
滝口木材株式会社 現在

〒971-8182

福島県いわき市泉町滝尻字亀石町2-28

TEL：0246-56-5515  FAX：0246-56-5547
URL：http://www.takiguchilumber.com

ユニ/乱尺・フローリング
樹種 品番 タイプ 塗装 サイズ 入数/ケース グレード 価格/ケース 価格/M2 備考

FSOUN-90C UVクリアウレタン 15x90x1820 10(1.64M2) セレクト ¥8,954 ¥5,460

FSOUN-120C UVクリアウレタン ¥9,685 ¥6,330

FSOUN-120O 自然オイル ¥10,144 ¥6,630

FSOUN-120U 無塗装 ¥9,211 ¥6,020

FNOUN-90C UVクリアウレタン ¥8,249 ¥5,030

FNOUN-90O 自然オイル ¥8,249 ¥5,030

FNOUN-90U 無塗装 ¥6,855 ¥4,180

FCOUN-90C UVクリアウレタン ¥7,544 ¥4,600

FCOUN-90O 自然オイル ¥7,544 ¥4,600

FCOUN-90U 無塗装 ¥6,150 ¥3,750

FCOUN-120O 自然オイル 15x120x1820 7(1.53M2) キャラクター ¥8,109 ¥5,300

FCWOUN-130O 自然オイル 15x130x1820 7(1.66M2) キャラクター ¥10,541 ¥6,350

FNWORL-150C UVクリアウレタン ¥18,468 ¥11,400

FNWORL-150O 自然オイル ¥18,468 ¥11,400

FNWORL-150U 無塗装 ¥15,228 ¥9,400

FCORL-150C UVクリアウレタン ¥16,038 ¥9,900

FCWORL-150O 自然オイル ¥16,038 ¥9,900

FCORL-150U 無塗装 ¥12,798 ¥7,900

FSKZUN-90C UVクリアウレタン ¥7,495 ¥4,570

FSKZUN-90U 無塗装 ¥6,757 ¥4,120

FSKZUN-130C UVクリアウレタン ¥9,213 ¥5,550

FSKZUN-130O 自然オイル ¥10,607 ¥6,390

FSKZUN-130U 無塗装 ¥8,748 ¥5,270

FNKZUN-90C UVクリアウレタン ¥6,511 ¥3,970

FNKZUN-90O 自然オイル ¥6,511 ¥3,970

FNKZUN-90U 無塗装 ¥5,625 ¥3,430

FCKZUN-90C UVクリアウレタン ¥5,494 ¥3,350

FCKZUN-90O 自然オイル ¥6,002 ¥3,660

FCKZUN-90U 無塗装 ¥4,494 ¥2,740

FCKZUN-130C UVクリアウレタン ¥7,553 ¥4,550

FCKZUN-130O 自然オイル ¥8,018 ¥4,830

FCKZUN-130U 無塗装 ¥6,906 ¥4,160

FSSSUN-90C UVクリアウレタン ¥6,806 ¥4,150

FSSSUN-90O 自然オイル ¥8,036 ¥4,900

FSTKUN-90C UVクリアウレタン ¥11,234 ¥6,850

FSTKUN-90O 自然オイル ¥12,710 ¥7,750

FSTKUN-90U 無塗装 ¥10,906 ¥6,650

FSTKUN-150C UVクリアウレタン ¥18,532 ¥11,300

FSTKUN-150O 自然オイル ¥18,532 ¥11,300

FSTKUN-150U 無塗装 ¥15,252 ¥9,300

FNTKUN-90C UVクリアウレタン ¥8,200 ¥5,000

FNTKUN-90O 自然オイル ¥8,200 ¥5,000

FSTKRL-120C UVクリアウレタン ¥19,066 ¥12,610

FSTKRL-120O 自然オイル ¥19,066 ¥12,610

FSTKRL-120U 無塗装 ¥16,042 ¥10,610

FSTKRL-150C UVクリアウレタン ¥22,680 ¥14,000

FSTKRL-150O 自然オイル ¥22,680 ¥14,000

FSTKRL-150U 無塗装 ¥19,440 ¥12,000

FNACUN-90O 自然オイル ¥8,446 ¥5,150

FNACUNHS-90O 自然オイル ¥9,512 ¥5,800 ﾊﾝﾄﾞｽｸﾚｲﾌﾟ加工

FNACUN-90U 無塗装 ¥6,478 ¥3,950

FCACUN-90O 自然オイル ¥6,806 ¥4,150

FCACUN-90U 無塗装 ¥4,838 ¥2,950

