感・艶感が通常仕様と多少異なります。

■専用見切り材、幕板等もご用意しております。部材長：3950mmまで特注対応可能です。

■クリア塗装のため、突板のロットの違いによる色差が生じます。

■納期：4週間程度です（受注生産）　

■別途消費税・送料が掛かります。

取扱樹種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

  タモ         ブラックチェリー         ウォルナット       ユーカリ 　　　タモツートン(特注)

製品情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
形状 設計価格

2021.10.14

抗ウィルス

抗菌

ウレタン

クリア塗装

艶消し

(SIAA認定)

(F☆☆☆☆)

294 30
\28,300-/枚

(￥52,800-/㎡）
1810

294 30
\42,300-/枚

(￥52,800-/㎡）
2720

リブ天井 突板 Ag (抗ウィルス・抗菌仕様)

洗練されたシャープな表情を創る『リブ天井 突板』の抗ウィルス・抗菌仕様(SIAA認定）です。

彫りの深い立体感と柾目の突板がもたらすその表情は、伸びやかで優美な印象。窓から入る自然光や照明により様々な陰影を

作り出します。SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等

の手が触れる箇所でも安心してご使用頂くことができます。

写真：リブ天井「タモ」

Ash WalnutBlack
Cherry

Eucaly

ptus

〒496-0915 　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

http://www.katagiri-meimoku.net

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL : 0567-32-0800

FAX : 0567-32-0835



寸法　： 1820 x 150 x 15　/1枚

数量　： 1ケース　6枚入り（約1.63㎡）

価格　： ￥36,900- / 1ケース（税別）  (\22,600/㎡程度）（税別）

基材　： オーク小乱尺集成材

塗装　： 抗ｳｨﾙｽ･抗菌 ｳﾚﾀﾝ着色塗装　(F☆☆☆☆)(SIAA認定)

※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。

納期　： 4週間程度（受注生産）

■製品情報

・本実加工・エンドマッチ加工付き

・天然木特有の杢目柄（キャラクター）や色のばらつきが生じます。

・小節、角欠、集成箇所の欠け有り。抜節が大きい箇所はパテ補修

  を施しておりますが、抜けの小さな箇所やリブの底面、 裏面の抜節

  の補修はありません。経年変化により表面の色が多少変化します。

・無垢材のため、割れや反りが生じる場合があります。

・別途、見切材、巾木、幕板等もご用意しております。

・積層プライ数は予告なく変更する場合があります。

・抗ウィルス加工による効果：製品に付着した特定のウィルスの数が

　24時間経過後に99.9％以上不活性化する効果

・抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間

　後に99.9％以上減少させる効果

■専用副資材

TEL　0567-32-0800　 　FAX　0567-32-0835

F☆☆☆☆対応　JAS 認定工場　天然木化粧合板　JPIC-DW93 【営業部】　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239 番地1

ISO14001 認証取得（営業部•愛西第一工場） H P : http://www.katagiri-meimoku.net/

片　桐　銘　木　工　業　株　式　会　社

  リブパネルⅡ ＜抗ウィルス仕様＞

形状

選べる6色

■製品仕様

15リブ形状

幕板 見切り 巾木

ブラック ダーク ブラウン マイルド ナチュラル ホワイト

木の温かみと直線美。

リブパネルⅡを壁面に使う

SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・

抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて

塗装を施した仕様

壁面等の手が触れる箇所でも安心です。

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

本実加工

そして、安心感。

リブパネルⅡ Ag (抗ウィルス・抗菌仕様）



・リブ形状 …ナロータイプ

・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ

・グレード …①節有仕様（国産杉無垢源平　節有）

…②プレミアム仕様（国産杉無垢源平　溝内に小節程度が入る場合あり）

・サイズ …3900 x 有効96 x 21　10枚入り/1束（3.7㎡）

・塗装 …抗ウィルス･抗菌 ウレタン着色塗装 (SIAA認定）（F☆☆☆☆）

　※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。

・設計価格 … ①節有仕様　　塗装品　￥  83,600-/束　（￥22,600- / ㎡）

… ②プレミアム　塗装品　￥105,400-/束　（￥28,500- / ㎡）

    ※特注色：近似色にて対応可能（現場塗装よりもきれいに仕上がります）

・キャラクター… 埋木（節有のみ)･パテ補修跡等有り（プレミアムにも入る場合有り)

