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寒い地域で育った木は、成長が遅く年輪が詰まっています。
そうした良質な木材を産出するのがフィンランド、スウェーデンなど北欧の地。
北欧の国々では質の高い木材を使い、
優れたデザイン性がプラスされ独特のテイストを生み出しています。

The trees in the cold area grow slowly 
and generate the fine growth ring.
Finland and Sweden are one of the best 
producers of high-quality timber. 
Scandinavian countries deliver its unique 
designed world with abundant wood.
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VIRE which designed by Finish famous 

designer shows its versatility in interior design.

The undulating shape of the VIRE panel 

creates pleasant shade and shadow by the 

light.

フィンランドの有名デザイナーとのコラボレーションから

誕生した〈VIRE〉。

波をイメージした表情あるデザインが光による陰影を

生み出し、豊かな個性を表現します。
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Ristomatti Ratia
Ristomatti Ratia is a Finnish famous
designer who has designed a vast
spectrum of products such as the
Marimekko bags. 
Ratia sends out his designed products 
with many companies.

リストマッティ・ラティア デザイナー
マリメッコをはじめとするフィンランド国内の様々

なデザインを手がけるデザイナー。

自身のブランド「Ristomatti Ratia Co.」を立ち

上げ数々の企業とのコラボ商品を日々世に送り

出している。

designer

無地上小グレード  無塗装   PHPN0061
¥25,000 / 束  ¥13,355/㎡
幅80mm

15×80×3,900mm ワンピースタイプ 6枚（1.872㎡）/束
※表面に山型加工を施しています。 
※色差、若干の小節があります。 

Red Pine vire ヴィレ
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SORMI, which has the meaning of "finger" 

in Finnish ,  is  popular  panel ing as a 

scandinavian traditional design.

Its soft and high design will lend itself to 

creating superior quality of space.

フィンランド語で“指 ”という意味を持つ〈SORMI〉。

北欧では伝統的なデザインの羽目板として幅広い支持

を集めています。

意匠性が高く、優しい雰囲気をもつ〈SORMI〉が上質な

空間演出に一役買います。

s o r m i ソ  ル  ミ

Red Pine
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s o r m i

無地上小グレード  無塗装   PHPN0060
¥25,000 / 束  ¥12,873/㎡
幅83mm

15×83×3,900mm ワンピースタイプ 6枚（1.942㎡）/束
※表面に山型加工を施しています。 
※色差、若干の小節があります。 

sormi ソ ル ミRed Pine
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Knot le s s  
P i n e

レッドパインの希少部分である、節のほとんどない材料から作られ

る羽目板。美しい木目と共にシンプルで落ち着いた風合いを表現

できます。

This paneling is made of the rare material which has 

few knots of red pine.

It can represent simple and elegant feeling with 

beautiful wood grain.

ノットレスパイン

無地上小グレード  無塗装   PHPN0011

小節・表面割れがあります。の干若、差色 ※

Red Pine レッドパイン

¥28,000 / 束  ¥8,974/㎡
12×80×3,900mm 目透かし 10枚（3.120㎡）/束
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A n t i q u e  
P i n e

上質で美しい木目を持つ北欧パインにアンティーク調の

仕上げを施しテイスト感をアップさせました。

長年使い込んだような深い味わいが魅力です。

アンティークパイン

We made Scandinavian Red Pine which has 

beautiful and fine grain burnt and structure 

brushed.

This treatment creates a rustic feel that 

emphasises the taste of solid flooring.

The deep taste as if it was used for many 

years fascinates people. 

ラッカー塗装（クリア）   PHFL0274
¥22,000 / 束  ¥6,435/㎡
幅111mm

15×111×3,850mm ワンピースタイプ 8枚（3.419㎡）/束
※表面を焼いて炭化させたのち、浮造り加工を施しています。 
※節・節割れ・欠け節・ヤニ壺・表面割れがあります。
※欠け節部分に塗装のひび割れがあります。

Antique Pine アンティークパイン

ラッカー塗装（ホワイト）   PHFL0275
¥22,000 / 束  ¥6,435/㎡
幅111mm

15×111×3,850mm ワンピースタイプ 8枚（3.419㎡）/束
※表面を焼いて炭化させたのち、浮造り加工を施しています。 
※節・節割れ・欠け節・ヤニ壺・表面割れがあります。
※欠け節部分に塗装のひび割れがあります。

Antique Pine アンティークパイン

ラッカー塗装（ブラック）   PHFL0276
¥22,000 / 束  ¥6,435/㎡
幅111mm

15×111×3,850mm ワンピースタイプ 8枚（3.419㎡）/束
※表面を焼いて炭化させたのち、浮造り加工を施しています。 
※節・節割れ・欠け節・ヤニ壺・表面割れがあります。
※欠け節部分に塗装のひび割れがあります。

Antique Pine アンティークパイン
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名古屋   〒461-0004  名古屋市東区葵3-7-14  IMYビル7Ｆ
　　　　Tel.（052）930-7855  Fax.（052）930-7856
松  本　〒390-1131   長野県松本市今井5031 
　　　　Tel.（0263）50-3911  Fax.（0263）50-3912

http://www.prairie.co.jp/

P-B10085

この印刷製品
は、環境に配慮
した資材と工場
で製造されて
います。

●表示価格に配送費・施工費・消費税は含まれません。 ●製品改良のため、予告なしに価格の変更や商品の改廃をさせていただくことがあります。 
●印刷の都合により、色合いなどが実際と多少異なる場合があります。 ●本カタログに使用されているイラスト・写真・文章の無断複写・無断転載を禁じます。
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