FCACUN-120O 自然オイル 15x120x1820 7(1.53M2) キャラクター ¥7,650 ¥5,000

FNACRL-120O 自然オイル ¥13,759 ¥9,100

FNACRL-120U 無塗装 ¥10,735 ¥7,100

FCACRL-120O 自然オイル ¥10,705 ¥7,080

FCACRL-120U 無塗装 ¥9,223 ¥6,100

FSBWUN-90C UVクリアウレタン ¥15,908 ¥9,700

FSBWUN-90O 自然オイル ¥15,908 ¥9,700

FSBWUN-90U 無塗装 ¥15,662 ¥9,550

FSBWUN-120C UVクリアウレタン ¥16,371 ¥10,700

FSBWUN-120O 自然オイル ¥16,371 ¥10,700

FSBWUN-120U 無塗装 ¥15,912 ¥10,400

FSBWRL-120C UVクリアウレタン ¥19,370 ¥12,660

FSBWRL-120O 自然オイル ¥19,370 ¥12,660

FSBWRL-120U 無塗装 ¥16,310 ¥10,660

FSBWRL-130C UVクリアウレタン ¥24,797 ¥15,120

FSBWRL-130O 自然オイル ¥24,797 ¥15,120

FSBWRL-130U 無塗装 ¥21,517 ¥13,120

FCBWRL-150C UVクリアウレタン ¥21,894 ¥13,350

FCBWRL-150O 自然オイル ¥21,894 ¥13,350

FCBWRL-150U 無塗装 ¥18,614 ¥11,350

FCBWRL-200C UVクリアウレタン ¥26,645 ¥14,640

FCBWRL-200O 自然オイル ¥26,645 ¥14,640

FCBWRL-200U 無塗装 ¥23,005 ¥12,640

FNABCUN-90O ユニ 自然オイル 15x90x1820 10(1.64M2) ナチュラル ¥8,200 ¥5,000

FNABCRL-120O 乱尺 自然オイル 15x120x乱尺 -(1.512M2) ナチュラル ¥8,316 ¥5,500

備考 ・在庫は流動的ですので、欠品の場合もあります。

必ず事前に在庫のご確認をお願い致します。

・なお、本件は小口価格となります。バンドル単位・大口の場合

につきましては、別途ご相談下さいませ。

ナチュラル

オーク

15x150x乱尺 -(1.62M2)

15x90x1820 10(1.64M2)

乱尺

15x150x乱尺 -(1.62M2)

カバザクラ

15x90x1820 10(1.64M2)

15x90x1820 10(1.64M2) ナチュラル

ユニ

ユニ

キャラクター

セレクト

セレクト

15x90x1820

セレクト

セレクト

ナチュラル15x90x1820 10(1.64M2)

-(1.512M2)

西南桜 ユニ 15x90x1820 10(1.64M2)

ユニ

15x130x1820 7(1.66M2)

10(1.64M2)

15x130x1820 7(1.66M2)
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乱尺

15x90x1820 10(1.64M2)

ナチュラル

キャラクター

15x90x1820

ユニ

15x90x1820

15x90x1820

セレクト

15x120x乱尺 -(1.512M2)

10(1.64M2)

10(1.64M2)

6(1.64M2)

キャラクター

15x120x1820

15x150x乱尺

ブラック
ウォールナット

チーク

アカシア

乱尺

15x150x1820

15x120x乱尺

15x150x乱尺

15x130x乱尺 -(1.64M2)

ナチュラル

キャラクター

15x120x乱尺

10(1.64M2)

セレクト
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無垢フローリング 価格表(1)

ユニ

15x120x1820 7(1.53M2)

10(1.64M2)15x90x1820

セレクト

キャラクター

-(1.62M2)

7(1.53M2)

-(1.512M2)

床暖房対応

ナチュラル

キャラクター

アジアンブラックチェ
リー

15x200x乱尺 -(1.82M2)

乱尺

-(1.64M2)

15x120x乱尺 -(1.53M2)
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ユニ/乱尺・フローリング
樹種 品番 タイプ 塗装 サイズ 入数/ケース グレード 価格/ケース 価格/M2 備考

