
すぎ不燃集成木材 ”もえんげん®” 製品ラインナップ
すぎ不燃集成木材　もえんげん®  趣ーOMOMUKI 認定番号　NM-1716（塗装付き／米ぬか系油塗装仕上げ） 目安納期

m2 枚・本 @/ケース ＠/枚･本 @/m2 @/M3

¥99,600 ¥12,450 ¥29,643
(税込¥109,560) (税込¥13,695) (税込¥32,607)

¥51,360 ¥6,420 ¥30,571
(税込¥56,496) (税込¥7,062) (税込¥33,629)

¥85,320 ¥9,480
(税込¥93,852) (税込¥10,428)

¥63,990 ¥7,110
(税込¥70,389) (税込¥7,821)

¥87,120 ¥4,840
(税込¥95,832) (税込¥5,324)

¥85,320 ¥14,220
(税込¥93,852) (税込¥15,642)

¥64,020 ¥10,670
(税込¥70,422) (税込¥11,737)

¥86,520 ¥7,210
(税込¥95,172) (税込¥7,931)

¥85,320 ¥21,330
(税込¥93,852) (税込¥23,463)

¥64,000 ¥16,000
(税込¥70,400) (税込¥17,600)

¥86,160 ¥10,770
(税込¥94,776) (税込¥11,847)

¥56,880 ¥28,440
(税込¥62,568) (税込¥31,284)

¥42,660 ¥21,330
(税込¥46,926) (税込¥23,463)

¥57,280 ¥14,320
(税込¥63,008) (税込¥15,752)

¥64,000 ¥16,000
(税込¥70,400) (税込¥17,600)

※2メートルにはカット賃を含みます。

【認定別対応可能一覧】 【ご利用場所可否早見表】
認定番号 樹　　種 対応板厚（mm） 塗装対応 内装 軒天（半屋外） 外装 (※1)
NM-1716 すぎ 15～50 〇 ◎ ◎ ◎
NM-1705 すぎ 12～50 〇 × ×
NM-1702 ひのき 12～50 〇 × ×

　◆運賃別途。
　◆納期は目安です。工程、時期、原料、数量により変わります。
　◆柾目は100％ではございません。
　◆既製品については在庫がございますが、タイミングにより欠品している場合もございます。恐れ入りますが、都度お問い合わせください。
　◆特殊サイズ・加工についてもお見積り承ります。
　◆価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。
　◆地域産材でのお見積りも承ります。

　製造元・
　お問い合せ先

TEL (076)238-4131 　

M20220401

30日

MSSK-207 30×90×3,000 4本 -

MSSK-212 45×45×4,000 4本 -

MSSK-205 30×60×2,000 12本 -

MSSK-206 30×90×4,000 4本 -

MSSK-203 30×60×4,000 6本 -

MSSK-204 30×60×3,000 6本

もえんげん®すぎ
　趣　羽目板 無地上小

MSSH-100 15×105×4,000
本実
突付

3.36 8枚

MSSH-104 15×105×2,000 1.68 8枚

￥1,975,000
 (税込\2,172,500)

-

MSSK-201 30×40×3,000 9本

品名 グレード 型番 サイズ（ｍｍ） 加工

【東京営業所】 東京都港区三田3丁目11番36号 5F

-

MSSK-210 30×120×3,000 2本 -

もえんげん®すぎ
　趣　格子材 無地上小 4面仕上

MSSK-208 30×90×2,000

MSSK-200 30×40×4,000 9本

MSSK-202 30×40×2,000 18本

MSSK-211 30×120×2,000 4本

8本

-

-

-

-

梱包・入数 設計価格

TEL (03)6809-5441 加賀木材株式会社

製品
すぎ集成　（NM-1716)
すぎ無垢　（NM-1705）
ひのき無垢（NM-1702）
(※1) 外壁は特殊塗料の「もえんげん®コート」を塗布することによりご利用可能です。
         詳細は弊社営業担当までお気軽にお問合せください。

加賀木材株式会社 販売店

-

MSSK-209 30×120×4,000 2本

【本社】石川県金沢市湊2丁目21番地



すぎ不燃集成木材 ”もえんげん®” 製品ラインナップ
すぎ不燃集成木材　もえんげん®　極-KIWAMI　　受注生産品 認定番号　NM-1716（塗装付き／米ぬか系油塗装仕上げ） 目安納期

m2 枚・本 @/ケース ＠/枚･本 @/m2 @/M3

¥137,600 ¥17,200 ¥40,952
(税込¥151,360) (税込¥18,920) (税込¥45,048)

¥70,720 ¥8,840 ¥42,095
(税込¥77,792) (税込¥9,724) (税込¥46,305)

