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木の学び舎（木造・木質）
木パネル

一般社団法人
日本ＷＯＯＤ.ＡＬＣ協会

W.ALC（低炭素社会を達成させる木パネル）
Wood Attain Low Carbon Society

〒 135-0016　東京都江東区東陽 5-30-13 東京原木会館 10F
email　info@walc.jp
tel　03-6666-4225　fax　03-5857-5224

（設計監理／高橋隆博 + 株式会社アトリエ秀）

　木製Wallユニット工法／商品名：WOOD.ALC

■パネルユニットイメージ

■神宮前 3 丁目テナントビル「allée de JINGUMAE」

■鉄骨造の木創壁（事務所）■施工風景

http://walc.jp

【外皮性能の向上】Green イノベーション

近年は地球温暖化対策や非住宅分野でもＺＥＢ化が求められる時代

です。断熱性・蓄熱性を兼ね備えた厚板集成版Ｗ . ＡＬＣの組合せに

より外皮性能の向上を図り、室内温度環境を安定させ、快適な室内

環境・適切なエネルギー消費につなげます。

【準耐火構造】105 ｍｍ、120 ｍｍの厚板集成木材を連結ユニット壁として１時間準耐
火構造壁を実現。
鉄骨造や RC 造などの非木造建築でも容易に施工することができます。

【外皮の断熱性能と蓄熱性能について】
外皮の熱性能は、その断熱性と蓄熱性（さらには調湿性）によって評価されます。木

材を厚く使う構成による外皮は、「断熱性能と蓄熱性能があって良い壁」となります。

また、木材を多く使えば、建物の重量も軽減します。 

【広島フジミビル】写真提供：株式会社アトリエ秀
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【概　要】
「エコール・F」「エコール・NM」は、主として教育施

設向けに開発された木製間仕切ユニット。
当組合が多年にわたって蓄積してきた住宅内装システ
ムの技術をベースに開発、安全性はもとより美しさ、
工期の短縮等多くの機能と特徴を備えている。
木造校舎や木質内装の教室等は、温もりと潤いのある
人間性豊かな教育環境をつくり、児童・生徒に親しみ
やすさ、ゆとり、落ち着きを与える効果が期待できる
ため、内装に木材を採用する学校が増えてきており、「エ
コール・F」「エコール・NM」はまさに、こうした時代
の要請に応えるベく生まれた製品である。

【特　長】
○豊かな教育環境
天然素材の木材は、調湿性や保温性に優れ、温もりと
肌触りのよい質感、それに自然の中に溶け込む優しさ、
柔らかさが心に安らぎを与えてくれる。
○安全性を重視
子どもたちの安全を考え、衝突時の怪我を防ぐため、
角の部分は丸みをもたせた加工がしてある。
また、つまづきによる事故を防ぎ、素足での活動や障
害をもつ児童にも利用できるよう、出入口には床面と
フラットに仕上がるレールを採用。オプション仕様と
して、閉める際に指を挟んでも大丈夫な「指詰め防止
クッション」を引き戸や窓に取り付けた製品も用意。
○優れた品質
集成材は当組合の厳しい品質管理に基づき良質な木材
を厳選して作られ、製品は優れた加工技術を持った工
場で生産されており、製品の仕上がりは均質で、高品質。
○優れた強度と高い機能
集成材は、割れ、反り等の狂いが少なく、大人がぶら
さがったり、ぶつかってもビクともしない強度を持っ
ている。
○短い工期と省力化
製品は工場で事前に精度よく作られているので、現場
ではノックダウン方式による簡単な組立て作業で OK。

このため工期の短縮が図れ、無駄な廃材が発生しない。
納入から施工まで現場監理に負担をかけず、省力化が
図れる。
○地場産材の導入
地域文化の核「学校」に地元の木を積極的に導入して
地域振興に貢献。
○不燃木製学校間仕切（エコール・ＮＭ）
不燃木材を利用した木製間仕切ユニットも製品化。
地場産材との併用も可能。
○１０年保証
保証対象製品の変形、剥離等の不具合による製品の取
り替え補修費用を１０年間保証。

木の学び舎（木造・木質）
木製学校間仕切

　官公需適格組合

日本住宅パネル工業協同組合

エコール・F ／エコール・NM

〒 113-0021  東京都文京区本駒込６-15- ７
                       （六義園ビルディング）
☎ 03-3945-2311　FAX：03-3945-3119

http://www.panekyo.or.jp
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体育館等の運動施設は、その汎用性から木製床
が普及しています。
木はコンクリートでもアスファルトでもない天
然素材であり、その組成を分子レベルで見れば
天然芝に似ており、水分を吸収・放出する性質
を持っています。

ビニルシート床には備わっていない「呼吸」と
いう【天然調湿＝空間浄化】作用により、カビ・
ダニ・ウィルスの増殖を抑え、利用者や災害時
の避難者に【健康】【リラックス】【温もり】等の効果を与えてくれます。

