
No.20-06 2020/11/2発行

ウッドテックニュース

WOODTEC  NEWS
the wall 突き板（従来商品名：リブリーピーリング・ウェルドパネル塗装品）　仕様変更のお知らせ

受注開始：12月より開始予定

このたびthe wall 突き板（従来商品名：リブリーピーリング・ウェルドパネル塗装品）の仕様を変更させていただきます。

併せまして納め部材も仕様変更をさせていただき、従来品は在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。

何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※壁・天井材は全商品を「 the wall」という一つのブランドに統合し、樹種を切り口にした商品体系に変更させていただいております。

＜変更内容と対象品種一覧＞
仕上げ塗装の艶 (ツヤ)、基材(MDF)の仕様、溝幅の変更、溝ピッチ・デザインの追加と変更をさせていただきます。

Ｆ☆☆☆☆認定が変更となります。  現状：大臣認定（MFN-3439）→ 変更後：建産協（K-002818）
仕様変更により、設計価格は１枚 700円アップとさせていただきます｡（米松もくだしは価格変更なし）

ブラックチェリーとブラックウォルナットの色味については従来品は補色していましたが、仕様変更後はクリアな仕上がりとなります。

詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

※掲載の価格は全て税抜価格

■仕様変更後の品種ラインナップ　（2020.10月発行 総合カタログ掲載） 受注は12月開始予定

樹種名 溝ピッチ 表面仕上げ 商品番号 サイズ（厚み×巾×長さ） 設計価格（枚） 設計価格（㎡）

ブラックチェリー
75mm 塗装品 WR8P29UM00-48 4.5×600×2,730㎜ ¥13,800 ¥8,430

150mm 塗装品 WR4P29UM00-48 4.5×600×2,730㎜ ¥13,800 ¥8,430

ハードメイプル
75mm 塗装品 WR8P29UM00-17 4.5×600×2,730㎜ ¥12,800 ¥7,820

150mm 塗装品 WR4P29UM00-17 4.5×600×2,730㎜ ¥12,800 ¥7,820

ブラックウォルナット

75mm 塗装品 WR8P29UM00-02 4.5×600×2,730㎜ ¥13,800 ¥8,430

150mm 塗装品 WR4P29UM00-02 4.5×600×2,730㎜ ¥13,800 ¥8,430

ランダム 塗装品 WRR-29UM00-02 4.5×600×2,730㎜ ¥15,600 ¥9,530

オーク

75mm 塗装品 WR8P29UM00-05 4.5×600×2,730㎜ ¥10,400 ¥6,350

75mm 無塗装品 WR8P290S00-05 4.5×600×2,730㎜ ¥9,100 ¥5,560

150mm 塗装品 WR4P29UM00-05 4.5×600×2,730㎜ ¥10,400 ¥6,350

150mm 無塗装品 WR4P290S00-05 4.5×600×2,730㎜ ¥9,100 ¥5,560

ランダム 塗装品 WRR-29UM00-05 4.5×600×2,730㎜ ¥15,600 ¥9,530

アッシュ
75mm 塗装品 WR8P29UM00-10 4.5×600×2,730㎜ ¥9,100 ¥5,560

75mm 無塗装品 WR8P290S00-10 4.5×600×2,730㎜ ¥7,700 ¥4,710

サペリ ランダム 塗装品 WRR-29UM00-53 4.5×600×2,730㎜ ¥15,600 ¥9,530

米松(もくだし) 溝なし 塗装品 WP100JUM 2X8 5×606×2,430㎜ ¥12,000 ¥8,150
＜注＞㎡価格は１枚価格から算出した目安の価格ですが、今回計算方法を少し変更したため、従来とは数十円の差が出ております。

