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フローリング

インフィニティ∞コート

インフィニティ∞コート

フローリング表面保護

SPSCスーパーシリコンコーティング

美しさと安全性に優れ
手軽なメンテナンスを実現する、
フロアーコーティング

フローリングの表面を保護し、美しさと安全性を保つコーティング
毎日の暮らしの基盤である、床。特にフローリングは高価なものですが傷つきやすく、また張り替えやメンテナンスは大掛かりになります。
私たちの提案する「フロアーコート」は、安全性に優れ、かつメンテナンスは簡単ですので、フローリングの美しさを長く保って頂けます。
床がきれいだと部屋全体が明るくなる。これは暮らしを明るくする一つの秘訣です。

■ フロアーコートとは

通常料金 特別価格

¥7,200/帖 ¥5,500/帖

床面が光を反射するので、部屋全体が明る

くなり、高級感を演出します。

水拭きができ、薬品や熱湯にも強く、普段
のお掃除がとってもラクです。ペットのオシッ
コにも対応！

全フローリングお申し込みの方には、

防カビ・抗菌コート（バス・トイレ・洗面・シュー
ズボックス・クローゼット・押し入れ・納戸）

７カ所サービスいたします！！

スリッパでの歩行による擦り傷やちょっとした

生活傷からフローリングを守ります。

一度施工すれば効果が長時間持続しますの
で、ワックスがけなどのメンテナンスの手間
がはぶけます。

フロアコーティングにはノンスリップ効果があ
るので、小さなお子様やペットがいても安心
です。

Ｆ☆☆☆☆ ( ホルムアルデビド規制商品登

録済 ) を使用しております。

お部屋が明るく！

水拭きOK！衛生的！

細かい傷から守る！

ワックス掛け不要！

滑りにくく、安心！

アレルギーなどの心配もいりません！

Before After

●インフィニティースーパーシリコンコート　(耐久年数・15年〜20年)

インフィニティーSDXコートとは、大気中の水分(H2O)との化学反応で被膜を形成する、スーパーセラミック
での湿気硬化式になります。塗布後のコーティング剤が化学変化する事で造膜しますので、一般の塗料や
ワックスの様に液剤の塗布量に左右される事がなく均一な結合強度の被膜ができます。

ノンスリップ F ☆☆☆☆ 水拭き OK ワックス不要 中性洗剤拭き
OK

耐用年数
15 〜 20 年

耐久性 耐水性 光沢感 メンテ
ナンス

◎ ◎ ◎ 要らない



フローリング

インフィニティ∞コート
フローリング表面保護

フロアーコーティングの
新提案！

インフィニティ∞コート

インフィニティ∞コート

DXデラックスコート

通常料金 特別価格

¥5,200/帖 ¥3,900/帖

通常料金 特別価格

¥4,000/帖 ¥2,800/帖

全フローリングお申し込みの方には、

防カビ・抗菌コート（バス・トイレ・洗面・シュー
ズボックス・クローゼット・押し入れ・納戸）

3 カ所サービスいたします！！

全フローリングお申し込みの方には、

防カビ・抗菌コート（バス・トイレ・洗面・シュー
ズボックス・クローゼット・押し入れ・納戸）

1 カ所サービスいたします！！

●インフィニティーデラックスコート　(耐久年数・5年〜7年)

スタンダードコーティングに比べ、塗膜も厚く、光沢、耐久性、耐水性に優れ、メンテナンスが効く!

●インフィニティースタンダードコート　(耐久年数・2年〜3年)

一般的なコーティング価格も安く、通常ワックスに比べ、耐久性、耐水性に優れる

ノンスリップ

ノンスリップ

F ☆☆☆☆

F ☆☆☆☆

水拭き OK

水拭き OK

ワックス不要

ワックス不要

中性洗剤拭き
OK

中性洗剤拭き
OK

耐用年数
5 〜 7 年

耐用年数
2 〜 3 年

耐久性 耐水性 光沢感 メンテ
ナンス

○ ◎ ◎ ◎

耐久性 耐水性 光沢感 メンテ
ナンス

△ ○ ○ ○



水まわり

フッ素防汚コーティング
高安全性の超微粒高分子フッ素樹脂

汚れが付きにくく、お手入れ簡単。
水まわりの汚れのお悩みも解消。

汚れが付きにくく、お掃除も簡単！ 
シミや汚れの原因を防止します
どんなに見た目や手触りが平らな素材でも必ず凹凸があります。目に見えない
凹凸にフッ素樹脂が入り込み汚れが素材に付きにくく、
付いても落としやすくします！

