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Prairie Homes Inc.

特　集
無垢を身近にする

pick up

オーク三層 ラスティックグレード

ヒッコリー TYPE-C

オーク複合 フレンチヘリンボーン

三層・複合フローリング

ヒッコリー TYPE-C
表面材に天然木厚突板を贅沢に使いながら低価格を実現した複合フローリングの新基軸「TYPE-C」シリーズに、新樹種のヒッコリーが登場。

アメリカを代表する樹のヒッコリーはとても硬く、高い衝撃吸収性があります。表面は滑らかで白色と赤褐色のコントラストが特徴です。

ヒッコリー TYPE-C ナチュラルグレード
ウレタン塗装（クリア）

PHFL0929
幅 125 mm

※1 ケース（10 段）につき、長さ 1,220mm が 6ｰ7 段入り、残りは 762、610、
　458mm のいずれかの組み合わせで入ります。
　組み合わせはケースにより異なるため、乱張りをおすすめします。
※色差・かすり、若干の節・入り皮・パテ補修があります。また、まれに節割れ
　・虫食いの跡が入ることがあります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです（K-002907）。

¥10,000/ ケース　￥6,557/m2
12×125×1,220/762/610/458mm 1.525m2/ ケース

ヒッコリー TYPE-C　専用見切材

見切材　15K

※納期は約 2 週間です。
※カバ積層材を使用しています。

※カバ単板貼りタイプです。単板貼りタイプの芯材は玄関框が針葉樹集
　成材、玄関巾木・リフォーム框が LVS です。

※無垢単板を使用しているため、商品同士やフローリングなどと比べて
　色が相当異なることがあります。

※納期は約 2 週間です。

15K-B-K

PKB-21K
リフォーム框

玄 関 框

玄 関 巾 木

15T-B-K

15D-B-K

15×30×2,000mm

15×30×2,000mm

15×30×2,000mm

￥ 10,200/ 本

102×165×1,950mm ￥ 70,800/ 本

￥ 13,400/ 本

￥ 14,900/ 本

品　番 定　価サイズ（mm）

見切材　15T 見切材　15D

ヒッコリー TYPE-C　玄関框・巾木

www.prairie.co.jp

品　番 定　価サイズ（mm）

PKB-31K 102×165×2,950mm ￥109,200/ 本

PKB-92K 90×150×1,950mm ￥ 30,200/ 本

PKB-93K 90×150×2,950mm ￥ 49,000/ 本

PKB-15K 30×150×1,950mm ￥ 15,600/ 本

PKB-25K 30×150×2,950mm ￥ 26,800/ 本

木質建材総合カタログ「wood Do?」で

は、本誌掲載以外にも数多くの三層・

複合フローリングをはじめとした木質

建材を掲載しています。カタログ、サ

ンプルのご用命はプレイリーホーム

ズのホームページまたは下記お問い合

わせ先までご連絡ください。 

木質建材総合カタログ 
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COLUMN 美食の国で育ちました。

新商品

三層・複合ともに表面材は欧米産ですが、製品加工は東南アジ

アで行っています。生産国の一つであるマレーシア、その第三

の都市イポーのお話です。イポーは美食の町と言われるほど食

べ物がおいしいのですが、その秘密は水がきれいなことにある

と言われています。至る所に石灰質の岩山があり、そこでろ過

された水はアルカリ性でミネラルが豊富なため、その水で調理

すれば必然的においしくなるそうです。とりわけもやしは肉厚

で食べごたえがあり、もやし料理は町の名物となっています。

豆乳や豆腐も名産で、イポーは日本人がホッとできる町です。



層材・中層材・下層材の三層に分かれているため、三層フロー

リングと呼ばれます。欧米ではオーソドックスな製品です。

各層は木の繊維がクロスするように貼り合わせるため、伸

縮や反りが軽減され寸法安定性が高くなります。表層の厚み約 2.5 ～

3mm はオークやアッシュなどの希少価値の高い木材ですが、中層・下

層の基材に資源量の多い手頃な木材を使用することで、高級な見た目

と無垢材ならではの質感を持ったフローリングとなります。また、無

垢材では難しい 136 ～ 185mm の幅広かつ長尺中心の一枚物です。各層

を貼り合わせるための接着剤は F☆☆☆☆を取得しておりますので、

安心してご使用いただけます。無垢と複合それぞれの長所を併せ持っ

たフローリングです。
※総合カタログ wood Do? 掲載の「ファインライン表面材」は集成材です。デザイン性を高めた製品です。

複合
フローリング

三層
フローリング

圧倒的な無垢感

特
集

無
垢
を
身
近
に
す
る

抜群の扱いやすさ

オーク三層 ラスティックグレード
無垢フローリングの定番とも言えるオーク、その中でも最近特に人気の高いラスティックグレードが三層フローリングにも登場します。木の芯

