Attention
レッドウッド商品に関する注意事項

①ご注意下さい
・一般特性について
レッドウッドは、防腐、防蟻性においては薬剤注
入することなく、
ご利用頂けると同時に収縮性能
も極めて高い木材です。
（ P11・性能データ参照）
また、無垢材のため調湿、断熱効果にも優れてい
ます。
しかしながら、天然木材のため吸湿、乾燥を
繰り返すことで、伸縮や反りが起こることもありま
す。
これらは、
ご使用される場所の気候、風土によ
り条件が違ってきます。
くぎなどの金物は、
ステン
レス品または上質メッキ品以外のものをご使用
になると、金物との接触部分が変色する場合がご
ざいます。

・グレードルールについて
レッドウッドの 仕 様 は 、米 国 C R A（ C a l i f o r n i a
Redwood Association）のグレードルールを採用
しています。日本の等級基準とは基本的には異な
ります。そのため、お客様の感覚として欠点と思わ
れる部分が入る場合もございます。
その場合は、資

●乱尺で輸入しております。各商品ごとに即納で

●レッドウッドを保管の際は、雨や湿気、現場や

きるように在庫をしておりますが、
ご希望の長

倉庫内で発生するホコリ、鉄やコンクリートの

さの在庫が不足している場合があります。
その

粉塵など、材の変色等の発生原因となる場合

際は、
他の長さでのご検討をお願いします。

がありますのでご注意下さい。尚、現場での保

●天然木のため、材料のロスをあらかじめ見込んで下

管の場合は、下にビニールシートを敷いて上

さい。ロス率は目安として15％前後とお考え下さい。
●商品は、サンプルや写真と木目、色合いなどが

部にも直接雨水等がかからない様にして下さ
い。

異なる場合があります。
●経年変化により変色します。
（他樹種に比べ変
色するまでのスピードが早い点、予めご了承

⑤サイズについて

下さい。）
これは含有成分であるタンニンが表
面に出てくるためですが、機能上の問題はご
ざいません。又、強酸、強アルカリに瞬時に反
応（黒く変色）
します。施工、保管の際は充分注
意してモルタル等からの接触をさけて下さい。
●お届けにあたりましては、充分注意をしており

●インチ単位の寸法をmm単位に換算しています
ので、実寸と若干差異がある場合がございます。
また、CAH、CHのグリーン材に関しては乾燥に
よって材の寸法が若干縮む場合があります。

ますが、お間違えの無いように、上記確認事項
を必ず注文書にご明記下さい。
●ご注文につきましては、FAXにてお願い致します。

⑥外壁ご採用にあたって

源の有効活用の観点からも、切り使い等でのご使
用をお願いします。
クリアー・オール・ハートの中
に、稀にクリアーグレードが混入して出荷される場
合がありますが、米国の格付けでは、クリアー・

●レッドウッド外壁材は水切りのご使用をおすす

③納期について

オール・ハート・アンド・クリアーとして許容されて
います。従って、白太材の返品はご容赦下さい。

りにし、木と同系列の色のものをご使用下さい。
●納期は、受注後約1週間となります。
（ 詳しくは
お問い合わせ下さい。
）

②オーダー前に必ずご確認下さい

め致しております。特に他の部材を組み合わせ
て使用する際、ステンレス製で充分な幅の水切
塗装は施工前に実部分、端部を含め6面に行っ
て下さい。レッドウッドとモルタルの組み合わ

●各種路線便、チャーター便（4t、10t）があります。いず

せ、2階部レッドウッド外壁1階部が白色のように

れも商品車上渡しとなります。また、数量により発送

雨によって染み出した天然成分の付着が目立つ

方法（各種路線便、チャーター便）が異なります。

色のご採用もおすすめ致しておりません。

●各種路線便の場合、PM4：00までのご注文分の
●ご注文前には、
必ずP12の表にて用途、
グレード、
木目、
サイズ、
表面仕上などの確認をお願い致し
ます。尚、輸入材につき為替変動・現地の情勢等
によって、予告なしに価格及び仕様を変更する
場合がございます。
最新の情報は、
ホームページ
にて更新しておりますのでご確認下さい。
●ご注文前には、必ず在庫の確認をお願い致し

出荷日を翌々営業日とさせて頂きます。尚、時間
指定はお受けできかねますので、
ご容赦下さい。
●チャーター便につきましては、お問い合わせ下
以降とさせて頂きます。
●運送業者へ引き渡し後の納期遅延等、不測時
責任は負いかねますので、
ご了承下さい。

ます。場合によっては欠品している商品もござ

●パネル材の納入時の長さは、基本的に2〜3種

さでの出荷も承ります。
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材の確保は行ないません。発注書を頂戴して
からの材の確保とさせて頂きます。
また、発注
週間とし、
それを超える場合は別途書面にて更