F ☆☆☆☆ ホルムアルデヒド規制商品登録済
に適合
財団法人 日本食品分析センターにてホルムアルデヒド・アセトア
ルデヒドは検出せずの分析試験結果。お子様からご年配の方や
ペットまで、安心して快適にご使用頂けます。

水廻りの汚れは壁・天井・人工大理石などの表面の細かい凸凹に入り込んでしまう為お手入れがとても困難になってしまいます。フッ素コーティングは超微粒

高分子フッ素樹脂が素材のミクロ単位の隙間を埋める為、水あか・汚れ、カビなどが付着しにくく付着しても簡単に落とせるようにしてくれます！！

タイルにフッ素コーティングをした場合の施工例

■ フッ素防汚コーティングとは

■ 確かな安全性 ■ 施工例

あらゆる素材にコーティング可能。
フッ素防汚コーティング剤は、超微粒高分子フッ素樹脂を使用致しておりますのであらゆる素材にコーティング可能。(素材の風合
いを損なわず自然な仕上がりです） 

キレイなうちにキレイを持続。
コーティング素材のミクロの凹凸に、超微粒高分子フッ素樹脂が入り込みコーティング層を形成しますので汚れが付きにくく落とし
やすく、日常のお手入れも簡単です。 

抗菌剤配合でカビ予防も。
フッ素防汚コーティング剤へ防カビ剤を配合しておりますので、水廻りのコーティングへ大変、適しております。水廻りの汚れ・カビを
抑制し、お手入れ簡単な住まいへ。 

■ フッ素コーティングの３つの秘密

内容 価格 詳細 追加オプション
浴室・浴槽 ¥65,000 洗い場床面を除く全ての部分

追加コーティング

１㎡あたり　特別価格 ¥4,500-
キッチン ¥45,000 天板、レンジフード、キッチンまわり全て
トイレ ¥25,000 便器、便座、タンク
洗面 ¥25,000 天板、ボウル、収納戸

Fコートパック ¥98,000 浴室・浴槽・キッチン・トイレ・洗面全てのパック



壁紙・クロス

クロスコーティング
特殊フッ素系超微粒子ポリマー皮膜

汚れてからは落としにくい
クロスの汚れを防いで
いつまでもキレイな壁面を。

クロスコーティングのメカニズム
壁のクロスコーティングは、クロス（壁紙）表面に特殊フッ素系超微粒子ポリ
マーでミクロの被膜を形成し、壁クロスを手垢や油煙・煙草のヤニなどの汚
れから長期間予防・緩和します。頑固な汚れには水拭きでお掃除も簡単に。
また、壁自体の通気性を阻害することなく壁クロスの色艶を長期間保護し、
手触りもサラサラになります！！

汚れてしまってからは落とせないクロスの汚れ。キレイなクロスは室内の美観を明るく・広く見せる効果が有ります。しかし、経年変化によ
りテレビ・冷蔵庫等の電化製品の裏の黒ずみやスイッチ廻りや玄関先の手垢の汚れ等ですぐに汚れてしまいます。また、クロスコーティ
ング剤へ抗菌剤を配合する事により脱衣所・トイレ・収納内部等のクロス部分へ発生するカビの抑制にもなります。

■ クロスコーティングとは

商品名 施工箇所 単品価格（税込） セット料金

クロスコーティングＡ

ＬＤＫ（16帖まで） ¥36,750

通常価格

¥103,950

トイレ（3帖まで） ¥12,600

洋室1室（10帖まで） ¥26,250

廊下（1本） ¥12,600

階段まわり（1本） ¥15,750

ＬＤＫ・洋室が
上記より広い場合 1帖/¥3,150追加

フルセット価格！
¥71,400（税込）



和室

白木コーティング
浸透性コート

和室の気品と風格を高める白木は、
無防備なだけに汚れやすくお手入れも大変。
日差しや汚れからしっかりガード !
日焼け・風化・劣化を防ぎ抑制し、撥水性と撥油性により白木の美し
さを長時間保ちます。
木の表面に浸透させる事で、木の美しさ・香りを妨げる事無く、手垢
や汚れなどから守ります。
無色透明ですのでコーティング後も白木本来の風合いをそこなわず美し
さを保ちます。 

■ 白木コーティングとは

■ こんな方にオススメです！

白木の風合いはデリケート。
だからそこの保護を。

和室がベランダに隣接している方
◆防水性　大きな窓があると冬場に結露で水分が白木を腐らせたりします。

白木の汚れやシミが気になる方
◆防汚性　無垢な白木は手垢や足跡などさまざまな汚れであっという間に汚れてしまいます。

窓際の白木の日焼けによる変色が気になる方
◆遮光性　無垢な白木はあっという間に日焼けで変色してしまいます。

内容 特別価格 詳細

白木全セットパック（６帖） ¥50,000- 和室１室、障子・ふすま



石材

玄関石コーティング
浸透性吸水防止コート

高級石材をシミ・汚れから守る。
石の持つ存在感をいつまでも。

浸透性吸水防止コートでは、特殊シリコンを石材の内部に浸透させることにより、水の染み込みを抑えることができます。
施工前と外観は、ほとんど変わりませんが、雨水や汚れが石材の表面に付くことはあっても、石材内部に入り込み、シミになることはありません。