■従来（仕様変更前）の品種ラインナップ 在庫がなくなり次第終了

樹種名 溝ピッチ 表面仕上げ 商品番号 サイズ（厚み×巾×長さ） 設計価格（枚） 設計価格（㎡）

ブラックチェリー
75mm 塗装品 RP2320048 4.3×600×2,730㎜ ¥13,100 ¥8,040

150mm 塗装品 RP2620048 4.3×600×2,730㎜ ¥13,100 ¥8,040

ハードメイプル
75mm 塗装品 RP2320017 4.3×600×2,730㎜ ¥12,100 ¥7,430

150mm 塗装品 RP2620017 4.3×600×2,730㎜ ¥12,100 ¥7,430

ブラックウォルナット
75mm 塗装品 RP2320002 4.3×600×2,730㎜ ¥13,100 ¥8,040

150mm 塗装品 RP2620002 4.3×600×2,730㎜ ¥13,100 ¥8,040

オーク

75mm 塗装品 RP2320005 4.3×600×2,730㎜ ¥9,700 ¥5,960
75mm 無塗装品 RP2320S05 4.3×600×2,730㎜ ¥8,400 ¥5,160

150mm 塗装品 RP2670005 4.3×600×2,730㎜ ¥9,700 ¥5,960
150mm 無塗装品 RP2670S05 4.3×600×2,730㎜ ¥8,400 ¥5,160

タモ
75mm 塗装品 RP2360010 4.3×600×2,730㎜ ¥8,400 ¥5,160
75mm 無塗装品 RP2360S10 4.3×600×2,730㎜ ¥7,000 ¥4,300

サペリ
75mm 塗装品 RP2320053 4.3×600×2,730㎜ ¥13,600 ¥8,350

150mm 塗装品 RP2620053 4.3×600×2,730㎜ ¥13,600 ¥8,350
米松(もくだし) 溝なし 塗装品 WP100J 2X8 5×606×2,430㎜ ¥12,000 ¥8,170

次ページもご覧ください。



■納め部材　変更後の品種ラインナップ　（2020.10月発行 総合カタログ掲載） 受注は12月開始予定

樹種 表面仕上げ 部材名 商品番号 サイズ 設計価格 断面図

ブラックチェリー用 塗装品

見切縁/入隅 WZK059UM00-48 9×11×2,760㎜ ¥6,600 見切縁/入隅

出隅 WZD059UM00-48 12×16×2,760㎜ ¥8,400
幕板 WZH059UM00-48 90×9×2,760㎜ ¥20,000

ハードメイプル用 塗装品

見切縁/入隅 WZK059UMHM-17 9×11×2,760㎜ ¥6,600
出隅 WZD059UMHM-17 12×16×2,760㎜ ¥8,400
幕板 WZH059UMHM-17 90×9×2,760㎜ ¥20,000

ブラックウォルナット用 塗装品

見切縁/入隅 WZK059UM00-02 9×11×2,760㎜ ¥6,600 出隅

出隅 WZD059UM00-02 12×16×2,760㎜ ¥8,400
幕板 WZH059UM00-02 90×9×2,760㎜ ¥20,000

オーク・アッシュ用

塗装品

見切縁/入隅 WZK059UM00-05 9×11×2,760㎜ ¥6,600
出隅 WZD059UM00-05 12×16×2,760㎜ ¥8,400
幕板 WZH059UM00-05 90×9×2,760㎜ ¥20,000

無塗装品

見切縁/入隅 WZK0590S00-05 9×11×2,760㎜ ¥5,600
出隅 WZD0590S00-05 12×16×2,760㎜ ¥7,400 幕板

幕板 WZH0590S00-05 90×9×2,760㎜ ¥19,000

サペリ用 塗装品

見切縁/入隅 WZK059UMSA-53 9×11×2,760㎜ ¥6,600
出隅 WZD059UMSA-53 12×16×2,760㎜ ¥8,400
幕板 WZH059UMSA-53 90×9×2,760㎜ ¥20,000

米松用 無塗装品

見切縁/入隅 WZK0590S00-11 9×11×2,760㎜ ¥5,600
出隅 WZD0590S00-11 12×16×2,760㎜ ¥7,400
幕板 WZH0590S00-11 90×9×2,760㎜ ¥19,000

■納め部材　従来（変更前）の品種ラインナップ 在庫がなくなり次第終了