④保管について

のランダム（定尺結束）で、平米数での出荷と
なります。在庫があり、少量の場合は定尺の長

●随時お見積りを致します。尚、見積り時点では

書を受領してからの材の確保期間は最長で2

います。
●最低出荷ロットは1本、1束（1ケース）からとなります。

⑦ご注文について

さい。尚、お引き取りはご注文日の翌々営業日

新依頼をお願い致します。確保期間が計30日
を超える場合は一旦白紙とさせて頂く場合も
ございます。

●保管は、風通しのよい屋根のあるところで横置
きにして下さい。

●材の確保は書面ベースでの先着順にお受けし
ております。

●ご発注は書面でお願いしております。書式等は
貴社ご利用の書式で結構です。

●弊社提携倉庫（愛知県名古屋市）
でのお引取り
も対応致します。
また、事前にお引取り時刻を

●ご指定サイズ在庫欠品の場合はサイズの変更

お知らせ頂くとお待たせすることなくお車への

をお願いする場合があります。
カットはお受け

（お
積込みが可能です。
よろしくご協力下さい。

致しておりませんので予め御了承下さい。

引取受付時間 9：00〜12：00、13：00〜16：30）

●発注キャンセルについては後述の＜発注キャ

● 長さが2200mmを超える（ 地 域 によっては

ンセルについて＞の項をご参照下さい。
●加工も別途承ります。詳細については後述＜加
工について＞の項をご参照下さい。

3600mmを超える）商品は提携運送会社都合
上、チャーター扱いとさせていただく場合がご
ざいます。
●配送地域により路線便対応が困難な場合がご
ざいます。その際はチャーター扱いとさせてい

⑧出荷について

ただく場合がございます。
予めご了承下さい。
●数量、納材先住所変更の場合は運送費再お見
積りとなります。

●在庫有の場合・・・御入金確認日（売掛は発注
書受理日）の翌々営業日以降の出荷
※可能な限りご要望にお答え致しますが、出荷能
力の問題から3営業日後以降の対応とさせて
頂く場合もございます。
●在庫無の場合・・
・入荷待ち

●運送会社都合上、地域・時期によって運送所要
日数が通常日数に加え1〜2日程度かかる場合
があります。
●弊社の責めに帰さない事由による納入遅延
（天災、輸送中の事故、運送会社都合等）に関
する補償等は一切お受け致しておりません。

・最小出荷単位は1束、1本からです。
・梱包形態は箱入り、
ダンボール巻き、パレット、
ビ
ニールケースのいずれかです。尚、お引取りの
場合は原則として梱包は致しません（梱包済の

⑩クレーム・返品について

商品を除く）
。
●運送費は別途申し受けます。お引取もご対応し
ております。

ター便等）。尚、運送は外部委託のため車上渡し

キャンセル料を頂戴する場合があります。詳細
については下記ご参照下さい。
●下記時間は弊社に到着した時間を元に算出さ
せて頂いております。
よろしくご理解賜ります
ようお願い申し上げます。
●受注加工品については、キャンセルは一切お
受けできません。

〈発注キャンセル料〉
・出荷前々営業日17：30まで
発注キャンセル料無料
・出荷前々営業日17：31〜出荷前日17：30まで
ご発注金額（税抜）の10％
・出荷前日17：31〜出荷前まで
ご発注金額（税抜）の30％
・出荷後キャンセル
ご発注金額（税抜）の30％＋運送費実費
・受注生産品・加工品の場合
材料費＋加工費＋搬入費
・チャーター便手配の場合
上記金額＋チャーター便キャンセル料実費

曲がり等に関するクレームは応じかねます。
ご連絡下さい。弊社の責めによる場合は速や

⑫加工について

かに代替品の発送手配を行ないます。商品の
性質上やむを得ない内容に関しては代替品

●運送費別途申し受けます（各種路線便、チャー

●発注キャンセル（書面で願います）については

●施工後の商品の割れ、伸縮、反り、
カッピング、
●施工前に不具合等が判明した場合は直ちに

⑨運送について

⑪発注キャンセルについて

のご提供やご返金は致しかねる場合もござ

●各種加工仕上げも承ります。詳細はお問い合
わせ下さい。

います。

とさせて頂いており、荷揚げ作業等は致しており
ません。運送会社により、4t車両が進入できない
と判断された場合は、進入可能な場所での車上
渡しとなる場合があります。予めご了承下さい。
●運送費の見積り依頼の際にはできる限り詳細
な納材先住所をお知らせ下さい。お知らせい
ただけない場合は運送費お見積りを致しかね
る場合がございます。
●時間指定はチャーター便のみお受け致しております。
チャーター便到着時刻はご要望に沿うよう努力致しま
すが、時刻調整をお願いする場合もございます。
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カリフォルニア・レッドウッド施 工 要 領 書
カリフォルニア・レッドウッド
（以下、
レッドウッド）
は天然の無垢材です。
保管・施工については充分な注意が必要となりますので以下、
注意点を参照しご使用下さい。
1）商品の納材時