■ 玄関石コーティングとは

■ 汚れ付着テスト

コーティング済み

コーティング無し

１時間後拭き取り

１時間後拭き取り

防汚 自然な風合い 劣化防止 凍結ひび割れ
防止 簡単お手入れ

内容 通常価格 特別価格

玄関 ¥12,000-/㎡ ¥9,000-/㎡



水まわり

収納 防カビ・抗菌コーティング
防カビ剤配合フッ素コート

水まわりや収納の防カビから
本当の清潔な暮らしが始まります。

見えないところ、湿気が多くお手入れが難しいところにカビは発生します。一旦発生すると、なかなか落とす事が難しく、進行すると腐食
を招くだけでなく、イヤな臭いを発生します。防カビ・抗菌コーティング処理を施す事で、カビの発生を長期的に抑え健康的な生活空間
を生み出します。特に小さいお子様のおられる方にオススメです。

浴室・洗面所・トイレ・キッチン・クローゼット・ウォークインクローゼット・押入れ・天袋・下駄箱・畳・畳下など

■ 防カビ・抗菌コーティングとは

■ 主な施工場所

内容 価格
バスタブ裏 ¥30,000

押入れ ¥30,000
キッッチン収納部 ¥30,000

クローゼット ¥30,000
シューズボックス ¥20,000

トイレ ¥30,000
洗面 ¥30,000

防カビ・抗菌コートパック ¥98,000



エコキメラ
無光触媒コーティング

INTERIOR

家が一番…

家が一番安全。
エコキメラの抗菌効果がシックハウスやアトピー等の原因物質を無害化

エコキメラが家族の暮らしを守ってくれる

家が一番安心。
気になる生活臭やお手入れのしにくい場所からの臭いを分解シャットアウト

家が一番清潔。
防汚効果によりお掃除がカンタンになり、いつも清潔に家中を保つことができます

安全
safety comfotable clean

安心 清潔

エコキメラ

エコキメラ

エコキメラ

リン酸チタニア系セラミックコート
無光触媒効果でお手入れいらずで永続的に暮らしを守る



　　

エコキメラ
無光触媒コーティング

INTERIOR

暗所でも効果を発揮する無光触媒が健康的な暮らしをサポートし続けます。
太陽光（紫外線）照射によって効果を発揮する光触媒酸化チタンを出発原料とし、それをリン酸と反応させたことで、光を全く必要としない、
暗所においても抗菌・消臭・防汚などの効果を発揮する画期的な無光触媒、それがリン酸チタニアです。大阪市（大阪市立工業研究所）
共同特許　抗菌・防カビ［特許番号：3829640］。このリン酸チタニアを製品化したものがエコキメラ ® シリーズです。

ホルムアルデヒド、VOC（揮発性有機化合物）
のシックハウス、シックスクールの原因物質や
硫化水素、アセトアルデヒド等を分解し、居住
空間等の大気浄化をし、いやな臭いを分解しま
す。また、光の届かない暗所においてもその効
果は永年にわたり発揮されます。

トイレ・喫煙室・病院の消臭・抗菌

アメリカンフットボール更衣室の消臭施工例 船底のコケ・藻・貝の付着防止

カビテスト
FW-10 15cc/㎡噴霧 ２週間経過

カビテスト
FW-10 15cc/㎡噴霧 ２ヶ月経過

マンション外壁コンクリート
親水性による防汚効果

施工済

未施工

施工直後 5年後
未施工

施工済

汚れにくく、汚れても水で洗い流せて、キレイを
いつまでも持続します。イオン伝導性による帯
電防止効果により、汚れを寄せつけません。負
荷が多い場合、若干汚れても水拭きか水洗い
で汚れを落とします。

普段目に見えない暗所や湿気が多いところに
は、カビが繁殖します。においや腐食を招き、時
には人体にも影響を与えると言われるカビはぜ
ひとも防ぎたいもの。そんな厳しい環境でもカビ
の育成をSTOPします。

日本が、そして世界が認めた実力をぜひお試し下さい！
環境と人、両方に安全性が認められた「エコキメラ」は、各調査機関にて実証し、数々の特許を取得しています。
その実力は、確実性と持続性、そして安全性を併せ持ちます。まさに、暮らしを守るパートナーと言えるでしょう。

