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ウッドテックニュース

床材 価格改定のお知らせ

このたびフローリング（床材）全般につきまして、価格改定を実施させていただきます。

床材製品の主原料である合板価格の高騰を受け、弊社内でのコスト吸収だけでは難しい状況となり、

誠に申し訳ございませんが、価格を変更させていただくことになりました。

何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜床材価格の変更＞

実施日：２０１８年４月１日（出荷分）より

対象商品：床材全般　

　・ライブナチュラル プレミアム （スタンダード・ラスティック・デザイン・Ｌ４５）は、価格変更はありません。

　・アネックス ＮＴ-Ｓ・ＮＴ-Ｗ・ＮＴ-Ｓスーパー６・ＮＴ-Ｓ石目柄 は、価格変更はありません。

　・同商品の中でオーク・ホワイトオークは、単板原価アップもあり、他品種より値上げ幅を大きくさせていただいております。

値上げ金額：床材１ケースあたり、３～１５％程度のアップとさせていただきます。

　　　　　　　　詳細につきましては、次ページからの価格改定一覧表をご覧ください。
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＜価格改定一覧＞ 実施日：２０１８年４月１日（出荷分）より

■戸建住宅用・マンション二重床用

商品番号 変更前価格 ※税別 変更後価格 ※税別

　ライブナチュラル ブラックチェリー HVN20048MP ￥45,000/梱（坪） ￥48,000/梱（坪）

　プラス ハードメイプル HVN20017MP ￥43,000/梱（坪） ￥46,000/梱（坪）

ブラックウォルナット HVN2002WNMP ￥45,000/梱（坪） ￥48,000/梱（坪）

オーク HVN20005MP ￥43,000/梱（坪） ￥48,000/梱（坪）

ブラックチェリー HVN30048MP ￥43,000/梱（坪） ￥46,000/梱（坪）

ハードメイプル HVN30017MP ￥41,000/梱（坪） ￥44,000/梱（坪）

ブラックウォルナット HVN3002WNMP ￥43,000/梱（坪） ￥46,000/梱（坪）

オーク HVN30005MP ￥41,000/梱（坪） ￥46,000/梱（坪）

ブラックチェリー HPC10048M ￥44,000/梱（約1坪） ￥47,000/梱（約1坪）

　ライブナチュラル シカモア HPC10047MT ￥44,000/梱（約1坪） ￥47,000/梱（約1坪）

　エクストラワイド ハードメイプル HPC10017M ￥41,000/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