2）商品の保管について

3）商品の施工箇所について

4）施工時の注意点

5）経年変化について

6）メンテナンスについて

FLOORING

テラシスフローリングについて

1.商品の納材時
※レッドウッドは針葉樹で比較的柔らかい木製品となりますので、荷受や商品移動の際には充分注意してお取り扱
い下さい。
※商品到着時に納材明細や数量が正しいか、重大な破損箇所が無いかの確認をお願い致します。24時間を越えた
場合のご連絡については、運送保険の適用外となります。
また、盗難の可能性、現場内での破損の可能性があ
りますので基本的に新規ご注文としての処理となります。

一般住宅＆店舗

FLOORING

※商品の梱包材は中身を守る為の物となります。中身商品の破損無き梱包のみの破損について返品や交換は
承っておりません。

2.商品の保管について
※現場や倉庫での保管では桟木やパレットを使用して、
地面に直接置かないようにして下さい。
※外部に保管する場合も上記と同等に地面から離し、夜露や雨に濡れない様に防水性の高いシートをかけて、
レッ
ドウッドが水に濡れない様に養生をして下さい。

店

ドが付着した場合も、成分（タンニン）がそれらを黒く汚す場合がございますので、
コンクリートの土間上でのレッ

舗

FLOORING

※レッドウッドに含まれる成分（タンニン）は酸性、
アルカリ性物質に反応し黒く変色します。又、両物質にレッドウッ
ドウッドの保管や、鉄製品をレッドウッド上に置いての保管は行わないで下さい。

3.商品の施工箇所について
※本商品は日本国内における難燃、防火の処理を施していない無垢の板材となりますので防火区域や準防火区域
では使用ができません。22条指定区域につきましては、建築区域所轄の建築主事の推奨する構造を遵守するよ
内装パネル

PANELING

うお願い致します。
※レッドウッドは酸性、
アルカリ性の物質に反応し黒く変色することがあります。
また、降雨等により水分を吸収すると
木口や節の部位からタンニンが赤黒い液状になって流出します。
また木の表面に浮いてくることもあります。例えば
壁面の1階壁部分がモルタル（アルカリ性）仕上げ、2階壁面がレッドウッド壁材仕上げ（2階、1階が逆の場合も）
等
のデザインはどちらかの仕上げ面が黒く汚れる場合がありますので推奨致しません。
モルタルの箇所がガルバリ
ウム鋼板（酸性）等の鉄製品に変わっても同等の症状が発生する場合がございます。
※レッドウッドのデッキ材を使用したカーポート兼2階建てデッキを施工する場合は、降雨の際に水が車にかから
ないような水養生を構造に反映させて下さい。車の塗装にシミを残す場合がございます。
※境界フェンスとしてコンクリートブロックやコンクリート擁壁（アルカリ性）上にレッドウッドを施工する場合、降雨によ
るタンニンの流出でコンクリート部分が黒く汚れる場合がございます。
もしご使用される場合はコンクリート部に
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撥水剤を塗布して水が染み込まない様な処理を行って下さい。

材〉

1／事前チェック
●商品到着時にご注文内容に基づいた数量がお手元に届いたか必ずご確認下さい。

REDWOOD

〈壁

カリフォルニア・レッドウッド

4.施工時の注意点

●商品到着時に重大な破損が無いかをご確認頂き、重大な破損を発見した場合は24時間以内に各担当者までご
連絡下さい。24時間以上経過した場合は破損材の交換は承っておりません事ご了承下さい。
●商品自体に重大な損傷が見受けられない梱包資材の破れや傷については、交換等の対象外となります。

●現場や倉庫での保管の際は水のかからない場所で桟木や台木の上に保管し地面には直接置かないで下さい。

2／下地施工
●柱、間柱、胴縁は乾燥した反りの無い物を使用し、下地合板上に防水シートを貼り、防水シート上に胴縁を
303mm〜455mm間隔で施工して下さい。

FLOORING

で傷を付けない様に十分注意してお取り扱い下さい。

テラシスフローリングについて

●当該商品は木製（無垢）にて損傷し易い為に荷受け時のフォークリフトやレッカーのワイヤー、荷吊りロープ等

●外壁の窓周りは防水シート上に防水テープで水が入り込まない様にしっかりと水養生を行って下さい。
●胴縁は通気胴縁等を使用して頂くとより下地と羽目板が乾燥し不具合の起きる可能性が減少します。

3／施工

合、
胴縁間隔に合わせて切り落として下さい。
●#711/MGは縦貼り・横貼りが可能です。横貼りの場合は雄実を上に向けて施工して下さい。#477/MGは横貼り
専用の商品です。