【抗菌防カビ】
地方独立行政法人・大阪市立工業研究所 共同特許
特許番号「3829640」

【シックハウス症候群の対策 他】
特許番号「4235741」

【消臭剤の製造方法】
特許番号「4119963」
特許番号「4119964」

製品特長

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

消臭・抗菌 防汚 防カビ



カーテン・カーテンレール
カーテン・カーテンレール

INTERIOR

風と光と共存するカーテンで
お部屋のスタイルアップ

光をコントロールし、風の流れを表現する。お部屋に必要不可欠なカーテンにもっとこだわりと機能性を持ったスタイルをご提案します。
主要メーカーのおしゃれでかわいい、自分のお部屋にあったカーテンでスタイルアップしてください。

20% OFF

25% OFF

45% OFF

25% OFF

オーダーカーテン／ブラインド（一部除く）
標準小売価格より

オーダーカーテン（一部除く）
標準小売価格より

ブラインド（一部除く）
標準小売価格より

　カーテンレール（一部除く）
標準小売価格より

カーテンを選ぶ際に、カーテンレールも同時に合うものをぜひ選んでください。スタイルに応じたものが様々に展開されています。
こだわりのスタイルを実現するには必須アイテムです。

■ カーテン

■ カーテンレール

無料お見積！ ぜひご相談下さい !



縁なし壁掛けミラー
インテリア鏡

INTERIOR

W30xH60cm
¥18,000-（取り付け費込）

直径 60cm
¥25,000-（取り付け費込）

■特注鏡施行例

W30xH35cm
¥10,000-（取り付け費込）

W45xH60cm
¥12,000-（取り付け費込）



無料お見積！ ぜひご相談下さい !

腰壁パネル「腰壁くん」
腰壁パネル

INTERIOR

デザイン性を持ち、丈夫な「腰壁くん」。
特にお子様やペットのおられるご家庭に人気です。
安全・清潔・快適を実現した腰壁パネルですので、お子様がおもちゃでキズつけたり、ペットの引っ掻きやそそうから壁を守ります。
デザイン性にも優れ、高級感をより一層引き立てます。

製品特長

耐傷性や防汚性に優れた
オリジナル製品です。



壁ガードデラックス
室内壁プロテクション

INTERIOR

清潔空間で清潔にお洗濯
洗面所（洗濯機置き場）周辺は湿気に対する配慮が大切です。 特に洗濯機の裏側・側面のクロス壁面はなかなかお手入れが行き届か
ないものです。
汚れるとやっかいな、クロスを剥がし、カベガードを直接壁面に貼り付けます。いつまでも壁を傷めず、清潔さを保ちます。 
◎メラミン樹脂製・不燃化粧板（タイル模様）材を使用していますので、防火性能、耐水性に優れ、 傷がつきにくい、汚れ落としが簡単です。

◎仕上げは角部にプロテクターを取り付け、隙間をコーティング材で充填して仕上げますので、湿気にも安心です。

美しい…お手入れ簡単
パネルサイズのため、目地の汚れがなく、さっと拭くだけで美しさがよみがえります。 表面層には鏡面仕上げのメラミン樹脂を使用しています。 

製品特長

1面 2面 3面 4面1面 2面 3面 4面

1面 2面 3面 4面1面 2面 3面 4面

１面
¥40,000-（取り付け費込）

3 面
¥80,000-（取り付け費込）

2 面
¥60,000-（取り付け費込）

4 面
¥90,000-（取り付け費込）

内容 特別価格

洗面台　片面 ¥45,000-

洗面台　両面 ¥70,000-

その他キッチンなど水廻り、
ぜひご相談下さい ! 無料お見積！ 



吊り戸棚
吊り戸棚

INTERIOR

GS シリーズ　木製扉・木製キャビネット

価格は全て取り付け費別

GK シリーズ　木製扉・木製キャビネット

ミドルペア

ベビーブルー

ライトグレー

リリーホワイト

W150xD36.7xH50cm
¥35,000

W75xD36.7xH50cm
¥21,500

W120xD36.7xH50cm
¥26,000

W60xD36.7xH50cm
¥20,500

W180xD36.7xH50cm
¥36,000

W105xD36.7xH50cm
¥25,300

W45xD36.7xH50cm（扉は右開きのみ）

¥12,500

W165xD36.7xH50cm
¥35,500

W90xD36.7xH50cm
¥22,000

W30xD36.7xH50cm（扉は右開きのみ）

¥12,000

サンウェーブ



けいそうモダン天井
コート天井

INTERIOR

室内環境の改善には天井材がお勧めです。
壁面に比べ天井は面積が広く、気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇するため、効率よく各機能が発揮されます。キズがつき
にくく機能性に優れる天井材は子供部屋や台所にもおすすめです。

