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マホガニー
M A H O G A N Y

T E A K
チーク

チーク　クランプUVオイル塗装
PHFL0353　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥24,000／㌜
PHFL0537　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥25,000／㌜       

マホガニー　クランプUVオイル塗装
PHFL0178　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥14,000／㌜
PHFL0963　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥16,000／㌜

ブラックウォールナット　スタンダードグレード　オスモオイル塗装
PHFL0718　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥27,000／㌜
PHFL0716　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥30,000／㌜

ブラックウォールナット　スタンダードグレード　ウレタン塗装
PHFL0471　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥26,000／㌜
PHFL0472　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥29,000／㌜

マホガニー　ウレタン塗装
PHFL0177　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥13,000／㌜
PHFL0941　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥15,000／㌜

チーク　ウレタン塗装

マホガニー ヘリンボーン　クランプオイル塗装
PHFL1121　15×60×420　65枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜

マホガニー ヘリンボーン　無塗装
PHFL0179　15×60×420　65枚（1.638㎡）　¥20,000／㌜

マホガニー　ナチュラルグレード　クランプUVオイル塗装（バーボン）
PHFL1111　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥13,000／㌜

PHFL0347　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥23,000／㌜
PHFL0532　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥24,000／㌜

チーク12　クランプUVオイル塗装
PHFL0784　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥22,000/㌜

チーク12　ウレタン塗装
PHFL0343　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥21,000/㌜

チーク12　無塗装
PHFL0785　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥20,000/㌜

TRF チーク　クランプオイル塗装
PHFL0356　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥30,000/㌜

TRF チーク　ウレタン塗装
PHFL0355　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥28,000/㌜

TRF チーク　無塗装
PHFL0773　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥27,000/㌜

チーク ヘリンボーン　クランプオイル塗装
PHFL1120　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥27,000/㌜

チーク ヘリンボーン　無塗装
PHFL0359　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥25,000/㌜

チーク パーケット（直貼りカルプ付き）　クランプオイル塗装
PHFL0697　15×303×303　18枚（1.653㎡）　￥27,000/㌜

チーク パーケット（直貼りカルプ付き）　無塗装
PHFL0698　15×303×303　18枚（1.653㎡）　￥25,000/㌜

WRF ブラックウォールナット　ナチュラルグレード　クランプオイル塗装
PHFL1097　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥30,000/㌜

ブラックウォールナット ヘリンボーン 無塗装
PHFL0776　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥30,000/㌜

ブラックウォールナット ヘリンボーン クランプオイル塗装
PHFL0988　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥32,000/㌜

ブラックウォールナット 床暖房対応　オスモオイル塗装
PHFL0420　15×75×1,818　ユニ　12枚（1.636㎡）　￥44,000/㌜

ブラックウォールナット 床暖房対応　無塗装
PHFL0421　15×75×1,818　ユニ　12枚（1.636㎡）　￥43,000/㌜

ブラックウォールナット12　オスモオイル塗装
PHFL0641　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥27,000/㌜

チーク　無塗装 
PHFL0360　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜
PHFL0533　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥23,000／㌜

チーク　オスモオイル塗装
PHFL1160　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥27,000／㌜
PHFL1161　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥28,000／㌜       

チーク　乱尺　無塗装
PHFL0534　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥24,000／㌜

チーク　乱尺　クランプUVオイル塗装
PHFL1157　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥26,000／㌜

ヴィンテージチーク　春風オイル塗装
PHFL0370　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥23,000／㌜
PHFL0541　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥24,000／㌜       

ヴィンテージチーク　ウレタン塗装
PHFL0369　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜

ヴィンテージチーク　無塗装 
PHFL0373　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥21,000／㌜

ヴィンテージチーク　乱尺　無塗装
PHFL0543　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥23,000／㌜

チーク　床暖房対応　クランプUVオイル塗装
PHFL0535　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥29,000/㌜

チーク　床暖房対応　ウレタン塗装
PHFL0354　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥28,000/㌜