一般住宅＆店舗

●#711/MG・#477/MGは様々な節が含まれる為、主観によって材料を切り使いして下さい。
カットして施工する場

FLOORING

●天然無垢、節有り、辺材を含む為、色柄が異なります。施工前に仮並べを行い風合いのバランスを確認して下さい。

●下記断面図の様に材料の表面に釘打ちをして下さい。#711/MGは幅方向に2ヶ所、胴縁箇所に釘打ちを、
#477/MGは幅方向で厚みのある箇所に一か所の釘打ちにて接着剤併用で施工して下さい。
●当該商品にはエンドマッチ（木口の実加工）が付いていません。木口を付き付ける場合は、厚み断面方向に斜
め45度で斜切りして木口同士をコーキングで施工し、重ね合わせ、幅方向に対して2箇所、
フィニッシュネイルで

店

FLOORING

留めて下さい。

●無垢外壁、施工途中での降雨は当該商品の反り、膨らみの原因と成りますので清潔なブルーシート若しくは養生
シート等で雨水がかからない様（特に木口部）
しっかりと養生を行って下さい。

舗

4／養生

内装パネル

PANELING

横貼り
＃711/MG

横貼り
＃477/MG

縦貼り
＃711/MG
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〈デッキ〉
※デッキ床板をCH2×6（38×140）
幕板をCH2×6（38×140）
根太をCH2×4（38×89）
のダブル（束を挟み込んで
使用）
、束やデッキ手摺り柱をCH4×4（90×90）にてご使用下さい。
※根太ピッチは600mm〜900mm以内で施工して下さい。
※床板に対して幅方向2箇所をコーススレッドビスで根太に留めて下さい。
※束は直接地面に接することのないように施工して下さい。
（束石等をご使用下さい。）

FLOORING

テラシスフローリングについて

※標準施工例

5.経年変化について
一般住宅＆店舗

FLOORING

※レッドウッドは紫外線や降雨等により、使用をしていくと経年変色が現れます。最初は色が抜け、その後黒ず
み、
最終的にシルバーグレーとなります。使用環境により経年変色の時期や状態は異なります。
※経年変色が現れても表面のコンマ数ミリが変化を起こしているだけで、中身は新築時と同じ綺麗な元の素材
の色を残しています。故に経年変色による構造上の問題はございません。
※レッドウッド等の無垢材は外部に長年使用しますと表面の細かな干割れ、木口割れを起こします。
また割れの
発生する時期は選ぶ事ができません。

6.メンテナンスについて
店

FLOORING

※レッドウッド壁材やデッキ材に付いた汚れや埃は先の柔らかい箒（ほうき）や布で落として下さい。1年に1度は
柔らかいスポンジで水洗いを行って下さい。
その際に高圧な水流での水洗いは行わないで下さい。

舗

※再塗装は使用する塗料メーカーが推奨する年数で行って下さい。平均的な再塗装時期は2年に1度となります。
塗装前には塗装部分の水洗いを行い、1週間乾燥させた後に塗料を塗る様にして下さい。
※長年使用しますと木が痩せ、ビスや釘の頭が浮いて来ます。必要に応じてビスの増し締めや釘の打ち直しを
行って下さい。
※レッドウッド材は部分交換が可能です。材の裏側まで達するような割れが生じた場合はその箇所の部材を交換
するようにして下さい。
※細かな表面のひび割れや木目が立つささくれが生じた場合は、市販の紙やすりで角を落とし滑らかに仕上げ

内装パネル

PANELING
DATA

施工要領書
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て下さい。ひび割れの度合いが気になるようでしたら市販のウッドパテをご使用下さい。

REDWOOD

カリフォルニア・レッドウッド

縦貼り・横貼り

FLOORING
一般住宅＆店舗

FLOORING
店

舗

FLOORING

内装パネル

PANELING

出隅

テラシスフローリングについて

入隅

出隅

入隅

入隅
出隅

入隅
出隅

♯711/MG
♯711/MG
♯477/MG

出隅・入隅

※出隅や入隅に役物を使用する場合は、
CHデッキ材を加工の上ご使用下さい。

DATA

施工要領書
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無垢内装パネル（BPMT、RC88-、RC12VG、YC10VG、DF10VG）
1.事前チェック
●商品到着時に、
ご注文の商品内容・数量を必ずご確認下さい。
施工後の商品取替や損害の請求はお受けできません。
●当商品は木製（無垢材）にてフォークリフトやレッカーのワイヤー、荷吊りロープ等で傷をつけない様に充分注

FLOORING

テラシスフローリングについて

意して取り扱いをして下さい。
●現場・倉庫での保管は桟木、台木の上に保管し地面には直接置かない様にして下さい。
●商品到着時に重大な破損がある場合、現場内破損と見極める為、商品到着後24時間以内に弊社担当者宛
にご連絡下さい。24時間を経過した場合の破損材交換は承っておりません事をご了承下さい（現場内事故の可
能性が否めない為）。