高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材　
四国化成　けいそう
モダンコート天井 [リフォーム対応 ] 
販売価格 :¥2,500/㎡〜 ¥3,500/㎡ ( 税込 )
高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。
少し骨材が粗めです。

●悪臭分解機能 （室内空間の各種、生活臭を吸着分解する機能です）モ
ダンコート天井用の場合 15 分で体臭やペット臭を 99％吸着分解します。

●調湿機能（常に室内空間を快適な湿度に保つ機能です）
　吸放湿性 121グラム／ m2
●ホルムアルデヒド吸着分解機能
　（有害なホルムアルデヒドを吸着する機能です）
　珪藻土の特長を一番発揮できる所は”天井”です！

○主成分  珪藻土、炭素繊維、砂
○標準所要量  2,000ｇ／ 3.3m2
○標準塗厚：  2.0 〜 2.5mm（模様付けの種類により異なる）
○梱包単位  （塗れる面積は、模様付けにより異なります）
○塗り付け方法  鏝使用
○模様付けバリエーション 鏝波仕上げ　模様無し仕上げ 
 
防火商品

製品特長

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

四国化成



販売価格

¥1,500/㎡〜 ¥3,500/㎡ 

けいそうモダン内装
コート内装

四国化成

INTERIOR

けいそうモダン内装
高い吸放湿性でお部屋を快適に！梨子地肌の美しい仕上がり。
高い吸放湿性と悪臭吸着分解機能を持つ天井材もあります。

けいそうモダンコートフラット
高級感のあるしっくい調の仕上がり

けいそうジュラックス土壁
伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。

けいそうモダンコート内装シルキー
なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。

けいそうモダンコート直塗り
炭素繊維配合で、ひび割れに強く石膏ボードに直塗りOK！

無料お見積！ ぜひご相談下さい !



エコカラット
壁面パネル

INTERIOR

多彩な「色」「柄」「質感」から自由にチョイス
エコカットの商品バリエーションは、「色」「柄」「質感」どれも豊富。シンプル、エレガント、高級感 ･･････。
住む人の好みにあわせて、室内空間をさまざまに彩ります。

エコカラットとは？
微細な孔をもつエコカラットは“呼吸する内装壁材”です。

「エコカラット」は、粘土鉱物などの微細な孔を持つ原料を焼成した内装壁材
です。エコカラットの微細な孔は、湿気を吸ったり吐いたりするのに適した大きさ
に設計されていて、室内の湿度が高くなるとこの孔が湿気を吸収して湿度を下
げ、逆に湿度が低くなると湿気を放出して潤いを与えます。夏場のジメジメや
冬場のカラカラも、この吸放湿機能によって、自然に調節できるわけです。

製品特長

【デザインパッケージ】 【ベーシックタイプ】 【モザイク・ボーダー】 【異形状セット】

空間を簡単に美しく変身させる
「エコカラット デザインパッケー
ジ」。ちょっとしたアクセントを加
えるだけでプライベート空間は大
きく変わります。

くせのない色調・素材感で、コー
ディネートの幅が大きく広がる
ベーシックシリーズ。洋風・和
風ともに、たくさんのバリエーショ
ンが揃っています。

石やレンガなど本物の質感にこだ
わったシリーズ。凹凸が美しい陰
影を醸し出します。高級感、洗
練性、モダン…、どのテクスチャー
も高品位な仕上がり感です。

石をモチーフにした大きさが異な
るものを組み合わせた高級感あ
るシリーズ。玄関やリビングなど
のアクセント壁として演出します。

INAX

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

販売価格

¥12,800/㎡〜



窓ガラスフィルム
窓ガラスフィルム

INTERIOR

窓ガラスは家具やフローリングの日焼けの原因となる紫外線を透過してしまい、さらには地震や台風による飛散や、侵入者による破損の
危険があります。
窓ガラスフィルムは日焼けの原因となる紫外線をカットし天災や侵入者によるガラス破損を防止します。

紫外線はフローリン
グや 家 具などの日
焼けの原因となりま
す。ガラスフィルム
は可視光線（明るい
光）は通し紫外線の
みシャットアウトしま
す。紫外線カット率
は 99％以上です。

ガラスフィルムは太
陽光線に含まれる熱
やまぶしさを緩和しま
す。 夏場の冷房効
果が良くなるだけで
なく、窓際で太陽が
まぶし過ぎて日中に
カーテンやブラインド
をしめて蛍光灯を照

