


＊クリアー塗装は２割増

製品番号　SANO PANEL 00３

  ２０００×１２０×１５　

洋風ナグリ加工 　YOUFUNAGURI

　設計価格：￥　４，７００/ 枚　

　設計価格：￥　８，０００/ 枚　

※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

　３０００×１２０×１５　   　



  ２０００×１３５×１５   ２０００×１３５×１５

＊クリアー塗装は２割増 ＊クリアー塗装は２割増
　　          　 　※無地上小は４割増

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　
　※本実加工・埋め木パテ処理有り　※本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　

　　          　 　※無地上小は４割増

ストライプ　小　WAVE加工
節有　無塗装品

製品番号　SANO PANEL 00４ 製品番号　SANO PANEL 00５

ストライプ　大　WAVE加工
節有　無塗装品



  ２０００×１５０×３０   ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×３０   ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増 ＊クリアー塗装は２割増

　設計価格：￥　５，７００/ 枚　

　設計価格：￥　８，３００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増　　          　 　※無地上小は４割増

製品番号　SANO PANEL 001

　設計価格：￥　６，７００/ 枚　

製品番号　SANO PANEL 00２

　設計価格：￥　９，２００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

BIG WAVE 大波
節有　無塗装品

WAVE 小波
節有　無塗装品

井



  ２０００×１５０×１５   ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５   ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

　設計価格：￥　１５，７００/ 枚　

GENJI CARCING WAVE

節有　塗装品

　設計価格：￥　１１，０００/ 枚　

節有　無塗装品

　設計価格：￥　１０，７００/ 枚　

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

製品番号　SANO PANEL 00６
源氏彫り ストライプ WAVE



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

■　カラーは変更可能です。

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

　設計価格：￥　11，０００/ 枚　

HEIKE CARCING WAVE
製品番号　SANO PANEL 00７

節有　塗装品

　設計価格：￥　１５，７００/ 枚　

平家彫り ストライプ WAVE



  ２０００×１５０×１５   ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５   ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

ソバージュ

製品番号　SANO PANEL 0１３

　設計価格：￥ １０，７００/ 枚　

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

　設計価格：￥ １３，５００/ 枚　

本実目透し加工
杉　節有　無塗装品
本実目透し加工

製品番号　SANO PANEL 0１２

　設計価格：￥　８，８００/ 枚　

Side WAVE　Sauvage

SIDE WAVE 加工

桧　節有　無塗装品

    　　　  　　  ※エンドマッチ加工は別途料金　　　　　　　　　



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

　設計価格：￥ １４，７００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

やとい実加工　目地棒付
桧　節有　無塗装品

　設計価格：￥　９，８００/ 枚　

Side WAVE　Sauvage
製品番号　SANO PANEL 0１４

ソバージュ
SIDE WAVE 加工

　　          　 　※無地上小は４割増
    　　　  　　  ※エンドマッチ加工は別途料金　　　　　　　　　



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥ １０，７００/ 枚　

加工なし

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

　設計価格：￥ １０，７００/ 枚　

杉　節有　無塗装品

　設計価格：￥ １４，０００/ 枚　

　設計価格：￥　１０，０００/ 枚　

杉　節有　塗装品

製品番号　SANO PANEL 00８
献上柄彫り

　　　　　献上柄　ナグリ加工

献上柄加工

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

献上柄加工

KENJYOUGARA　HORI



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

  ２０００×１５０×３０

  ３０００×１５０×３０

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

　設計価格：￥ １４，０００/ 枚　

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥　１０，０００/ 枚　

　ヘリンボーンプレート

杉　節有　無塗装品

HERRINGBONE
製品番号　SANO PANEL 0０９

ヘリンボーン

　設計価格：￥ １０，７００/ 枚　

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

■カラーは変更可能です。

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

　設計価格：￥　１０，０００/ 枚　

　設計価格：￥ １４，０００/ 枚　



  ３０００×１２０×１２０

ホワイトウッド（集成材）
構造用芯　　塗装品

  ３０００×１２０×１２０

　設計価格：￥　４０，０００/ 本　

WAVE  WOOD

　設計価格：￥　７０，０００/ 本　

■現場でオイルステン塗装でオリジナルの
大黒柱や、ルーバー柱になります。　　

構造用芯　　無塗装品
ホワイトウッド（集成材）

製品番号　SANO PANEL ０１０



  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増
　※本実加工・埋め木パテ処理有り

　　          　 　※無地上小は４割増

ストレート（STREIGHT)

ダブル（W)