2.下地施工
●柱・間柱・胴縁は乾燥した反りの無いものを使用し、303mm〜455mm
（1尺〜1.5尺）間隔で仕上げて下さい。
●無垢内装パネルを施工する箇所には5.5mm以上の合板を捨て貼りして下さい。又、捨て貼り合板同士の隙間は
一般住宅＆店舗

FLOORING

2mm程度空けて施工して下さい。
捨て貼り合板の継ぎ目は同じ位置にならない様に千鳥貼りをして下さい。
●捨て貼りした合板上に柱・間柱・胴縁の位置を墨出しして下さい。

3.仮並べ
●天然無垢材は、一枚一枚の木目、色、節の位置や節の大きさが異なります。故に施工前に仮並べをして、色・木目・
割付のバランスを確認して下さい。
●BPMTは開梱後、直ちに施工して下さい。

店

FLOORING

舗

4.施工
●現場での塗装をする場合は、必ず施工前に行って下さい。
施工後の塗装は、材の伸び縮みで不都合が生じる場合があります。
●無垢内装パネル裏全体に、接着剤（ウレタン系接着剤）を塗布し壁に貼り付けて下さい。
●合板下の胴縁位置に合わせ、
フィニッシュネイル（推奨25mm〜30mm）
を雌実に45度の角度で打っ
て下さい。打つ箇所は各胴縁に行うと、
より強固に貼る事ができます。
●樹 種 により無 垢 内 装 パ ネ ル 材 の 柔らか さが 異 なる為 、フィニッシュネ イル を 打 つ エア工 具

内装パネル

PANELING

（フィニッシュネイラー）の釘打ち深さを調整して下さい。
フィニッシュネイルの頭が木表面から出過ぎ
ず、
食い込み過ぎず、水平である事が理想です。
●雄実を雌実に差し込む際は湿気の吸湿による材の伸び縮みを考慮し、若干0.3mm（夏季多湿時）〜0.5mm
（冬季乾燥時）程度の隙間を空ける様にして下さい。決して当て木をして叩き込まない様にして下さい。

5.施工後
●天井材に使用した場合は基本的に必要ありませんが、腰板、壁材に使用した場合は養生を行って下さい。
●養生シートは、厚みとクッション性のある中芯原紙を特殊強化フィルムで両画貼りしたサンドイッチ構
造の物をご使用下さい。

DATA

施工要領書

●養生テープは無垢内装パネルには直接貼り付け無い様にして下さい。無垢内装パネルに直接貼ります
と、
粘着糊が表面に残ったり、木繊維が剥がれたりする恐れがあります。
●腰板、壁材の全体を養生シートで覆うようにして下さい。無垢内装パネルが一部露出しますと、
日射に
より他部分との色違いが発生致します。
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無垢フローリング各種

施工断面図
捨張合板（12mm以上）

スペーサー

10mm程度の隙間

た上で「返品」や「商品の入れ替え」等の対応をさせて頂きます。ただし、施工後の「返品」や「クレーム」等に付いては一切
お受けできませんのでご了承下さい。
※商品の性質上やむを得ない内容に関しては代替品のご提供を致しかねます。

一般住宅＆店舗

※納入した商品に品質上の問題があった場合や、お気づきの点等があった場合は必ず施工前にご連絡下さい。状況確認し

FLOORING

重要 ご注意下さい

FLOORING

接着剤

部屋の隅部分
サッシュ・敷居・
巾 木・壁 際 など
の施工は突き
つけではなく差
込で施工して下
さい。

テラシスフローリングについて

フロア釘
ステープル

フローリング

REDWOOD

対象商品

カリフォルニア・レッドウッド

フローリングの推奨工法 下張り工法（捨張り工法）

※フリーフロア
（置き床）
等で下地合板がしっかりと固定されていない場合は、
当該フローリングが無垢本来の湿気吸湿による
動きに対し追随出来ずに、
スペーサーでの隙間クリアランスの如何に関わらず合板が浮き上がり、
大きな膨らみと成る場合
がございます。
下地合板を根太等にしっかりと固定できる工法でご使用頂けるようお願い致します。
※部屋の隅部分、
サッシ、敷居には当該フローリングを突き付けず、必ず隙間を確保し施工して下さい。

特徴が許容できない場合、無垢材のご使用はおすすめできません。
※床下の湿度が高くなりやすい地域（田んぼ、海、河川沼沢等の近く）や、床下換気が充分にできない場所での施工はお避