らすなどのムダを省き、電気代の節約・省エネにつながります。
ガラスだけの時より室内に入る熱をさえぎります。

製品特長

UV カット効果 エコ冷暖房効率アップ

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

販売価格

¥12,000/㎡〜



防犯・飛散防止フィルム
窓ガラスフィルム

INTERIOR

飛散防止フィルムを貼っておくと、ガラスが割れてしまっても破片が
飛び散らないので鋭いガラス片によるケガなどの心配がなくなります。

大きい地震のたびに建物のガラス窓が大量に割れる事故が報告され
ています。とくに1978 年の耐震基準改正前に建築されたビルに多い

【硬化性パテ止めのはめごろし窓】は地震の揺れを吸収できずに破
損しやすいとされています。

●ガラス破りの代表的な３つの手口を模した防犯性能試験をお
こなって､ 破られにくさを検証しています。

●〔にじ破り〕〔打ち破り〕〔焼き破り〕に対し、貫通に要する
時間を長引かせることが可能です。
防犯性能試験結果（防犯性能の高い建物部品目録掲載基
準の防犯性能試験）

日焼けによる色あせを大幅に抑制します。
紫外線を 99％以上カット。 日焼けによる色あせを大幅に抑制
します。
紫外線は、家具やカーペットなどの色あせの原因。 人の皮
膚や遺伝子に悪影響があることもわかってきました。
飛散防止フィルムは、UV-AとUV-B を 99% 以上もカット。 
有害な紫外線を窓際でブロックします。

地震や物が当たって窓ガラスが割れた場合、飛び散った破片で
ケガをしてしまう二次災害が起きます。ガラスフィルムは飛散防
止効果でガラスが割れた時に飛び散らないようになっています。 

着色性がないので、ショーウインドーにも使えます。
透明度の高いフィルムベースと長期間にわたって変色しにくい
粘着剤を使用しているので、ガラスに貼ってあることが気にな
らない、透明度の高い仕上がりが得られます。

製品特長

防犯効果

UV カット 飛散防止

可視光線透過率が高く、窓の明るさを損ないません

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

販売価格

¥23,000/㎡〜



備長炭シート
備長炭シート

INTERIOR

多孔質で吸湿性に優れた木炭。その特性をシート状にしました。湿度が高いと水分を吸着し、低いとその水分を排出して室内の
湿度調節を行います。特にコンクリートに囲まれたマンション等の住宅など、湿気がたまり排出しにくい畳の下に最適。効果は半永久なの
で面倒な畳を上げての乾燥が必要なく大掃除の仕事が一つ減ります。また空気の浄化や消臭効果、さらに遠赤外線効果、マイナスイオ
ン効果等で室内を爽やかに快適にします。

備長炭につく微生物が空気の汚れた成分や有害な不純物を
分解し、浄化するので炭は空気のクリーナーです。
備長炭シートは湿気を吸収し、乾燥してくれる性質を持っ
ています。
室内に置くだけで湿度調節の働きをします。湿度調節す
る事で悪臭の原因となるカビ・ダニ・細菌・害虫などの
発生を防ぎ、また、空気中に悪臭も吸着し抜群の消臭
効果があります。

備長炭シートはメンテナンス要らず！
備長炭シートは市販の調湿シートのように定期的に天日干しをする必要はありません。基本的に一度備長炭シートをお敷きいただくと、畳下の空
気の入れ替えの天日干しは必要なく、敷いたままで大丈夫です。
また、備長炭シートは繰り返しお使いいただけますので、畳の張替え時やリホーム時にはシートを破かないよう注意して下さい。

製品特長

施行方法と効果

施工後のお手入れ方法

販売価格

¥9,500/㎡〜



フロアーリペア
床補修

INTERIOR

あきらめていませんか？フローリングのキズ
張替え費用の約 1/4 で済みます！

基本作業費　（0.5㎡まで）　30,000 円
　　　　　　（0.5㎡以上）　ご相談下さい



ウォールシール
壁用ステッカー

INTERIOR

もっとインテリアを楽しみ、そしてワクワクする空間作りへ。
「綺麗でお洒落な部屋に住みたい！」「子供に楽しいと思わせる家にしたい！」これは、誰もが求める部屋への要望と言えるでしょう！
家具、照明、雑貨、カーテン、ラグなどには豊富なバリェーションがあり、価格も幅広く設定されています。
しかし、壁に関しては、当然壁紙を選ぶという事は可能ですが、全面に貼るにあたり家具の移動や相当な費用が発生します。
また、賃貸住宅などでは張り替える事自体が不可能な環境がほとんどです。こうした状況で、既存の壁紙に貼るだけで部屋の雰囲気を
変える事ができます。新鮮で創造的なアイテムとして、「楽しいお部屋に！」必要なアイテムになるでしょう。

製品特長

内容 参考価格
SS (100x100mm) ¥500
S (300x300mm) ¥1,500
M (600x600mm) ¥3,500
L (950x950mm) ¥6,000