チーク　床暖房対応　無塗装
PHFL0361　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥27,000/㌜

チーク　ナチュラルグレード　クランプUVオイル塗装
PHFL1000　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡） 　¥19,000／㌜

ブラックウォールナット　スタンダードグレード　無塗装
PHFL0473　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥25,000／㌜
PHFL0474　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥28,000／㌜

ブラックウォールナット　ワンピース　ラスティックグレード　オスモオイル塗装
PHFL0708　15×130×1,820　ワンピース　7枚（1.656㎡）　¥36,000／㌜

アンティークウォールナット　ラスティックグレード ウレタン塗装 
PHFL1082　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥18,000／㌜
PHFL1083　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥18,000／㌜

グランデ ブラックウォールナット スタンダードグレード　オスモオイル塗装 
PHFL0743　18×125×乱尺　1.500㎡ 　¥32,000／㌜

ブラックウォールナット ラスティックグレード　ハンドシェイブ　ウレタン塗装 
PHFL1014　15×150×乱尺　1.620㎡ 　¥35,000／㌜

グランデ ブラックウォールナット ラスティックグレード　オスモオイル塗装 
PHFL0744　18×125×乱尺　1.500㎡ 　¥26,000／㌜

B L A C K  W A L N U T
ブラックウォールナット

WRF ブラックウォールナット　スタンダードグレード　クランプオイル塗装
PHFL0872　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥36,000/㌜

WRF ブラックウォールナット　スタンダードグレード　無塗装
PHFL0873　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥33,000/㌜

世 界 三 大 銘 木
の魅力

特　集

世界三大銘木 フローリングラインナップ

ブラックウォールナット　ラスティックグレード　オスモオイル塗装
PHFL0606　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥24,000／㌜
PHFL0477　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥27,000／㌜

ブラックウォールナット　ラスティックグレード　無塗装 
PHFL0478　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥25,000／㌜

黄金に輝くマホガニーは独特の模様が魅

力的な木材です。フローリングだけでな

く、高級な楽器や家具によく使われます。

手に取るとわかる繊細な色合いに、きっ

と心を奪われる人も多いはず。

白や茶系のソファやテーブルとも相性が

いいので、部屋の雰囲気に左右されない

のもこの木の魅力のひとつです。

木の王様と呼ばれるチーク。上品

な金褐色が部屋全体の雰囲気を引

き締めてくれます。洋風だけでな

く和風の雰囲気にも良くマッチ

し、リラックスした空間を演出し

てくれます。年月が経つと色が落

ち着いてくるので、経年美化も楽

しんでいただけます。アイアン系

のアイテムとの相性が良いので、

インダストリアルな部屋で使うの

もおすすめです。

その木目と色合いはさながら木の

宝石と言っても過言ではありませ

ん。北米だけでなく日本でも高級

木として一般的になってきまし

た。家具としても人気の樹種です

が、床材として使用すればどんな

インテリアにも良く馴染みます。

重厚感のある歩き心地だけでな

く、座ったときの質感もブラック

ウォールナットならではのラグ

ジュアリーさを堪能していただけ

ることでしょう。

マホガニー
「黄金の木」

「木の宝石」

「木の王様」

M A H O G A N Y

T E A K

B L A C K
 W A L N U T

チーク

ブラック
ウォールナット

マホガニー・チーク・ブラックウォールナット

これらの木はいつの頃からか「世界三大銘木」と呼ばれ

木を愛する人びとの間で親しまれています。

どれを取っても美しく、人気があり、希少で高価な材です。

人びとがいかにして銘木に魅せられ、どのように利用

されてきたのか見てみましょう。

別名はホンジュラスマホガニーやビッグリーフマホガニーとい
い、中南米の熱帯地域に広く分布するセンダン科の広葉樹です。
現在中南米のものは入手が困難なため、東南アジアで計画的に
植林されたものが多く流通しています。