舗

により材の伸長が発生します。又、反りや干割れ、色の変化などの経年変化が発生する場合もございます。
それら無垢材の

店

※無垢材は、年間を通じて湿気の吸湿により伸び縮みします。冬場には乾燥することにより材の縮み、夏場には吸湿すること

FLOORING

※無垢材に適した工法・施工を採用されていない場合のクレームは一切お受けする事ができません。

け下さい。
フローリング材の暴れ、
突き上げ、
床鳴り等の要因となることがあります。

1.事前チェック

●当該フローリングの保管は、室内にて雨水等で濡れない場所で保管して下さい。
●歪みを防ぐ為、水平な場所で保管して下さい。
●施工前には当該フローリングを開梱して1週間ほど現場の湿度に馴染ませて下さい。
（ボルドーパインシリーズは除く）

内装パネル

●商品に重大な破損等がある場合は、商品到着後24時間以内に弊社担当者宛にご連絡下さい。

PANELING

●商品到着時に、
ご注文の商品内容・数量を必ずご確認下さい。施工後の商品取替や損害の請求はお受けできません。

●ボルドーパインシリーズは、開梱後、即座に施工をして下さい。

2.施工 下地12mm厚以上の耐水合板（JAS認定F☆☆☆☆）
を捨張り

●捨張り合板の継目が同じ位置にならない様に千鳥張りして下さい。又、合板の継目は3mm〜5mm程度の隙間を空けて、
根太ボンドと釘を併用し施工して下さい。

DATA

●根太材は45mm ｘ 45mm以上のKD材、反り曲がりの無い物をご使用下さい。

施工要領書

●床下からの湿気や下地の凸凹（不陸）の無い様、対策を講じて下さい。
（下地条件：含水率8％以下）

●ピアノや冷蔵庫、薪ストーブ等の重量物を置く場所は、根太や束、大引きを増やす等の対策を講じて下さい。
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3.施工 推奨の接着剤・塗布方法／推奨の釘・打ち込み方法
●接着剤はウレタン系接着剤等のF☆☆☆☆取得フローリング施工用を接着剤メーカーの使用説明書に従ってご使用下さい。
●幅150mm以上の当該フローリングの場合は、
エポキシ樹脂系2液タイプをご使用下さい。
（推奨品：コニシボンドE350R・オオシカ EP-72

等）

●接着剤を塗布する場合、下地合板にクシ目ゴテ等を使い、
しっかりと目が立つように万遍なく塗布して下さい（500g〜
700g/㎡）。
その際に実（サネ）
部には接着剤が入らない様に塗布して下さい。実（サネ）
部に接着剤が入りますと床鳴り
の原因になる場合がございます。
●釘は保持力のある接着剤付きステープルやスクリュー釘をご使用下さい。
アピトン材はスクリュー釘をご利用下さい。

FLOORING

テラシスフローリングについて

●釘は300mmピッチで雄実（オザネ）部に斜め45度の角度で打ち込みます。
ステープル・スクリュー釘は捨張り合板の下
の根太まで届く様施工して下さい。釘の頭が出てしまった場合は、ポンチ等で叩いて打ち込んで下さい。
●釘・ステープル打ちの際は下地捨張り合板の継目に掛からない様にして下さい。継目に釘・ステープルが入りますと床
鳴りの原因になる場合がございます。
●下地捨張り合板の継ぎ目とフローリング材の継ぎ目が重ならない様にして下さい。

4.施工 無垢材施工の注意点
●当該フローリング施工前には捨張り合板上を掃除しゴミ・埃を取り除いて下さい。又、下地の捨張り合板が濡れている
場合は施工せず、十分な乾燥が確認出来るまで施工しないで下さい。

一般住宅＆店舗

FLOORING

●無垢材は色にバラつきが有りますので、施工前に仮並べを行い色彩バランスを確認した上で施工を行って下さい。
●当該フローリングは「3.施工」に基づき推奨接着剤と推奨釘を併用して施工して下さい。
●当該フローリングは無垢材となり吸湿による伸び縮みがありますので、材と材の間にスペーサーにてクリアランスを設け
る必要が有ります。又、当該フローリングとの接合部の壁・サッシ・敷居へは突き付けず10mm程度の隙間を空けて施工し
て下さい。敷居に差し込めない場合は、当該フローリングを差し込めるよう別途加工を敷居に施す必要が有ります。
●スペーサー
（0.3mm、0.8mm）の2種類を別途ご用意しております。
ご要望のお客様はお申し付け下さい。

店

FLOORING

舗
内装パネル

PANELING

品 番
CO150
CO110
OW15MU
OW15RG
OW15KL
OW15UV
STOUT
CO200
WM19MU
#140MG
#140BR
#140BL
#140HH
#140WD
#140SA
#140GY
AP1411

夏

冬

0.3mm×2枚重ね

0.3mm×1枚

0.8mm×1枚

0.3mm×2枚重ね

0.8mm×1枚

0.8mm+0.3mm 各1枚

※左表は目安となります。
現場状況に応じて調整願います。

●当該フローリングは、いずれかのスペーサーを300mm程度ピッチで挟み込み、雄実（オザネ）部に当て木をして十分に
叩き込み「3.施工」に沿った糊付け・釘打ちをして施工して下さい。
●スペーサーを使用しての施工後に直ちにスペーサーを外して下さい。時間が経つと目が詰まりスペーサーが抜け辛く
なる場合があります。