LL (1,200x1,200mm) ¥12,000
商品により価格が異なりますので詳しくはお問い合わせ下さい。



交換用換気扇フィルター
換気扇フィルター

KITCHEN

取付枠 交換用フィルター
（通常パック）

交換用フィルター
（サービスパック）

型番 サイズ（mm） 1 枚販売価格 入数 販売価格 入数 販売価格

R 297 × 342 ¥3,570 14 ¥5,670 30 ¥11,340

RS1 297 × 350 ¥3,570 14 ¥5,670 30 ¥11,340

SM1 297 × 375 ¥4,095

RM1 297 × 390 ¥4,095 14 ¥5,670 30 ¥11,340

RM2 297 × 400 ¥4,095

S1 372 × 348 ¥4,095 14 ¥6,300 30 ¥12,600

C1 297 × 297 ¥3,570 14 ¥5,670 30 ¥11,340

サービスパック
取付枠 ３枚まで、交換用フィルター30枚 ¥18,000-



ワールドウォーター
浄水器

KITCHEN

アメリカの厳しい水質基準をクリアしたお墨付の浄水器です。 水の飲用だけでも健康づくりに役立ち、食材を美味しく引き立てます。また、 
60℃のお湯も通せる設計になっています。

※蛇口のタイプにより取り付け不可な場合もございますので、
　お気軽にご相談下さい。

製品特長

販売価格

¥98,000-（取付アダプター付き）



物干金物
物干金物

Exterior

【伸縮式】ベランダ手すり側での物干しをもっと便利に。
洗濯物を高い位置で干せるポールスライド機能を採用。お日様をしっかりあてたい…という願いをかなえます。

【固定式】軒天にも今までとは違うスマートデザインの物干を…
そうしたニーズに応え、使いやすさとデザイン性を両立させました。ラインナップも豊富で、さまざまな場所に対応します。

製品特長

¥28,000 〜

¥18,000 〜

内容 販売価格

アルミ物干ポール　（伸縮166〜300cm） ¥1,280-

アルミ物干ポール　（伸縮216〜400cm） ¥1,780-

ステンレス物干ポール　（伸縮170〜300cm） ¥780-

ステンレス物干ポール　（伸縮220〜400cm） ¥880-



テラス・ベランダタイルユニット
タイルユニット

Exterior

ナチュラルカラーのタイルを敷けば、ベランダが第二のリビングに早がわり。
手軽なユニット式タイル「セライージー」を敷いたナチュラルで明るいバルコニー。
インテリアと調和する色を選べば、リビングの続きのよう。水はけがよく足元も快適に過ごせます。

TFU-150M/LCT-303 10 ユニット入りで販売 297×297
×厚み 17㎜　タイルは 150 角外床タイプ　磁器質

製品特長

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

販売価格

¥23,000/㎡〜



物置（小型・中型・大型）
物置

Exterior

ドアタイプ小型物置 全面開口で出し入れラクラク
ドアタイプ小型物置（収納庫）。

中・大型物置 豊富なバリエーションで用途に
合せて選べる中・大型物置。

小型物置 小さいスペースをムダにしない
小型物置（収納庫）。

W75xD50xH112cm
¥32,800 〜

W163xD207.5xH151cm
¥127,800 〜

W91xD63.7xH160cm
¥57,800 〜

イナバ物置



ベランダウッドデッキ
ウッドデッキ

Exterior

ベランダを「ほっとひといきつける場所にする」ならウッドデッキ。ひとクラス上質の空間作りをお手軽に生み出します。

製品特長

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

販売価格

¥12,000/㎡〜



カーポート
カーポート

Exterior

プレシオスポート

プレシオスポートワイド

カーブポートシグマⅢ

【参考価格例】標準施工費込
１台分　ポリカーボネイト板・標準枠

¥166,500 〜

ご注意下さい！
ご自分で手配され、施行してみたら家に当たり
しっかりと施行できない。などのご相談が多発し
ております。確実に安心してご使用していただく
ために、
必ず前もって、現場下見、お見積の
お問合せをお願いいたします。



表札
表札

Exterior

表札は大切な家の顔です！　お客様のご希望をお聞かせ下さい！
表札の素材やデザイン・書体や取り付方法まで徹底的にこだわった、オリジナル表札を製造・販売しております。

表札をもっと個性的に取付けたい・・・そんな想いから出来た表札ブランドです。
ご自宅の印象は、表札１つでまったく変わります。インテリアやガーデニングのように、表札選びを楽しんでみませんか。　
マンションの画一的な玄関周りの空間を、あなたらしい個性的な表札で演出してください。
取付は、オリジナルの取付金具を使用。　取付け・取外しも簡単に行って頂けます。（意匠登録商品）
会社事務所の看板もお気軽にご相談ください。住宅リフォームの表札など適切な取付方法も検討させて頂きます。
・・・ホームセンター・東急ハンズ・ロフト等では販売を行っておりません。