製品番号　SANO PANEL ０１７
V-WAVE

　設計価格：￥　５，３００/ 枚　

　設計価格：￥ ７，８００/ 枚　

　設計価格：￥　５，８００/ 枚　

　設計価格：￥ ８，８００/ 枚　

V-WAVE加工

V-WAVE

杉　節有　塗装品



  ２０００×１５０×１５   ３０００×１５０×１５

OBIIRI　NAGURI
製品番号　SANO PANEL ０１１

帯入りナグリ加工

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　

ストレート　（STREIGHT)

　設計価格：￥　１０，７００/ 枚　

ダブル（W)



  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

　　          　 　※無地上小は４割増

キャタピラー CATERPILLAR
製品番号　SANO PANEL ０１５

Caterpillar WAVE

　設計価格：￥　５，８００/ 枚　

　設計価格：￥ ８，８００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥　５，３００/ 枚　

　設計価格：￥ ７，８００/ 枚　



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増

STRAIGHT　４RIBS
製品番号　SANO PANEL ０１６

ストレート ４ リブ加工

　設計価格：￥　５，８００/ 枚　

　設計価格：￥ ９，８００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

杉　節有　塗装品



  ３９５０×１２０×１５   ３９５０×１２０×１５

  ３９５０×１５０×１５   ３９５０×１５０×１５

  ２０００×９０×９

杉　無地上小　無塗装品 杉　節有　無塗装品

　設計価格：￥　８，６００/ 枚　

　設計価格：￥ １０，０００/ 枚　

　設計価格：￥　７，０００/ 枚　

　設計価格：￥ ８，６００/ 枚　

杉　無地上小　無塗装品

　設計価格：￥　２，０００/ 枚　

リブ加工 RIBS PROCESSING 
製品番号　SANO PANEL ０１７

リブ加工  RIBS PROCESSING 
   製品番号　SANO PANEL ０20



  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増

SNAKE WAVE

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　

　　          　 　※無地上小は４割増

　設計価格：￥ １５，０００/ 枚　

SNAKE WAVE 加工
製品番号　SANO PANEL ０１８



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

製品番号　SANO PANEL ０１９

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥ １５，０００/ 枚　

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　

ストレート（STREIGHT)

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

SAZANAMI WAVEさざ波 WAVE 加工



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

製品番号　SANO PANEL ０２1

ZUCCHINI

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　

　設計価格：￥ １５，０００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

ズッキーニ

杉　節有　塗装品



  ２０００×１2０×１５

  ３０００×１2０×１５

＊クリアー塗装は２割増

杉　節有　塗装品

3D LOVE WAVE 3D LOVE WAVE
製品番号　SANO PANEL ０22

　設計価格：￥　９，８００/ 枚　

　設計価格：￥ １６，８００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増



  ２０００×１2０×１５

  ３０００×１2０×１５

＊クリアー塗装は２割増

CLOUD　WAVE
製品番号　SANO PANEL ０２３

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

杉　節有　塗装品

　設計価格：￥　９，８００/ 枚　

　　          　 　※無地上小は４割増

雲

　設計価格：￥ １６，８００/ 枚　



  ２０００×１2０×１５

  ３０００×１2０×１５

＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

　設計価格：￥ １１，０００/ 枚　

杉　節有　塗装品

ドット　コム

　　          　 　※無地上小は４割増

.  COM
製品番号　SANO PANEL ０2４

　※本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　



  ２０００×１2０×１５

  ３０００×１2０×１５

＊クリアー塗装は２割増

　設計価格：￥　８，５００/ 枚　

　設計価格：￥ １５，０００/ 枚　

　※本実加工・埋め木パテ処理有り
　　          　 　※無地上小は４割増

V-RIBS
製品番号　SANO PANEL ０２５

V-リブ

杉　節有　塗装品



無垢材の取り扱いについて

商品の搬入・保管

● 商品の損傷がないよう荷降しし、現場で開梱して商品を十分にその環境になじませて下さい。
● 湿度や湿気の多い場所、また水がかかりやすい（雨漏れ）場所、直接日光が当たる場所での

商品の保管は避けて下さい。特に屋外での保管は厳禁です。
● 通風がよい水平な場所を選択して保管を行ってください。
施工前
● 下地部の環境確認

無垢材のため、湿気の影響をいけやすいので、下地空間の湿度及び十分換気が出来て
いる事を確認して下さい。また、下地は必ず乾燥材を使用して必ずビス釘等の効く
合板（F☆☆☆☆相当）等の下地に施工して下さい。

● 仮並べ・商品チェック
天然木製品のため、商品一枚毎の色や柄は異なります。
必ず施工前に仮並べをして、色目木目のバランスを確認して下さい。

製造元：(有)佐野銘木店

＊受注生産品10日から14日（別途運送費が掛ります。）

販売店 