5.施工後

DATA

施工要領書

●施工後は表面保護の為、直ちに床面を掃除し通気性のある養生シートを全面に敷いて、養生テープで止めて下さ
い。その際、小石・ゴミ等が残っていますと表面の傷の原因となります。又、養生テープは当該フローリングに直接貼ら
ないで下さい。塗装の剥がれや、のりの付着、
フローリング材表面の剥がれの原因となります。
●養生中、床面に塗料・水等の液体をこぼした場合は、速やかに拭き取り、当該フローリングに付着していない事を確認
し、
付着があった場合速やかに拭き取って下さい。
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無塗装品及び通常塗装品、
床暖房対応塗装品

1.使用上の注意点

あります。必ずマット等をご使用し、砂ホコリが入らないようにして下さい。砂ホコリが入った場合は、速やかに掃除機など
でゴミやホコリを除去した後、可能な限り乾いたやわらかい布やモップでの乾拭きでお願いします。汚れがとりにくい場合
は堅く絞った雑巾でふき取って下さい。
●無垢フローリングは水分を嫌います。水をこぼしたり、雨の日などで水がかかった場合は直ちに乾いた布で乾拭きして下さい。
水に濡れたまま放置することでシミや変色だけでなく、かびの発生やフローリングの膨張による膨れや反りの原因となります。

FLOORING

●人の出入りが多い場所では、砂ホコリによって塗装面に傷つくことがあり、
このキズにより、塗装面が取れやすくなる場合が

テラシスフローリングについて

〈無塗装及び通常塗装品〉

REDWOOD

対象商品

カリフォルニア・レッドウッド

フローリングのご使用とメンテナンス

●キャスター付の台車や椅子・テーブル等は表面材を損傷する恐れがありますので引き摺りなどによって傷を付けないよう充分気を
つけて下さい。
また、椅子やテーブルの脚部には市販のフェルト製クッション材を貼付けることで、キズやへこみ防止に役立ちます。
●暖房器具の熱風や直射日光は直接当たらないようにして下さい。天然木フローリングは直射日光の紫外線や照明器具等に

●無垢フローリング上で、ホットカーペットをご使用することはお避け下さい。表面の割れ、
フローリングの縮みを引き起こす
要因となります。

〈床暖房対応塗装品〉

一般住宅＆店舗

立つようになる場合があります。

FLOORING

より変色することがあります。太陽光の直射はカーテンやブラインドで遮って下さい。置敷カーペットによっても色違いが目

●床暖房使用時にはフローリングの上にじゅうたん・カーペット等の敷物を敷かないで下さい。また、家具等の設置もできるだけお
避け下さい。熱こもりによる色やけや表面の割れ等不都合が生じやすくなります。
●無垢フローリングは水分を嫌います。水をこぼしたら速やかに拭き取って下さい。
●床暖房とホットカーペットを同時に使用しないで下さい。
店

FLOORING

舗

2.日常のお手入れ
●日ごろのお手入れは掃除機で清掃後、乾いたやわらかい布やモップでの乾拭きで充分です。水拭きはお避け下さい。汚れ
がとりにくい場合は堅く絞った雑巾でふき取って下さい。

内装パネル

●ワックス掛けを定期的に行なう事をおすすめします。定期的に同じワックスを掛けることでより汚れは落ち易くなります。

PANELING

3.ワックス掛け
周期は床の使用状況によって異なりますが、半年に1回、歩行度合いの激しい場所は2、3ヶ月に1回を目安にして下さい。
●ワックス掛けはウレタン・UV塗装品については樹脂ワックスを、
自然塗料については各メーカー対応商品を御利用下さい。
無垢フローリングは水分を嫌いますので、水性ワックスはご推奨致しておりません。油性ワックスは乾きが遅く、滑りやすく
なる傾向がありますのでご注意下さい。
●クリーニングは掃除機などでゴミやホコリを除去した後、可能な限り乾いたやわらかい布やモップでの乾拭きでお願いします。

DATA

●ワックスは使用説明書に従ってご使用下さい。特に撒き散らしてのワックス掛けは絶対におやめ下さい。

施工要領書

汚れがとれにくい場合は堅く絞った雑巾でふき取って下さい。
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Attention
フローリング商品・内装パネル商品に
関する注意事項