に近い部分「赤身」と外周に近い「白太」の色差や節のパテ補修などが無垢の素材感をさらに強調し、程よいラフ感を演出します。

合表

突板は単板とも呼ばれ、木材を薄くスライスしたものです。表面を削る加工なので歩留りよく使用でき、0.3mm という削り節のように透き通る

ほどの薄さに加工することができます。希少性の高い木材が突板に加工され、合板などに貼って用いられます。

挽板は、鋸などで挽いて切り出した板です。鋸の厚み分は歩留まりが悪くなりますが、スライスでは難しい 2mm を越える厚みのある材を生産

することができます。突板と比較すると、無垢に近い質感などを残しています。

COLUMN 挽板と突板、その違いは？

オーク三層 ラスティックグレード
OSMO オイル塗装（クリア）

PHFL0886
幅 185 mm

※１ケース (６段 ) につき、長さ 1,820mm が 4-6 段入り、残りは 910mm と 910mm の
　組み合わせで入ります。組み合わせは束により異なるため、乱張りをおすすめします。
※節・色差 ( 白太など )・入り皮・髄心・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです（K-002906）。

¥22,500/ 束　￥11,139/m2
13.5×185×1,820/910mm 2.020m2/ 束

オーク三層 ラスティックグレード
無塗装

PHFL0887
幅 185 mm

※１ケース (６段 ) につき、長さ 1,820mm が 4-6 段入り、残りは 910mm と 910mm の
　組み合わせで入ります。組み合わせは束により異なるため、乱張りをおすすめします。
※節・色差 ( 白太など )・入り皮・髄心・パテ補修があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです（K-002906）。

¥21,000/ 束　￥10,396/m2
13.5×185×1,820/910mm 2.020m2/ 束

オーク複合 フレンチヘリンボーン
フレンチヘリンボーンは床板の木口を斜め 45°に切り落として矢羽状に敷き詰めたスタイル。クラシカルなヘリンボーンと異なり張り合わせが

直線に揃いスタイリッシュな印象になります。表面材７枚を１枚のパネルにまとめることで施工性を高めています。

オーク複合 フレンチヘリンボーン スタンダードグレード
無塗装

PHFL0942

※若干の葉節・色差（白太など）があります。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです（JAS 認定工場製品）。

¥23,000/ ケース　￥12,527/m2
15×303×606mm　左右各５枚・計 10 枚（1.836m2）/ ケース
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表層材：挽板 2.5mm～3mm

中層材：ラバーウッド（ゴム）

下層材：ユーカリ／スプルース 基材：合板

表層材：突板 約1.5～2mm
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ヘリンボーンはフローリングの張り方
のひとつで、開きにした魚の骨の形に
似ていることから「ニシンの骨」とい
う意味を持ちます。日本語では「矢筈
張り」とも言います。
小さい木材を 1 枚ずつ張っていくため
施工の手間がかかることが難点ですが、
上品で高級感のある張りあがりが他に
はない魅力です。

What is Herringborn?

ひきいた

ひきいた

つきいた たんぱん

つきいた

板の基材に突き板や化粧シートなどの表面材を貼り合わせた

木質フローリングが複合フローリングと呼ばれます。

ブラックウォールナット、オークやメープルなど無垢ではと

ても高価な材も、基材を安価な合板にすることで手頃な価格となります。

また、反りが少なく寸法安定性が高いため、幅が広く長さのある製品も

可能です。一般的に広く販売されているものは 0.3 ～ 0.6mm の薄い突板

を表面材に使用しているため、キズや摩耗により基材の合板が見えてし

まうこともあります。しかしご紹介している複合フローリングは、一般

的なものより厚い約 1.5 ～ 2ｍｍの突板のため、無垢材のような重厚感と

質感を保っています。もちろん接着剤は F☆☆☆☆を取得しております

ので、安心してご使用いただけます。一般的な複合フローリングよりも、

三層や無垢フローリングに近い製品と言えるでしょう。

新商品
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三層・複合ともに表面材は欧米産ですが、製品加工は東南アジ

アで行っています。生産国の一つであるマレーシア、その第三

の都市イポーのお話です。イポーは美食の町と言われるほど食

べ物がおいしいのですが、その秘密は水がきれいなことにある
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された水はアルカリ性でミネラルが豊富なため、その水で調理
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豆乳や豆腐も名産で、イポーは日本人がホッとできる町です。