※無垢材のため、割れや反りが生じる場合があります。

・納期 … 4週間程度

・別途、杉 柾突板貼仕様の専用見切り材、巾木等もご用意しております

※1…木が微生物や害虫から自分の身を守るために発散している物質で、これを人間が吸い込むことで自律神経が安定し活力が増すことが科学的に証明されています。

※2…木目をよく見ると、等間隔ではなく、微妙にゆらいでいる曲線であることがわかります。その独特のリズムは、「1⁄fのゆらぎ」と呼ばれています。

     「1⁄fのゆらぎ」に接すると、人は安堵感を覚え、脳波にはリラックスしていることを示す「アルファ波」が現れます。 2021.10.14

〒496-0915　愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1

愛西第一工場・営業部

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

TEL　0567-32-0800

FAX　0567-32-0835

製品仕様

     　　　                             ダークⅡ

カラーバリエーション

    ミディアムⅡ 　                          ナチュラルⅡ

国産の杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感

が特徴です。『フィトンチッドによるリラクゼーション効果※1』や『1/ｆ ゆらぎ※2』といった木の持つ癒し効果があり、立体的

な意匠と木質感に溢れた空間を演出します。

SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等の手が触れる箇所でも

安心してご使用頂くことができます。

･抗ウィルス加工による効果：製品に付着した特定のウィルスの数が24時間経過後に99.9％以上不活性化する効果が証明されています

･抗菌加工による効果：製品に付着した特定の菌の増殖を24時間後に99.9％以上減少させる効果が証明されています

写真：リブ天井lite Ⅱ（ナロータイプ）

リブ天井 liteⅡ Ag

第2回あいち木づかい表彰

製品部門 「優秀賞」 受賞

（抗ウィルス・抗菌仕様）

リブ天井liteⅡを壁面に使う

SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤

を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様

壁面等の手が触れる箇所でも安心です。



・形状 …本実目透かし
・カラー …ダークⅡ、ミディアムⅡ、ナチュラルⅡ

…抗ウィルス･抗菌 ウレタン着色塗装 (SIAA認定）（F☆☆☆☆）
 ※質感・艶感が通常仕様と多少異なります。

・グレード …節有仕様（国産杉 無垢源平 節有）
…プレミアム仕様（国産杉 無垢源平 小節程度が入る場合あり）

・サイズ …3900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束（3.9㎡）
…1900 x 有効100 x 12mm 10枚入り/1束（1.9㎡）

・設計価格 ＜⾧さ3900ｍｍ＞ ＜⾧さ1900ｍｍ＞
 ① 節有仕様  塗装品 ￥62,000-/束 （￥15,900- / ㎡）  ④ 節有仕様  塗装品 ￥33,800-/束 （￥17,800- / ㎡）
 ② プレミアム 塗装品 ￥84,000-/束 （￥21,600- / ㎡）  ⑤ プレミアム 塗装品 ￥45,800-/束 （￥24,200- / ㎡）
※特注色:近似色にて対応可能（現場塗装よりもきれいに仕上がります）
※消費税別途・送料別途 ＜断面＞

・キャラクタ－… 埋め木（節有のみ)･パテ埋め補修跡（プレミアムにも入る場合あり)等が入ります。
         赤味・白太・源平が混在します。色味もそれぞれで多少異なります。
・納期は4週間程度（※稼働状況により変動）
・見切り材、幕板、巾木等（杉柾突板貼）もご用意しております。（別途費用が掛かります）

    

2020.8.3

〒496-0915 愛知県愛西市本部田町宮ノ切239番地1
愛西第一工場・営業部

TEL 0567-32-0800
FAX 0567-32-0835

※イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

        ダークⅡ                     ミディアムⅡ  ナチュラルⅡ
       (節有・プレミアム)                 (節有・プレミアム) (節有・プレミアム)

製品仕様:抗ウィルス 抗菌 塗装仕様

カラーバリエーション

国産の杉無垢材を使用した木質感溢れる天井・壁面材です。
SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様のため、壁面等の手が触れる箇所
でも安心してご使用頂くことができます 。
･抗ウィルスによる効果:製品に付着した特定のウィルスの数が24時間経過後に99.9％以上 不活性化する効果が証明されています
･抗菌加工による効果:製品に付着した特定の菌の増殖を24時間後に99.9％以上 減少させる効果が証明されています イメージ写真