①ご発注について
●随時お見積りを致します。尚、見積り時点で
は材の確保は行ないません。発注書を頂戴
してからの材の確保とさせて頂きます。ま
た、発注書を受領してからの材の確保期間
は最長で2週間とし、それを超える場合は別
途書面にて更新依頼をお願い致します。確
保期間が計30日を超える場合は一旦白紙と
させて頂く場合もございます。
●材の確保は書面ベースでの先着順にお受け
しております。
●ご発注は書面でお願いしております。書式等
は貴社ご利用の書式で結構です。
●塗装、運送車両手配は御入金確認後（売掛
のお客様については発注書受理後）
とさせ
て頂いております。納期まで余裕を持ったご
発注をお願い致します。
●発注キャンセルについては後述の＜発注
キャンセルについて＞の項をご参照下さい。
●塗装、加工も別途承ります。詳細については
後述＜塗装・加工について＞の項をご参照
下さい。

②出荷について
●在庫有の場合・・・御入金確認日（売掛は発
注書受理日）の翌々営業日以降の出荷
※可能な限りご要望にお応え致しますが、出
荷能力の問題から3営業日後以降の対応と
させて頂く場合もございます。
●在庫無の場合・・・入荷待ち
・最小出荷単位は1束からです。
・梱包形態は箱入り、
ダンボール巻き、
パレット、
ビ
ニールケースのいずれかです。尚、お引取り
の場合は原則として梱包は致しません
（梱包済
の商品を除く）。
運送費は別途申し受けます。お引取りもご対
応しております。

③運送について
● 運 送 費 別 途申し受 けます（ 各 種 路 線 便 、
チャーター便等）。尚、運送は外部委託のた
め車上渡しとさせて頂いており、荷揚げ作業
等は致しておりません。運送会社により、4t
車両が進入できないと判断された場合は、
進入可能な場所での車上渡しとなる場合が
あります。予めご了承下さい。
●運送費の見積り依頼の際にはできる限り
詳細な納材先住所をお知らせ下さい。お知
らせいただけない場合は運送費お見積りを
致しかねる場合がございます。
●時間指定はチャーター便のみお受け致して
おります。
チャーター便到着時刻はご要望に
沿うよう努力致しますが、時刻調整をお願い
する場合もございます。
●弊社倉庫（愛知県名古屋市）でのお引取りも対
応致します。また、事前にお引取り時刻をお知
らせ頂くとお待たせすることなくお車への積込
みが可能です。
よろしくご協力下さい。
（お引取受付時間 9：00〜12：00、13：00〜16：30）

●総重量によってチャーター便扱いになる場
合があります。
●数量、納材先住所変更の場合は運送費再お
見積りとなります。
●運送会社都合上、地域・時期によって運送所
要日数が通常日数に加え1〜2日程度かかる
場合があります。
●弊社の責めに帰さない事由による納入遅延
（天災、輸送中の事故、運送会社都合等）に関
する補償等は一切お受け致しておりません。
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④クレーム・返品について
●商品受入れ後、直ちに商品名・数量等ご確
認下さい。施工後の申し出はお受けできな
い場合があります。
●施工後の商品の割れ、伸縮、反り、
カップリン
グ、曲がり等に関するクレームは応じかねま
す。
●施工前に不具合等が判明した場合は直ちに
ご連絡下さい。弊社の責めによる場合は速
やかに代替品の発送手配を行ないます。商
品の性質上やむを得ない内容に関しては代
替品のご提供やご返金は致しかねます。
●オーク
（ナラ）等の広葉樹の白太部分には、
稀にキクイムシが発生することがあります。
これらは製造過程（乾燥）
でほぼ死滅する為、
弊社ではクレーム対象としておりません。対
策につきましては防虫専門業者にご相談下
さい。

⑤発注キャンセルについて
●発注キャンセル（書面で願います）について
はキャンセル料を頂戴する場合があります。
詳細については下記ご参照下さい。
●下記時間は弊社に到着した時間を元に算出
させて頂いております。
よろしくご理解賜り
ますようお願い申し上げます。
●受注塗装品については、塗装工程後のご注
文キャンセルは一切お受けできません。

⑥塗装・加工について
●塗装各種（自然塗装各種・ウレタン等）承り
ます。
●着色塗装の場合、色目に若干ばらつきが出
る場合があります。追加ご発注等で塗装時
期が異なる場合は、色目に差異が出ること
があります。
●カラーサンプル作成の場合、別途作成費
を頂戴しております。

〈発注キャンセル料〉
・出荷前々営業日17：30まで
発注キャンセル料無料
・出荷前々営業日17：31〜出荷前日17：30まで
ご発注金額（税抜）の10％
・出荷前日17：31〜出荷前まで
ご発注金額（税抜）の30％
・出荷後キャンセル
ご発注金額（税抜）の30％＋運送費実費
・塗装品の場合（塗装前）
塗装工場搬入費実費
・受注生産品・加工品の場合
材料費＋加工費＋搬入費
・チャーター便手配の場合
上記金額＋チャーター便キャンセル料実費
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