アメリカ東部に広く分布する、クルミ科の広葉樹です。心材は褐色～濃暗褐色
～紫褐色で、深みのある色合いと美しい木目により世界中で人気の高い樹種で
す。多くの木材は日光にあたると濃く変色しますが、ブラックウォールナット
は反対に黒みや紫みが薄まり、やや明るめの赤茶色になっていきます。

南アジア～東南アジアの熱帯モンスーン気候地域に分布するクマツヅラ科の広葉
樹です。主にミャンマー産とインドネシア産とに大別されます。光沢があり、は
じめ金褐色や黄白色の表情をしていますが、日光にあたり続けると味のある飴色
（暗褐色）へと変化していきます。油分を含みしっとりとした触感があります。

紅金色の光沢と美しい縞模様が魅力的なマホガニーは、
比較的柔らかく加工しやすいため、高級楽器や高級家具に
用いられます。油分が多くて耐朽性が高いので、船舶の甲
板や自動車の装飾部材としても利用されています。

ブラックウォールナットは北米
産広葉樹の中でも最高級の木材
として愛されています。
くるいが少なく強度があり、加
工性も良いことから家具や楽器
などに多く使用されます。
有名なところではアメリカ合衆
国で大統領の演説台や最高裁判
所のベンチなどに使われていま
す。また衝撃に強いのでライフ
ルの銃床としても使われます。
根杢と呼ばれる特有の美しい
木目が、多くの人を魅了してい
ます。

チークは油分を多く含むため水
に強いだけでなく海水や虫にも
強いため、古くから船の甲板や
船室の内装材に利用されてきま
した。豪華客船クイーン・エリ
ザベス２世号のデッキやオリエ
ント急行の内装に使われている
ことでも有名です。
マホガニーが入手困難になった
時期に、代替品としてチークの
家具がヨーロッパで広まり、木
の美しさから人気を集めまし
た。またチークの老木から切り
出されたものは耐久性が高く、
特に珍重されています。

マホガニー　15×90×1,820　クランプUVオイル塗装

チーク　15×90×1,820　クランプUVオイル塗装

ブラックウォールナット　スタンダードグレード　15×120×1,820　ウレタン塗装
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チーク　クランプUVオイル塗装
PHFL0353　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥24,000／㌜
PHFL0537　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥25,000／㌜       
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PHFL0472　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥29,000／㌜

マホガニー　ウレタン塗装
PHFL0177　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥13,000／㌜
PHFL0941　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥15,000／㌜

チーク　ウレタン塗装

マホガニー ヘリンボーン　クランプオイル塗装
PHFL1121　15×60×420　65枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜

マホガニー ヘリンボーン　無塗装
PHFL0179　15×60×420　65枚（1.638㎡）　¥20,000／㌜

マホガニー　ナチュラルグレード　クランプUVオイル塗装（バーボン）
PHFL1111　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥13,000／㌜

PHFL0347　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥23,000／㌜
PHFL0532　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥24,000／㌜

チーク12　クランプUVオイル塗装
PHFL0784　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥22,000/㌜

チーク12　ウレタン塗装
PHFL0343　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥21,000/㌜

チーク12　無塗装
PHFL0785　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥20,000/㌜

TRF チーク　クランプオイル塗装
PHFL0356　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥30,000/㌜

TRF チーク　ウレタン塗装
PHFL0355　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥28,000/㌜

TRF チーク　無塗装
PHFL0773　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥27,000/㌜

チーク ヘリンボーン　クランプオイル塗装
PHFL1120　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥27,000/㌜

チーク ヘリンボーン　無塗装
PHFL0359　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥25,000/㌜

チーク パーケット（直貼りカルプ付き）　クランプオイル塗装
PHFL0697　15×303×303　18枚（1.653㎡）　￥27,000/㌜

チーク パーケット（直貼りカルプ付き）　無塗装
PHFL0698　15×303×303　18枚（1.653㎡）　￥25,000/㌜

WRF ブラックウォールナット　ナチュラルグレード　クランプオイル塗装
PHFL1097　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥30,000/㌜