パネリング（杉）抗ウィルス･抗菌仕様

SIAA認定の銀イオン系の抗ウィルス・抗菌薬剤

を添加したウレタン塗料にて塗装を施した仕様

壁面等の手が触れる箇所でも安心です。

パネリングを壁面に使う



2022.12.1

リブ天井 突板　Ag （抗ウィルス・抗菌仕様） リブ天井liteⅡ　Ag （抗ウィルス・抗菌仕様） リブパネルⅡ　Ag （抗ウィルス・抗菌仕様） リブパネル準不燃 (抗ウイルス塗装ではありません）

姿図

断面 L1810 ・2720 x 有効幅 294 x 厚 30 L 3900 x 有効幅 96 x 厚 21 L 1820 x 有効幅149 x 厚15 L 1810 x 有効幅180 x 厚15

重さ 　　　                     6kg ・ 9kg 　（約12kg/㎡） 2kg　（約5.5kg/㎡） 2.5kg　（約9.1kg/㎡） 3kg　（約10kg/㎡）

表面 突板貼り ※リブの側面も化粧有り 杉無垢材（削り出し） オーク集成材（削り出し） タモ突板貼り（リブの立ち上がりは塗装のみ）

抗ウィルス・抗菌　ウレタンクリア塗装　（ SIAA認定 ）　 抗ウィルス・抗菌　ウレタンクリア塗装　（ SIAA認定 ）　 抗ウィルス・抗菌　ウレタンクリア塗装　（ SIAA認定 ）　 準不燃　（国土交通大臣認定　認定番号　QM-1004）

相シャクリ加工 本実加工 本実加工　・　エンドマッチ加工有 相シャクリ加工

極小さな節あり　 ① 節有仕様 ： 節有り材・パテ埋め処理／② プレミアム ：溝内部に小節程度 極小さな節・パテ補修あり 極小さな節あり　

木目の曲がり　うねりあり 赤味・白太・源平材　混合 材の境界の色差あり 木目の曲がり　うねりあり

出荷単位 1枚 単位 束単位 （10枚入/束） 束単位 （6枚入/束） 束単位 （5枚入/束）

     　 　片桐銘木工業 リブシリーズ Ag （抗ウィルス・抗菌仕様 ： SIAA認定）・リブパネル準不燃（QM-1004）  ラインナップ一覧表

イメージ

仕様

樹種
バリエーション

リブ天井liteⅡ プレミアム Ag （抗ｳｨﾙｽ･抗菌仕様 ） 28,500円/

リブ天井liteⅡ 節有仕様 Ag （抗ｳｨﾙｽ ･抗菌仕様 ） 22,600円/㎡リブ天井 突板 Ag （抗ｳｨﾙｽ･抗菌仕様 ） 52,800円/㎡

タモ

ブラックチェリー

ウォルナット

ナチュラルⅡ ミディアムⅡ

単位：ｍｍ 単位：ｍｍ
無垢一枚板を使用

※天井の下地補強必要

リブパネルⅡ Ag （抗ｳィルス･抗菌仕様 ） 22,600円/㎡

ホワイト ナチュラル

マイルド ブラウン

ダーク ブラック

オーク 集成材を使用

ユーカリ

※天井の下地補強※天井下地補強必要※別途・見切り・幕板有り ※別途・見切り・幕板有 ※別途・見切り・幕板有り

すべて（設計価格）

（設計価格）

ナチュラルⅡ ミディアムⅡ ダークⅡ

ダークⅡ

（設計価格）

※ Agリブシリーズは、抗ウィルス・抗菌塗装の特性上、質感・艶感が通常仕様と

多少異なりますので、サンプルで意匠のご確認をお願い致します。

※ケース毎で色差は生じます。

単位：ｍ

＜特注対応＞

タモ ツートン

ダイライトに突板貼り 単位：ｍ

リブパネル準不燃 （国土交通大臣認定QM-1004） 45,400円/㎡

ホワイト ナチュラル

マイルド ブラウン

※別途・見切り・幕板有り※天井下地補強必要

（設計価格）
ダーク ブラック