FSMPUN-90C UVクリアウレタン ¥10,594 ¥6,460

FSMPUN-90O 自然オイル ¥11,070 ¥6,750

FSMPUN-90U 無塗装 ¥10,135 ¥6,180

FSMPUN-130C UVクリアウレタン ¥10,607 ¥6,390

FSMPUN-130O 自然オイル ¥11,072 ¥6,670

FSMPUN-130U 無塗装 ¥10,375 ¥6,250

FCMPUN-90C UVクリアウレタン ¥8,758 ¥5,340

FCMPUN-90O 自然オイル ¥7,823 ¥4,770

FCMPUN-90U 無塗装 ¥7,593 ¥4,630

FCMPUN-130C UVクリアウレタン ¥10,707 ¥6,450

FCMPUN-130O 自然オイル ¥8,101 ¥4,880

FCMPUN-130U 無塗装 ¥7,819 ¥4,710

FSBCUN-90C UVクリアウレタン ¥13,842 ¥8,440

FSBCUN-90O 自然オイル ¥14,301 ¥8,720

FSBCUN-90U 無塗装 ¥12,464 ¥7,600

FSBCUN-120C UVクリアウレタン ¥16,157 ¥10,560

FSBCUN-120O 自然オイル ¥15,239 ¥9,960

FSBCUN-120U 無塗装 ¥14,810 ¥9,680

FSBCRL-130C UVクリアウレタン ¥23,944 ¥14,600

FSBCRL-130O 自然オイル ¥23,944 ¥14,600

FSBCRL-130U 無塗装 ¥20,664 ¥12,600

FSWOOP-90C UVクリアウレタン ¥17,794 ¥10,850

FSWOOP-90O 自然オイル ¥17,794 ¥10,850

FSWOOP-90U 無塗装 ¥14,514 ¥8,850

FNWOOP-90C UVクリアウレタン ¥16,285 ¥9,930

FNWOOP-90O 自然オイル ¥16,285 ¥9,930

FNWOOP-90U 無塗装 ¥13,005 ¥7,930

FCWOOP-90C UVクリアウレタン ¥15,285 ¥9,320

FCWOOP-90O 自然オイル ¥15,285 ¥9,320

FCWOOP-90U 無塗装 ¥12,005 ¥7,320

FSWOOP-150C UVクリアウレタン ¥19,992 ¥12,190

FSWOOP-150O 自然オイル ¥19,992 ¥12,190

FSWOOP-150U 無塗装 ¥16,712 ¥10,190

FNWOOP-150C UVクリアウレタン ¥18,991 ¥11,580

FNWOOP-150O 自然オイル ¥18,991 ¥11,580

FNWOOP-150U 無塗装 ¥15,711 ¥9,580

FCOOP-150C UVクリアウレタン ¥18,040 ¥11,000

FCOOP-150O 自然オイル ¥18,040 ¥11,000

FCOOP-150U 無塗装 ¥14,760 ¥9,000

FNKZOP-130U 無塗装 ナチュラル ¥13,380 ¥8,060

FCKZOP-130O 自然オイル キャラクター ¥10,176 ¥6,130

FSTKOP-90C UVクリアウレタン ¥24,436 ¥14,900

FSTKOP-90O 自然オイル ¥24,436 ¥14,900

FSTKOP-90U 無塗装 ¥21,156 ¥12,900

FSTKOP-120C UVクリアウレタン ¥23,715 ¥15,500

FSTKOP-120O 自然オイル ¥23,715 ¥15,500

FSTKOP-120U 無塗装 ¥20,655 ¥13,500

FSTKOP-150C UVクリアウレタン ¥27,552 ¥16,800

FSTKOP-150O 自然オイル ¥27,552 ¥16,800

FSTKOP-150U 無塗装 ¥24,272 ¥14,800

FSBWOP-90C UVクリアウレタン ¥24,272 ¥14,800

FSBWOP-90O 自然オイル ¥24,272 ¥14,800

FSBWOP-90U 無塗装 ¥20,992 ¥12,800