この調湿作用は木材が伸縮する時に機能しますが、収縮時は稀に小さな
” ささくれ ” が発生（写真参照）、これを長年放置した事が原因とされる
” ささくれ事故 ” の調査報告が出されています。

日常のメンテナンスはとても重要ですが、それだけでは完全に防ぐ事は
難しいと思われ、木製床の新しいカタチをご提案致します。

木の学び舎（木造・木質）
体育館床 ささくれ（木部破断）を激減させる商品

ササクレス
非住宅事業部
〒 073-0157 北海道砂川市三砂町１番地
TEL:0125-54-4330　　FAX:0125-54-4332
E-mail:stura@sorachitanpan.com

日本の森林を元気にする

大切な人をケガから守る　木質スポーツ床材。

http://www.sorachitanpan.com

ウッドデザイン賞 2018
ハートフルデザイン部門 優秀賞（林野庁長官賞）

樹種：カバ

ささくれ発生

　　  ソラチタンパン

空知単板工業（株）

商品群：大型積層床材（Ｆ★★★★）
商品名：Ｎライナー 18( サスティナ )
　　　　【ササクレス】
樹　種：カバ・ナラ　他（表層６㎜厚）
基　材：国産針葉樹合板 
寸　法：t18㎜ × ｗ135（140） × Ｌ1,800
仕　上：無塗装品（現場塗装仕上げ）

のメカニズム

ささくれ（木部破断）のメカニズム

のメカニズム

ささくれ（木部破断）のメカニズム
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【概　要】
　「人に優しい木の床は、地球にも優しい」をテーマに、
フローリングの総合企業を目指す当社は、環境への配
慮を欠かすことなく、快適な生活、健康的な住空間を
創造する製品をできるよう努めている。フローリング
は、70 年以上の歴史を持ち、日本国内の堅木を強度の
よくかかる床に特化して開発された床板で、当初、体
育館の床が主な使用目的だったが、生活様式の変化や
建築の高度化等で多方面に床材として使用されるケー
スが多くなってきた。住宅用、文化施設、スポーツ施設、
商業施設など、その用途は時を追うごとに増え、フロー
リングが担う床材としての責任と期待が増大し続けて
いる。FM シリーズは当社が開発した製品で文教施設や
福祉施設等あらゆる施設で採用されている。

■〈FM クリエイト／ FM クリエイトソフト〉複合１種
　フローリング
　幅広い用途に適した天然無垢感覚。重歩行と衝撃性
を重視した表面厚単板合板フローリング。低 VOC 対応、
F ☆☆☆☆適合品。

■〈FM フローリングボード〉無垢・定乱尺タイプ
　直張り／根太張り
　１枚単板の重厚感と定乱尺の美しい仕上がりが、木
の優しさ・温もりを演出する。自然の美しさが求めら
れる公共施設や老人ホームに最適。

■〈FM ブロック〉無垢市松タイプ
　天然木無垢材ならではの柔らかな雰囲気をつくり出
す。耐久性にも優れ、傷がつきにくく、文教施設・商
業施設に適している。低 VOC 対応、F ☆☆☆☆適合品。

■〈FM エコボード〉複合２種フローリング
　芯材に針葉樹の間伐材、表面材には広葉樹の厚単板
を採用し、ソフトな踏み込み感と高級感を両立。木材
資源の有効活用を考えた、自然に優しい床材。低 VOC
対応、F ☆☆☆☆適合品。

木の学び舎（木造・木質）
フローリング床

不二木材工業（株）

FM シリーズ

〒 456-0062　愛知県名古屋市熱田区大宝４- １-11
☎ 052-681-6566　　FAX：052-682-2162

http://www.fujimokuzai.co.jp
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木の学び舎（木造・木質）
リサイクル再生木材

ハンディテクノ（株）

ハンディウッド

〒 150-0036　東京都渋谷区南平台町 15-8
電話：03-5784-3913　　FAX：03-5784-3973
info@handy-wood.com

脱炭素・　　　   時代の教育施設に最適

持続可能な社会に貢献する MADE in JAPAN の再生木材

https://www.handy-wood.com

次世代再生木材「ハンディウッド」― デッキ・ルーバー・ベンチ・テーブル
　原材料に 100％リサイクルマテリアルを使用し、脱炭素社会の実現に貢献する再生木材。経年変化での色褪せが少なく高耐久で、

腐朽や割れ・ささくれがなく安全安心など、屋外使用においても優れた特徴を持つ。原材料に地場産材を利用することで、地産地

消への対応も可能。デッキをはじめルーバー、ベンチ・テーブルなど、多くの学校施設の空間づくりや環境教育に貢献している。

社内設計チームによる個別設計対応が可能で、新設だけでなく、天然木材からのリニューアルにも豊富なノウハウがある。

再生木材製スパンドレル「エンヴィウッド」 ― 軒天・壁面
　再生木材製のスパンドレルで、木質のナチュラルな質感・意匠性と、高い耐久性を両立を実現。軒天井や庇下、壁面部の