ブラックウォルナット HPC10002NM ￥44,000/梱（約1坪） ￥47,000/梱（約1坪）

バーチ HPC10049M ￥41,000/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

ホワイトオーク HPC10005M ￥41,000/梱（約1坪） ￥47,000/梱（約1坪）

ブラックチェリー HTP20048M ￥38,000/梱（坪） ￥41,000/梱（坪）

シカモア HTP20047M ￥38,000/梱（坪） ￥41,000/梱（坪）

ハードメイプル HTP20017M ￥36,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

ブラックウォルナット HTP20002NM ￥38,000/梱（坪） ￥41,000/梱（坪）

バーチ HTP20049M ￥36,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

　ライブナチュラル ホワイトオーク HTP20005M ￥36,000/梱（坪） ￥41,000/梱（坪）

ブラックチェリー HTP30048M ￥36,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

シカモア HTP30047M ￥36,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

ハードメイプル HTP30017M ￥34,000/梱（坪） ￥37,000/梱（坪）

ブラックウォルナット HTP30002NM ￥36,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

バーチ HTP30049M ￥34,000/梱（坪） ￥37,000/梱（坪）

オーク HTP30005M ￥34,000/梱（坪） ￥39,000/梱（坪）

孟宗竹 HOP30088M ￥34,000/梱（坪） ￥37,000/梱（坪）

　ライブナチュラル カリン HTP30037NM ￥53,000/梱（坪） ￥56,000/梱（坪）

サペリ HTP30053NM ￥38,000/梱（坪） ￥41,000/梱（坪）

ブラックチェリー HVS2P0048M ￥35,500/梱（坪） ￥38,500/梱（坪）

シカモア HVS2P0047M ￥35,500/梱（坪） ￥38,500/梱（坪）

ハードメイプル HVS2P0017M ￥33,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

ブラックウォルナット HVS2P0002NM ￥35,500/梱（坪） ￥38,500/梱（坪）

バーチ HVS2P0049M ￥33,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

　ライブナチュラル ホワイトオーク HVS2P0005M ￥33,500/梱（坪） ￥38,500/梱（坪）

ブラックチェリー HVS30048M ￥33,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

シカモア HVS30047M ￥33,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

ハードメイプル HVS30017M ￥31,500/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

ブラックウォルナット HVS30002NM ￥33,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

バーチ HVS30049M ￥31,500/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

オーク HVS30005M ￥31,500/梱（坪） ￥36,500/梱（坪）

ブラックチェリー HSP30048 ￥33,000/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

　ライブナチュラル シカモア HSP30047 ￥33,000/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

　スーパー６ ハードメイプル HSP30017 ￥31,000/梱（坪） ￥32,500/梱（坪）

ブラックウォルナット HSP30002 ￥33,000/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