FSBWOP-120C UVクリアウレタン ¥26,622 ¥17,400

FSBWOP-120O 自然オイル ¥26,622 ¥17,400

FSBWOP-120U 無塗装 ¥23,562 ¥15,400

FSBWOP-150C UVクリアウレタン ¥30,783 ¥18,770

FSBWOP-150O 自然オイル ¥30,783 ¥18,770

FSBWOP-150U 無塗装 ¥27,503 ¥16,770

FNBWOP-90C UVクリアウレタン ¥21,287 ¥12,980

FNBWOP-90O 自然オイル ¥21,287 ¥12,980

FNBWOP-90U 無塗装 ¥18,007 ¥10,980

FNBWOP-120C UVクリアウレタン ¥21,344 ¥13,950

FNBWOP-120O 自然オイル ¥21,344 ¥13,950

FNBWOP-120U 無塗装 ¥18,284 ¥11,950

FCPNOP-135O 自然オイル ¥6,439 ¥4,380

FCPNOP-135U 無塗装 ¥3,500 ¥2,380

FCPNOP-140O 自然オイル ¥7,470 ¥4,640

FCPNOP-140U 無塗装 ¥4,250 ¥2,640

FCPNOP-150O 自然オイル ¥10,120 ¥5,750

FCPNOP-150U 無塗装 ¥6,600 ¥3,750

FSMBOP-150C UVクリアウレタン ¥16,482 ¥10,050

FSMBOP-150O 自然オイル ¥16,482 ¥10,050

FSMBOP-150U 無塗装 ¥13,202 ¥8,050

FCRSOP-150O 自然オイル ¥11,055 ¥6,390

FCRSOP-150U 無塗装 ¥7,595 ¥4,390

備考 ・在庫は流動的ですので、欠品の場合もあります。

必ず事前に在庫のご確認をお願い致します。

・なお、本件は小口価格となります。バンドル単位・大口の場合

につきましては、別途ご相談下さいませ。

一枚板

メルバウ 一枚板 15x150x1820 6(1.64M2) セレクト

柳杉 一枚板 30x150x3850 3(1.73M2) キャラクター

2018/6/18

キャラクター

セレクト

無垢フローリング 価格表(2)

-(1.64M2)

10(1.64M2)

10(1.64M2)

7(1.66M2)

7(1.66M2)

10(1.64M2)

7(1.53M2)

一枚板・フローリング

メープル ユニ

ブラックチェリー

15x90x1820

キャラクター

30x150x3900 3(1.76M2)

20x140x1920 6(1.61M2)

15x135x1820 6(1.47M2)

15x130x1820

乱尺 15x130x乱尺

15x130x1820

15x90x1820

15x120x1820

15x90x1820

ナチュラル

セレクト

ナチュラル

セレクト

ユニ

セレクト

キャラクター
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オーク 一枚板

15x90x1820 10(1.64M2)

チーク 一枚板 セレクト

キャラクター

パイン

カバザクラ 一枚板 15x130x1820

セレクト

ナチュラル

15x90x1820 10(1.64M2)

15x120x1820 7(1.53M2)

15x150x1820 6(1.64M2)

15x90x1820

15x120x1820

10(1.64M2)

7(1.53M2)

ブラック
ウォールナット

一枚板

15x150x1820 6(1.64M2)

7(1.66M2)

15x150x1820

15x120x1820

6(1.64M2)

15x90x1820 10(1.64M2)

7(1.53M2)
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床暖房対応・無垢フローリング
樹種 品番 タイプ 塗装 サイズ 入数/ケース グレード 価格/ケース 価格/M2 備考