製品特長

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

W200xH200xD15mm
¥29,800 〜

W180xH80mm
¥13,000 〜

W180xH80mm
¥14,000 〜

W200xH200xD15mm
¥29,800 〜

W180xH180mm
¥18,000 〜



ガーデングッズ
ガーデングッズ

Exterior

製品ラインナップ

ネスト　ロング 高さ29cm 
（植木鉢・受け皿セット） 

¥8,316-

ネスト　ミドル　φ24cm 
（鉢・プランター・鉢カバー）

¥4,389-

ネスト　ミドル　φ12cm 
（鉢・プランター・鉢カバー）

¥1,155-

アピス　プランター
（ハンドル付）

¥1,470-

味わい深い天然籐の素材感。G-story 
ラタンウォールハンギングバスケット S 

¥735-

壁面を飾る深底タイプのハンギング。
G-story フラワーバスケット 
アーモンド ウォール 

¥2,940-

直植えが楽しめるヤシマット付き。G-story 
フラワーウォールバスケット L 

¥1,680-

アピス ウォールハンギングボックス
(ヤシマット付） 

¥3,150-

高さを活かしたレイアウトが楽しめます。
G-story フラワーボックススタンド 

¥6,300-

【蚊取り/蚊除け】
【ガーデン・殺虫ソーラーライト】
明るい庭を演出！ ソーラー ステンレス 
ブリッツライト(LED) 

¥4,200-

【エアコン/屋外/木製室外機カバー】
ルーバー式室外機カバー

¥8,400-

【エアコン/屋外/鉄製室外機カバー】
スチール＆ウィッカー 
エアコン室外機カバー

¥12,600-

【輸入ガーデン雑貨・エントランス
ドアストッパー ストレッチングキャット

¥4,200-

【輸入ガーデン雑貨・エントランス】
ドアストッパー スタンディング ドッグ

¥4,200-

ガーデンブーツ ショート メンズ用 M

¥3,990-
ガーデンブーツ ショート レディース用

¥3,990-

MEN's LADY's



ガーデングッズ
ガーデングッズ

Exterior

製品ラインナップ

G-Storyアリシャ （クラシカルスタチュー

¥2,940-
G-Storyフィオーナ
 （クラシカルスタチュー）

¥5,040-

ソーラー アプローチライト(照明) 
4個セット

¥2,730-

充電式グラスティーライト キャンドル 
4個セット

¥5,250-

シェードオーニング ロングタイプ 
モカ 200×240mm

¥4,830-

シェードオーニング 
グリーン 200×240mm

¥5,460-

シェードオーニング バルコニー 
モカストライプ 80×180mm

¥2,520-

ハンギングスタンド　
アンティークリーフ（大）

¥4,725-

シェルフ　ミーティア　2段

¥7,875-

シェード オーニング バルコニー 
モカ 180×80mm

¥2,520-

花はさみ＆園芸万能はさみセット

¥8,610-
高枝はさみ ユニバーサルカッター

¥15,750-
フィスカース　ジョウロ

¥6,300-



庭まわり
庭まわり

Exterior

製品ラインナップ

オーニング
日よけ、雨よけ、省エネ、室内の保護など暮らしを豊かにいろど
るオーニング。オーニングを取付けることでゆとりある空間が生ま
れ、住宅のイメージも大きく変わります。日よけ効果で省エネにも。

ファインステージ II
100％リサイクル素材を使用した環境にやさしいハイブリッド・デッ
キ材。やさしい木の質感ながら長期間腐食しにくい優れた耐久性
と耐候性を備えています。メンテナンスも簡単で安心してご使用
いただけます。

木樹脂シリーズ
自然木の持つ味わいを満喫させる木樹脂シリーズ。豊富なデザ
インバリエーションが揃い、 木樹脂シリーズ商品とコーディネート
が楽しめます。

無料お見積！ ぜひご相談下さい !

W180xD90cm　¥82,000 〜 W180xD150cm　¥125,000 〜

W270xD180cm　¥130,000 〜

トステム・YKK・新日軽など

工事費・施工費込み



〒592-8349 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町東 3-228-1
TEL. 072-263-4445 FAX. 072-263-4447

※当パンフレットに掲載の価格は全て税込み価格となります。
※当パンフレットに掲載の写真は商品イメージで、実際とは異なる場合がございますので予めご了承下さい。詳しくは担当者にお問い合わせ下さい。