¥117,990 ¥13,110
(税込¥129,789) (税込¥14,421)

¥88,470 ¥9,830
(税込¥97,317) (税込¥10,813)

¥119,880 ¥6,660
(税込¥131,868) (税込¥7,326)

¥117,960 ¥19,660
(税込¥129,756) (税込¥21,626)

¥88,500 ¥14,750
(税込¥97,350) (税込¥16,225)

¥119,160 ¥9,930
(税込¥131,076) (税込¥10,923)

¥117,960 ¥29,490
(税込¥129,756) (税込¥32,439)

¥88,480 ¥22,120
(税込¥97,328) (税込¥24,332)

¥118,800 ¥14,850
(税込¥130,680) (税込¥16,335)

※2メートルにはカット賃を含みます。

すぎ不燃集成木材　もえんげん®　　匠-TAKUMI 認定番号　NM-1716（塗装付き／米ぬか系油塗装仕上げ） 目安納期

m2 枚・本 @/ケース ＠/枚･本 @/m2 @/M3
¥97,200 ¥24,300 ¥34,177

(税込¥106,920) (税込¥26,730) (税込¥37,595)

¥49,000 ¥12,250 ¥34,900
(税込¥53,900) (税込¥13,475) (税込¥38,390)

※2メートルにはカット賃を含みます。

【認定別対応可能一覧】 【ご利用場所可否早見表】
認定番号 樹　　種 対応板厚（mm） 塗装対応 内装 軒天（半屋外） 外装 (※1)
NM-1716 すぎ 15～50 〇 ◎ ◎ ◎
NM-1705 すぎ 12～50 〇 × ×
NM-1702 ひのき 12～50 〇 × ×

　◆運賃別途。
　◆納期は目安です。工程、時期、原料、数量により変わります。
　◆柾目は100％ではございません。
　◆既製品については在庫がございますが、タイミングにより欠品している場合もございます。恐れ入りますが、都度お問い合わせください。
　◆特殊サイズ・加工についてもお見積り承ります。
　◆価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。
　◆地域産材でのお見積りも承ります。

　製造元・
　お問い合せ先

TEL (076)238-4131 　

M20220401

30日￥2,250,000
 (税込\2,475,000)

本実
突付

本実
突付

MSSH-104 -TA 15×180×1,950 1.4 4枚

30×90×2,000 8本 -

MSSK-205-K 30×60×2,000 12本 -

MSSK-206-K 30×90×4,000 4本 -

設計価格

￥2,730,000
 (税込\3,003,000)

品名 グレード 型番 サイズ（ｍｍ） 加工
梱包・入数

MSSH-100-K 15×105×4,000 3.36 8枚

MSSH-104 -K

MSSK-203-K 30×60×4,000 6本 -

MSSK-204-K 30×60×3,000 6本 -

30×40×3,000 9本 -

受注生産
約120～150日

もえんげん®すぎ
　極　格子材 無地上小 4面

仕上

15×105×2,000 1.68 8枚

もえんげん®すぎ
　極　羽目板 無地上小

MSSK-200-K 30×40×4,000 9本 -

MSSK-201-K

MSSK-202-K 30×40×2,000 18本 -

MSSK-207-K 30×90×3,000 4本 -

MSSK-208-K

製品
すぎ集成　（NM-1716)
すぎ無垢　（NM-1705）
ひのき無垢（NM-1702）
(※1) 外壁は特殊塗料の「もえんげん®コート」を塗布することによりご利用可能です。
         詳細は弊社営業担当までお気軽にお問合せください。

加賀木材株式会社 販売店
【本社】石川県金沢市湊2丁目21番地

【東京営業所】 東京都港区三田3丁目11番36号 5F

TEL (03)6809-5441 加賀木材株式会社

梱包・入数 設計価格
品名 グレード 型番 サイズ（ｍｍ） 加工

もえんげん®すぎ
　匠　羽目板 無地上小

MSSH-100-TA 15×180×3,950 2.84 4枚



不燃木材製品ラインナップ
すぎ無垢（無塗装） 認定番号　NM-1705 目安納期

m2 枚・本 @/ケース ＠/枚･本 @/m2 @/M3

¥97,520 ¥12,190 ¥27,705
(税込¥107,272) (税込¥13,409) (税込¥30,475)

¥48,640 ¥6,080 ¥27,636
(税込¥53,504) (税込¥6,688) (税込¥30,400)

¥99,360 ¥11,040
(税込¥109,296) (税込¥12,144)

¥74,520 ¥8,280
(税込¥81,972) (税込¥9,108)

¥101,160 ¥5,620
(税込¥111,276) (税込¥6,182)

¥99,360 ¥16,560
(税込¥109,296) (税込¥18,216)