FSWOUNH-85C UVクリアウレタン ¥14,338 ¥9,250

FSWOUNH-85O 自然オイル ¥14,338 ¥9,250

カバザクラ FSKZUNH-75C ユニ UVクリアウレタン 15x75x1818 12(1.64M2) セレクト ¥16,252 ¥9,910

FSTKUN-90C UVクリアウレタン ¥11,234 ¥6,850

FSTKUN-90O 自然オイル ¥12,710 ¥7,750

FSTKUN-90U 無塗装 ¥10,906 ¥6,650

FSBWUNH-75C UVクリアウレタン ¥19,860 ¥12,110

FSBWUNH-75O 自然オイル ¥19,860 ¥12,110

FSMPUNH-72C UVクリアウレタン ¥13,847 ¥8,820

FSMPUNH-72O 自然オイル ¥14,774 ¥9,410

FSMPUNH-72U 無塗装 ¥13,376 ¥8,520

FSBCUNH-75C UVクリアウレタン ¥18,516 ¥11,290

FSBCUNH-75O 自然オイル ¥18,942 ¥11,550

床暖房対応・複合/3層フローリング
樹種 品番 タイプ 塗装 サイズ 入数/ケース グレード 価格/ケース 価格/M2 備考

FNOML-150O ナチュラル ¥13,005 ¥7,930

FCOML-150O キャラクター ¥11,086 ¥6,760

FCOML-120O 自然オイル ¥7,544 ¥4,600

FCOML-120U 無塗装 ¥7,052 ¥4,300

FCOML-120UAT 無塗装(ｱﾝﾃｨｰｸ) ¥8,364 ¥5,100

チーク FNMTML-120O 複合 自然オイル 12x120x909 15(1.64M2) ナチュラル ¥12,300 ¥7,500

FNBWML-150O ナチュラル ¥16,564 ¥10,100

FCBWML-150O キャラクター ¥12,546 ¥7,650

FCBWML-120O 12x120x909 15(1.64M2) キャラクター ¥10,824 ¥6,600

FNHMTL-150O 3層 ナチュラル ¥15,547 ¥9,480

FCHMML-150O 複合 キャラクター ¥12,677 ¥7,730

FNBCTL-150O 3層 ナチュラル ¥15,547 ¥9,480

FCBCML-150O 複合 キャラクター ¥12,677 ¥7,730

FNBCML-90O 複合 12x90x909 20(1.64M2) ナチュラル ¥9,758 ¥5,950

FSWOHB-60C UVクリアウレタン ¥15,268 ¥9,310

FSWOHB-60O 自然オイル ¥15,268 ¥9,310

FSWOHB-60U 無塗装 ¥11,988 ¥7,310

FCOHB-75C UVクリアウレタン ¥11,745 ¥7,250

FCOHB-75O 自然オイル ¥11,745 ¥7,250

FCOHB-75U 無塗装 ¥8,505 ¥5,250

FSKZHB-60C UVクリアウレタン ¥14,383 ¥8,770

FSKZHB-60O 自然オイル ¥14,383 ¥8,770

FSKZHB-60U 無塗装 ¥11,103 ¥6,770

FSTKHB-60C UVクリアウレタン ¥19,598 ¥11,950

FSTKHB-60O 自然オイル ¥19,598 ¥11,950

FSTKHB-60U 無塗装 ¥16,318 ¥9,950

FCACHB-120C UVクリアウレタン ¥15,727 ¥9,750

FCACHB-120O 自然オイル ¥15,727 ¥9,750

FCACHB-120U 無塗装 ¥12,501 ¥7,750

FSBWHB-60C UVクリアウレタン ¥20,369 ¥12,420

FSBWHB-60O 自然オイル ¥20,369 ¥12,420

FSBWHB-60U 無塗装 ¥17,089 ¥10,420

FNBCHBML-60C UVクリアウレタン ¥7,951 ¥12,620

FNBCHBML-60O 自然オイル ¥7,951 ¥12,620

FNBCHBML-60U 無塗装 ¥6,691 ¥10,620

FNBCHB-60C UVクリアウレタン ¥18,056 ¥11,010

FNBCHB-60O 自然オイル ¥18,056 ¥11,010

FNBCHB-60U 無塗装 ¥14,776 ¥9,010

FSWORLJ-75C UVクリアウレタン ¥18,452 ¥11,390

FSWORLJ-75O 自然オイル ¥18,452 ¥11,390

FSWORLJ-75U 無塗装 ¥15,212 ¥9,390

FSTKRLJ-75C UVクリアウレタン ¥19,602 ¥12,100

FSTKRLJ-75O 自然オイル ¥19,602 ¥12,100

FSTKRLJ-75U 無塗装 ¥16,362 ¥10,100

チーク FNTKFJ-150O ナチュラル ¥7,380 ¥4,500

ブラックウォールナット FNBWFJ-150O ナチュラル ¥9,512 ¥5,800

備考 ・在庫は流動的ですので、欠品の場合もあります。

必ず事前に在庫のご確認をお願い致します。

・なお、本件は小口価格となります。バンドル単位・大口の場合

につきましては、別途ご相談下さいませ。

複合・床暖房対応

12x65x420 65(1.64M2)

15x65x420 25(0.63M2)

セレクト

15x65x420 65(1.64M2) セレクト

キャラクター15x75x300
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ヘリンボーン・無垢フローリング

直貼り用・無垢フローリング

乱尺

FJL・無垢フローリング

FJL(4PLY) 自然オイル

セレクト

セレクト

セレクト

ブラックチェリー ナチュラル

72(1.62M2)

15x120x480 28(1.613M2) キャラクター

ユニ

ユニ

ブラック
ウォールナット

オーク

チーク

メープル

セレクト12(1.64M2)15x75x1820

15x85x1820 10(1.55M2)

15x90x1820 10(1.64M2) セレクト

2018/6/18

無垢フローリング 価格表(3)

セレクト

ユニ

ユニ

メープル 自然オイル

15x72x1820 12(1.57M2) セレクト

ブラックチェリー 12(1.64M2)15x75x1820ユニ

オーク 複合

ブラック
ウォールナット

セレクト

キャラクター

複合 自然オイル

オーク

ブラック
ウォールナット

ブラックチェリー
15x150x1818 6(1.64M2)

自然オイル

ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝ

アカシア

15x65x420 65(1.64M2)カバザクラ

チーク 15x65x420

チーク

オーク

15x150x1820 6(1.64M2)

15x75x乱尺 -(1.62M2)

自然オイル

12x120x909 15(1.64M2)

15x150x1818 6(1.64M2)

15x150x1818 6(1.64M2)

15x65x420 65(1.64M2)

15x150x1818 6(1.64M2)