化粧材としてなど、建築の質感・意匠向上に貢献する。軽量かつ高強度で施工が容易。
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木の学び舎（木造・木質）
次世代型デッキ素材

セイキ販売（株）

合成木材

セイキ販売㈱東京支店
〒 176-0014  東京都練馬区豊玉南 3-21-16　
☎ 03-5999-5820

https://www.seiki.gr.jp/
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https://www.seiki.gr.jp/

【特長】
・自然な風合い
天然木のような温もりが感じられる木質感を再現し、心地

よい癒しの空間を演出。

天然木に比べて、経年による変色や色あせを少なく抑えら

れ、腐食が起こりにくく、シロアリの食害にも強い。

・高い耐候性・耐腐朽性

・割れに強く、施工性が高い
無垢形状になっているため中空材に比べ局部的な衝撃によ
る割れに強く木材同等の加工ができ、施工しやすい。

・キズが目立ちにくく、メンテナンスも容易
表面にリブ加工を施し汚れやキズが目立ちにくい仕上げと
なっており、更に土汚れや雨シミも水洗いで落ち、小さな
キズは紙ヤスリで補修でる。

外構・エクステリア
次世代型デッキ素材

セイキ販売（株）

合成木材

セイキ販売㈱東京支店
〒 176-0014  東京都練馬区豊玉南 3-21-16　
☎ 03-5999-5820

リアルな木質感を実現した環境に優しい人工木デッキ材「ルポウッド」

●ルポウッドカラーバリエーション

サンドブラウン（SB) チャコールブラウン（CH）

児童・生徒のよりよい学習環境の整備のため、校舎の新築や改修の際には、木造化・木質化が推奨されている。こ
うしたニーズに応えるため、木粉とプラスチック樹脂による高い強度を備えた人工木デッキ材「ルポウッド」を販
売。木材に比べ腐食の心配がなく高耐候で耐久性に優れ、リブ加工がされており、キズが目立たず反りやゆがみが
生じにくいデッキ。天然木に比べ、風雨にさらされて腐ることがなく、長期使用を可能にした。こうした素材の導
入によって、子供たちの快適な学校生活が実現されることを期待している。

【促進耐候性試験】

SB色

CH色

試験前 30時間 60時間 90時間 120時間

試験方法：メタルハライドランプ式
試験機関：地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
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『ikuta』は 1870 年創業のフローリング業界のリーディ
ングカンパニーです。
　機能性、耐久性、そして意匠性の徹底した追及により

開発された ikuta の高品質な床材は、本物志向の上質な

住戸に多数採用されています。最近では、京都、金沢の

伝統工芸とコラボレーションした世界初の金箔フローリ

ング「匠ジャパン」をリリースしました。伝統と革新が

生み出す ikuta の “ 無垢を超えたプレミアム複合フロー

リング ” は、住空間をラグジュアリーに演出しています。

　ikuta は、インフルエンザウイルスなどを分解・除去

する画期的な複合フローリング材「エアー・ウォッシュ・

フローリング」を提供しております。

　「エアー・ウォッシュ・フローリング」は、インフル

エンザ対策に有効な安心・安全な床材として注目を集め

ています。

　「エアー・ウォッシュ・フローリング」とは、「可視光

型光触媒」の技術を用いて、室内に漂うウイルスや菌を

洗い流すことができるという機能をもった業界初の複合

フローリング材です。

「可視光型光触媒」の技術
　「可視光型光触媒」は、北九州市、九州工業大学、株

式会社ウエルクリエイト ( 所在地：福岡県北九州市、代

表取締役：中原 信子 ) の産官学の連携によって共同開発

した新技術。太陽光蛍光灯や LED などの室内照明や自

然光が当たるだけで触媒作用が働き、床に付着したウイ

ルスや菌を分解・除去します。

　ikuta では、この技術を応用し、インフルエンザやシッ

クハウスに効果のある複合フローリング材の製品化に成

功しました。

【全国で導入が進む注目の素材】
「エアー・ウォッシュ・フローリング」の特長は…

（1）ウイルス低減

（2）細菌低減

（3）VOC（シックハウスの原因物質）低減

（4）消臭

　上記の 4 つの効果が期待できること。効果が長持ち

する上、メンテナンスも必要がないため、各方面から注

目を集めています。

　特に導入が進んでいるのが、幼稚園や保育園などの子

どもが集まる施設。北九州市のとある保育園からは『「エ

アー・ウォッシュ・フローリング」導入以降は、インフ

ルエンザによる

クラス閉鎖が減

少した』といっ

た声も聞こえて

くるほどです。

もちろん、安心・

安全に暮らせる

住宅用の床材と

しても人気急上

昇中。そのニー

ズはじわじわと

高まりを見せて

います。

木の学び舎（木造・木質）
複合フローリング材

（株）イクタ

エアー・ウォッシュ・フローリング

本社 / ファクトリー
〒 489-0979　愛知県瀬戸市坊金町 117
TEL：0120-85-2461

http://www.ikuta.co.jp