¥74,520 ¥12,420
(税込¥81,972) (税込¥13,662)

¥100,560 ¥8,380
(税込¥110,616) (税込¥9,218)

¥99,360 ¥24,840
(税込¥109,296) (税込¥27,324)

¥74,520 ¥18,630
(税込¥81,972) (税込¥20,493)

¥100,160 ¥12,520
(税込¥110,176) (税込¥13,772)

※2メートルにはカット賃を含みます。
ひのき無垢（無塗装） 認定番号　NM-1702 目安納期

m2 枚・本 @/ケース ＠/枚･本 @/m2 @/M3

¥114,480 ¥14,310 ¥32,523
(税込¥125,928) (税込¥15,741) (税込¥35,775)

¥56,960 ¥7,120 ¥32,364
(税込¥62,656) (税込¥7,832) (税込¥35,600)

¥116,640 ¥12,960
(税込¥128,304) (税込¥14,256)

¥87,480 ¥9,720
(税込¥96,228) (税込¥10,692)

¥118,440 ¥6,580
(税込¥130,284) (税込¥7,238)

¥116,640 ¥19,440
(税込¥128,304) (税込¥21,384)

¥87,480 ¥14,580
(税込¥96,228) (税込¥16,038)

¥117,840 ¥9,820
(税込¥129,624) (税込¥10,802)

¥116,640 ¥29,160
(税込¥128,304) (税込¥32,076)

¥87,480 ¥21,870
(税込¥96,228) (税込¥24,057)

¥117,440 ¥14,680
(税込¥129,184) (税込¥16,148)

※2メートルにはカット賃を含みます。

【認定別対応可能一覧】 【ご利用場所可否早見表】
認定番号 樹　　種 対応板厚（mm） 塗装対応 内装 軒天（半屋外） 外装 (※1)
NM-1716 すぎ 15～50 〇 ◎ ◎ ◎
NM-1705 すぎ 12～50 〇 × ×
NM-1702 ひのき 12～50 〇 × ×

　◆運賃別途。
　◆納期は目安です。工程、時期、原料、数量により変わります。
　◆柾目は100％ではございません。
　◆既製品については在庫がございますが、タイミングにより欠品している場合もございます。恐れ入りますが、都度お問い合わせください。
　◆特殊サイズ・加工についてもお見積り承ります。
　◆価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承くださいませ。
　◆地域産材でのお見積りも承ります。

　製造元・
　お問い合せ先

TEL (076)238-4131 　

M20220401

不燃木材
ひのき無垢　羽目板 無地上小

MHMH-500 12×110×4,000
本実
突付

3.52 8枚

不燃木材
ひのき無垢　格子材 無地上小

MHMK-607 30×90×3,000 4本

MHMK-605 30×60×2,000 12本

MHMK-600 30×40×4,000

MHMK-601 30×40×3,000

MHMK-602 30×40×2,000

MHMK-603 30×60×4,000

MHMK-604 30×60×3,000

MHMK-606 30×90×4,000

MHMK-608

MSMK-408 30×90×2,000 8本 -

MSMK-406 30×90×4,000 4本 -

MSMK-407 30×90×3,000 4本 -

30×90×2,000 8本

-

-

MSMH-301 12×110×2,000 1.76 8枚

6本 -

MSMK-405 30×60×2,000 12本 -

-

MSMK-403 30×60×4,000 6本 -

30×40×2,000 18本

MSMK-404 30×60×3,000

-

MSMK-401 30×40×3,000 9本 -

30日

設計価格
品名 グレード 型番 サイズ（ｍｍ） 加工

梱包・入数

不燃木材
すぎ無垢　羽目板 無地上小

MSMH-300 12×110×4,000
本実
突付

3.52 8枚

￥2,300,000
 (税込\2,530,000)

不燃木材
すぎ無垢　格子材 無地上小

MSMK-400 30×40×4,000

4面仕上

9本

MSMK-402

品名 グレード 型番 サイズ（ｍｍ） 加工
梱包・入数

30日6本 -

6本

設計価格

￥2,700,000
 (税込\2,970,000)

MHMH-501 12×110×2,000 1.76 8枚

9本 -

9本 -

18本 -

4面仕上

すぎ集成　（NM-1716)
すぎ無垢　（NM-1705）
ひのき無垢（NM-1702）
(※1) 外壁は特殊塗料の「もえんげん®コート」を塗布することによりご利用可能です。
         詳細は弊社営業担当までお気軽にお問合せください。

製品

4本

-

-

-

加賀木材株式会社 販売店
【本社】石川県金沢市湊2丁目21番地

【東京営業所】 東京都港区三田3丁目11番36号 5F

TEL (03)6809-5441 加賀木材株式会社