バーチ HSP30049 ￥31,000/梱（坪） ￥32,500/梱（坪）

オーク HSP30005 ￥31,000/梱（坪） ￥34,500/梱（坪）

３Ｐタイプ

（サイレックスα塗装品）

３Ｐタイプ
（ピュアハード塗装品）

３Ｐタイプ

３Ｐタイプ

（ピュアハード塗装品）

２Ｐタイプ

３Ｐタイプ

（ピュアハード塗装品）
１Ｐタイプ

２Ｐタイプ

対象商品名 品種名（樹種名）

（ピュアハード塗装品）

（ナチュラルマット塗装品）
２Ｐタイプ



＜価格改定一覧＞ 実施日：２０１８年４月１日（出荷分）より

■戸建住宅用・マンション二重床用

商品番号 変更前価格 ※税別 変更後価格 ※税別

パールホワイト色 HVS3A0151M ￥30,000/梱（坪） ￥33,000/梱（坪）

ディープブラウン色 HVS3A1551M ￥30,000/梱（坪） ￥33,000/梱（坪）

イノセントビーチ色 HVS3IB45M ￥29,000/梱（坪） ￥32,000/梱（坪）

　エアリス-α ニューセイントメイプル色 HVS34345M ￥29,000/梱（坪） ￥32,000/梱（坪）

　ニューフォルテ ニューアフリカンチェリー色 HVS33045M ￥29,000/梱（坪） ￥32,000/梱（坪）

アメリカンウォルナット色 HVS32045M ￥29,000/梱（坪） ￥32,000/梱（坪）

ナチュラル・ベージュ色 HVS30505M ￥28,000/梱（坪） ￥31,000/梱（坪）

カジュアル・イエロー色 HVS37305M ￥28,000/梱（坪） ￥31,000/梱（坪）

カジュアル・ブラウン色 HVS36205M ￥28,000/梱（坪） ￥31,000/梱（坪）

パールホワイト色 HC3A0151J ￥23,000/梱（坪） ￥26,000/梱（坪）

ディープブラウン色 HC3A1551J ￥23,000/梱（坪） ￥26,000/梱（坪）

イノセントビーチ色 HC3IB45J1 ￥22,000/梱（坪） ￥25,000/梱（坪）

　エアリス-α ニューセイントメイプル色 HC34345J1 ￥22,000/梱（坪） ￥25,000/梱（坪）

　スーパー６ ニューアフリカンチェリー色 HC33045J ￥22,000/梱（坪） ￥25,000/梱（坪）

アメリカンウォルナット色 HC32045J ￥22,000/梱（坪） ￥25,000/梱（坪）

ナチュラル・ベージュ色 HC30505J ￥21,000/梱（坪） ￥24,000/梱（坪）

カジュアル・イエロー色 HC37305J ￥21,000/梱（坪） ￥24,000/梱（坪）

カジュアル・ブラウン色 HC36205J ￥21,000/梱（坪） ￥24,000/梱（坪）

イノセントビーチ色 HFV4IB45J1E ￥25,500/梱（坪） ￥27,000/梱（坪）

ニューセイントメイプル色 HFV44345J1E ￥25,500/梱（坪） ￥27,000/梱（坪）

　エアリス-α ニューアフリカンチェリー色 HFV43045JE ￥25,500/梱（坪） ￥27,000/梱（坪）

　ＥＧ－ＨＯＴ アメリカンウォルナット色 HFV42045JE ￥25,500/梱（坪） ￥27,000/梱（坪）

ナチュラル・ベージュ色 HFV40505JE ￥24,500/梱（坪） ￥26,000/梱（坪）

カジュアル・イエロー色 HFV47305JE ￥24,500/梱（坪） ￥26,000/梱（坪）

カジュアル・ブラウン色 HFV46205JE ￥24,500/梱（坪） ￥26,000/梱（坪）

イノセントビーチ色 SOL4IB45J1E ￥22,000/梱（坪） ￥23,500/梱（坪）

ニューセイントメイプル色 SOL44345J1E ￥22,000/梱（坪） ￥23,500/梱（坪）

　エアリス-α ニューアフリカンチェリー色 SOL43045JE ￥22,000/梱（坪） ￥23,500/梱（坪）

　カラーフロアＳＯＬ アメリカンウォルナット色 SOL42045JE ￥22,000/梱（坪） ￥23,500/梱（坪）

ナチュラル・ベージュ色 SOL40505JE ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

カジュアル・イエロー色 SOL47305JE ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

カジュアル・ブラウン色 SOL46205JE ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

　アネックス ブランオニキス柄 HAS1A901E ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

　サニタリー エクルオニキス柄 HAS1A902E ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

グレースセルペ柄 HAS1A903E ￥21,000/梱（坪） ￥22,500/梱（坪）

　アネックス ブランオニキス柄 HAS2A901E ￥11,600/梱（約半坪） ￥12,600/梱（約半坪）

　サニタリー455 エクルオニキス柄 HAS2A902E ￥11,600/梱（約半坪） ￥12,600/梱（約半坪）

グレースセルペ柄 HAS2A903E ￥11,600/梱（約半坪） ￥12,600/梱（約半坪）

３Ｐタイプ

４Ｐタイプ

４Ｐタイプ

（特殊化粧シート）

（サイレックスα塗装品）

３Ｐタイプ

対象商品名 品種名（色調名・柄名）

（サイレックスα塗装品）

（サイレックスα塗装品）

（サイレックスα塗装品）

（特殊化粧シート）



＜価格改定一覧＞ 実施日：２０１８年４月１日（出荷分）より

■マンション直貼り用 　

商品番号 変更前価格 ※税別 変更後価格 ※税別

　ライブナチュラル ブラックチェリー HLPW0048L4N2 ￥58,500/梱（約1坪） ￥60,000/梱（約1坪）

　ネダレス145 ハードメイプル HLPW0017L4N2 ￥56,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