ブラックウォールナット ヘリンボーン 無塗装
PHFL0776　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥30,000/㌜

ブラックウォールナット ヘリンボーン クランプオイル塗装
PHFL0988　15×60×420　65枚（1.638㎡）　￥32,000/㌜

ブラックウォールナット 床暖房対応　オスモオイル塗装
PHFL0420　15×75×1,818　ユニ　12枚（1.636㎡）　￥44,000/㌜

ブラックウォールナット 床暖房対応　無塗装
PHFL0421　15×75×1,818　ユニ　12枚（1.636㎡）　￥43,000/㌜

ブラックウォールナット12　オスモオイル塗装
PHFL0641　12×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　￥27,000/㌜

チーク　無塗装 
PHFL0360　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜
PHFL0533　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥23,000／㌜

チーク　オスモオイル塗装
PHFL1160　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥27,000／㌜
PHFL1161　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥28,000／㌜       

チーク　乱尺　無塗装
PHFL0534　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥24,000／㌜

チーク　乱尺　クランプUVオイル塗装
PHFL1157　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥26,000／㌜

ヴィンテージチーク　春風オイル塗装
PHFL0370　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥23,000／㌜
PHFL0541　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥24,000／㌜       

ヴィンテージチーク　ウレタン塗装
PHFL0369　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥22,000／㌜

ヴィンテージチーク　無塗装 
PHFL0373　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥21,000／㌜

ヴィンテージチーク　乱尺　無塗装
PHFL0543　15×120×乱尺　1.512㎡ 　¥23,000／㌜

チーク　床暖房対応　クランプUVオイル塗装
PHFL0535　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥29,000/㌜

チーク　床暖房対応　ウレタン塗装
PHFL0354　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥28,000/㌜

チーク　床暖房対応　無塗装
PHFL0361　15×90×1,818　ユニ　10枚（1.636㎡）　￥27,000/㌜

チーク　ナチュラルグレード　クランプUVオイル塗装
PHFL1000　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡） 　¥19,000／㌜

ブラックウォールナット　スタンダードグレード　無塗装
PHFL0473　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥25,000／㌜
PHFL0474　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥28,000／㌜

ブラックウォールナット　ワンピース　ラスティックグレード　オスモオイル塗装
PHFL0708　15×130×1,820　ワンピース　7枚（1.656㎡）　¥36,000／㌜

アンティークウォールナット　ラスティックグレード ウレタン塗装 
PHFL1082　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥18,000／㌜
PHFL1083　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥18,000／㌜

グランデ ブラックウォールナット スタンダードグレード　オスモオイル塗装 
PHFL0743　18×125×乱尺　1.500㎡ 　¥32,000／㌜

ブラックウォールナット ラスティックグレード　ハンドシェイブ　ウレタン塗装 
PHFL1014　15×150×乱尺　1.620㎡ 　¥35,000／㌜

グランデ ブラックウォールナット ラスティックグレード　オスモオイル塗装 
PHFL0744　18×125×乱尺　1.500㎡ 　¥26,000／㌜

B L A C K  W A L N U T
ブラックウォールナット

WRF ブラックウォールナット　スタンダードグレード　クランプオイル塗装
PHFL0872　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥36,000/㌜

WRF ブラックウォールナット　スタンダードグレード　無塗装
PHFL0873　6×90×910　ユニ　40枚（3.276㎡）　￥33,000/㌜

世 界 三 大 銘 木
の魅力

特　集

世界三大銘木 フローリングラインナップ

ブラックウォールナット　ラスティックグレード　オスモオイル塗装
PHFL0606　15×90×1,820　ユニ　10枚（1.638㎡）　¥24,000／㌜
PHFL0477　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥27,000／㌜

ブラックウォールナット　ラスティックグレード　無塗装 
PHFL0478　15×120×1,820　ユニ　7枚（1.529㎡）　¥25,000／㌜