ブラックウォルナット HLPW0002L4N2 ￥58,500/梱（約1坪） ￥60,000/梱（約1坪）

ホワイトオーク HLPW0005L4N2 ￥56,500/梱（約1坪） ￥60,000/梱（約1坪）

　ライブナチュラル ブラックチェリー HLP0048L4K ￥56,000/梱（約1坪） ￥57,500/梱（約1坪）

　ネダレス95 ハードメイプル HLP0017L4K ￥54,000/梱（約1坪） ￥55,500/梱（約1坪）

ブラックウォルナット HLP0002L4K ￥56,000/梱（約1坪） ￥57,500/梱（約1坪）

オーク HLP0005L4K ￥54,000/梱（約1坪） ￥57,500/梱（約1坪）

ブラックチェリー HLBF0048L4K ￥50,000/梱（約1坪） ￥51,500/梱（約1坪）

　ライブナチュラル ハードメイプル HLBF0017L4K ￥48,000/梱（約1坪） ￥49,500/梱（約1坪）

　ネダレスHLBF ブラックウォルナット HLBF0002L4K ￥50,000/梱（約1坪） ￥51,500/梱（約1坪）

ホワイトオーク HLBF0005L4K ￥48,000/梱（約1坪） ￥51,500/梱（約1坪）

ホワイトアッシュ HLBF0051L4K ￥48,000/梱（約1坪） ￥49,500/梱（約1坪）

サペリ HLBF0053L4K ￥52,000/梱（約1坪） ￥53,500/梱（約1坪）

ニューイノセントビーチ色 LLBVIB45L4K ￥43,500/梱（約1坪） ￥45,000/梱（約1坪）

　エアリス-α ニューセイントメイプル色 LLBV4345L4K ￥43,500/梱（約1坪） ￥45,000/梱（約1坪）

　ネダレスLLBV ニューアフリカンチェリー色 LLBV3045L4K ￥43,500/梱（約1坪） ￥45,000/梱（約1坪）

アメリカンウォルナット色 LLBV2045L4K ￥43,500/梱（約1坪） ￥45,000/梱（約1坪）

ナチュラル・ベージュ色 LLBV0505L4K ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

カジュアル・イエロー色 LLBV7305L4K ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

カジュアル・ブラウン色 LLBV6205L4K ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

チェリー柄 HRTA501L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

ナット柄 HRTA502L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

メイプル柄 HRTA503L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

クリアオーク柄 HRTA504L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

クリアマロン柄 HRTA505L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

ホワイトマロン柄 HRTA506L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

スモークマロン柄 HRTA507L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

シカモア柄 HRTA508L4K ￥39,500/梱（約1坪） ￥41,000/梱（約1坪）

　 ブラックチェリー HLBW0048L5 ￥56,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

　ライブナチュラル ハードメイプル HLBW0017L5 ￥54,500/梱（約1坪） ￥56,000/梱（約1坪）

　ネダレス145 ブラックウォルナット HLBW0002L5 ￥56,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

ホワイトオーク HLBW0005L5 ￥54,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

ホワイトアッシュ HLBW0051L5 ￥54,500/梱（約1坪） ￥56,000/梱（約1坪）

サペリ HLBW0053L5 ￥58,500/梱（約1坪） ￥60,000/梱（約1坪）

　ライブナチュラル ブラックチェリー HLS20048N2 ￥56,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

　ネダレス95 ハードメイプル HLS20017N2 ￥54,500/梱（約1坪） ￥56,000/梱（約1坪）

ブラックウォルナット HLS20002N2 ￥56,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

オーク HLS20005N2 ￥54,500/梱（約1坪） ￥58,000/梱（約1坪）

パールホワイト色 HLK2A0151N2 ￥50,500/梱（約1坪） ￥52,000/梱（約1坪）

　エアリス-α ディープブラウン色 HLK2A1551N2 ￥50,500/梱（約1坪） ￥52,000/梱（約1坪）

　ネダレス95 イノセントビーチ色 HLK2IB45N2 ￥49,500/梱（約1坪） ￥51,000/梱（約1坪）

セイントメイプル色 HLK24345N2 ￥49,500/梱（約1坪） ￥51,000/梱（約1坪）

アフリカンチェリー色 HLK23045N2 ￥49,500/梱（約1坪） ￥51,000/梱（約1坪）

アメリカンウォルナット色 HLK22045N2 ￥49,500/梱（約1坪） ￥51,000/梱（約1坪）

　アネックス EBオレフィン　チェリー柄 URHA501R ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

　直貼りレイヤーシステムEBオレフィン　ナット柄 URHA502R ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

EBオレフィン　メイプル柄 URHA503R ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

EBオレフィン　ホワイトマロン柄 URHA506R ￥42,500/梱（約1坪） ￥44,000/梱（約1坪）

　フロア
Ｌ４５

Ｌ４５

（サイレックスα塗装品）

Ｌ４５

Ｌ４０

Ｌ４０

（サイレックスα塗装品）

Ｌ４５

（ピュアハード塗装品）

品種名（樹種名・色柄名）

Ｌ４５

（ピュアハード塗装品）

（サイレックスα塗装品）

　アネックスＮＴ

　直貼り

（特殊化粧シート）

Ｌ４５

（サイレックスα塗装品）

Ｌ４０

（サイレックスα塗装品）

商品名


