
Interior Furnitures Fixtures
大沼『木の家』リノベアカデミー オリジナルインテリア家具/建具









建具 ドア

建具 引戸（上吊り/Wソフトクローズ）

建具 収納

造り付け家具

造作材

■板戸（空錠・間仕切錠）/板戸欄間付（空錠・間仕切錠）

■板戸小窓付（空錠・表示錠）/板戸小窓付欄間付（空錠・表示錠）

■アクリル（空錠・間仕切錠）/アクリル欄間付（空錠）

■引違い板戸・引違い板戸小窓付・引違いアクリル

■片引き板戸（空錠）／片引き板戸小窓付（空錠）/引違いアクリル（空錠）

■片引き板戸（間仕切錠）/片引き板戸小窓付（表示錠）

■片引き入隅板戸（空錠）／片引き入隅板戸小窓付（空錠）／片引き入隅アクリル（空錠）

■片引き入隅板戸（間仕切錠）/片引き入隅板戸小窓付（表示錠）

■アウトセット片引き板戸／アウトセット片引き板戸小窓付／アウトセット片引きアクリル

■2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸（空錠）／2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付（空錠）／2枚引込み戸6尺連動タイプアクリル（空錠）

■2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

■2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸（空錠）／2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付（空錠）／2枚引込み戸9尺連動タイプアクリル（空錠）

■2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

■3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸（空錠）／3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付（空錠） ／3枚引込み戸12尺連動タイプアクリル

（空錠）

■3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

■クローゼットドア（3尺/4.5尺/6尺/9尺/12尺）

■両開き戸3尺（H900/H1350/H1800）

■上吊り3枚引違い戸Wソフトクローズ（H1973/H2336）

■上吊り一本引鏡付きWソフトクローズ

■キチン収納85（3段引出しソフトクローズW450/W750/W900）

■キッチン収納100 4段引出しソフトクローズ（W550）

■キッチン収納100 2段引出しソフトクローズ＋片開き戸（W550）

■キッチンキャビネット（引違い戸H300/H700）

■ローボード72 3段引出しソフトクローズ（W450/W750/W900）

■ローボード70 3段引出しソフトクローズ（W450/W750/W900）

■壁掛けテレビボード

■置き型テレビボード

■壁付テレビキャビネット

■トイレ収納ボックス

■床材（杉うづくり30㎜節無し無塗装/赤松30㎜節あり無塗装）

■壁材（杉節無し12㎜無塗装/赤松節あり12㎜無塗装）

■天井材（杉240㎜相じゃくり）

■役物（杉廻縁/杉出隅/杉壁見切/杉巾木/杉開口枠

■窓枠（杉縦窓枠/杉横窓枠）



建具 ドア



板戸（空錠・間仕切錠）

セット品番

●板戸空錠 CDS/M07420（L・R）/1

●板戸間仕切錠 CDS/M07420（L・R）/2



板戸欄間付（空錠・間仕切錠）

セット品番

●板戸欄間付空錠 CDS/M07424（L・R）/1

●板戸欄間付間仕切錠 CDS/M07424（L・R）/2
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板戸小窓付（空錠・表示錠）

セット品番

●板戸小窓付空錠 CDS/P07420（L・R）/1

●板戸小窓付表示錠 CDS/P07420（L・R）/3



板戸小窓付欄間付（空錠・表示錠）

セット品番

●板戸小窓付欄間付空錠 CDS/M07424（L・R）/1

●板戸小窓付欄間付表示錠 CDS/M07424（L・R）/3



アクリル（空錠・間仕切錠）

セット品番

●アクリル空錠 CDS/G07420（L・R）/1

●アクリル間仕切錠 CDS/G07420（L・R）/2



アクリル欄間付（空錠）

セット品番

●アクリル欄間付空錠 CDS/G07424（L・R）/1



建具 引戸（上吊り/Wソフトクローズ）



引違い板戸（空錠）/板戸小窓付（空錠）/アクリル（空錠）

セット品番

●引違い板戸空錠 CS2S/M16320/1●引違い板戸小窓付空錠 CS2S/P16320/1●引違いアクリル空錠 CS/G16320/1



片引き板戸（空錠）/片引き板戸小窓付（空錠）/片引きアクリル（空錠）

セット品番

●片引き板戸空錠 CS1SW/M16320（L・R）/1●片引き板戸小窓付空錠 CS1SW/P16320（L・R）/1

●片引きアクリル空錠 CS1SW/G16320（L・R）/1



片引き板戸（間仕切錠）/片引き板戸小窓付（表示錠）

セット品番

●片引き板戸空錠 CS1SW/M16320（L・R）/2●片引き板戸小窓付空錠 CS1SW/P16320（L・R）/3



片引き入隅板戸（空錠）/片引き入隅板戸小窓付（空錠）/片引き入隅アクリル（空錠）

セット品番

●片引き入隅板戸空錠 CS1SW/M15820（L・R）/1●片引き入隅板戸小窓付空錠 CS1SW/P15820（L・R）/1

●片引き入隅アクリル空錠 CS1SW/G15820（L・R）/1



片引き入隅板戸（間仕切錠）/片引き入隅板戸小窓付（表示錠）

セット品番

●片引き入隅板戸間仕切錠 CS1SW/M15820（L・R）/2●片引き入隅板戸小窓付表示錠 CS1SW/P15820（L・R）/3



アウトセット片引き板戸（空錠）/アウトセット片引き板戸小窓付（空錠）/アウトセット片引きアクリル（空錠）

セット品番

●アウトセット片引き板戸空錠 CS1SOS/M16320（L・R）/1●アウトセット片引き板戸小窓付空錠 CS1SOS/P16320（L・R）/1

●アウトセット片引きアクリル空錠 CS1SOS/G16320（L・R）/1



2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸（空錠）/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付（空錠）/2枚引込み戸6尺連動タイプアクリル（空錠）

セット品番

●2枚引込み連動タイプ6尺板戸空錠 CS2SW/M16720（L・R）/1●2枚引込み連動タイプ6尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P16320（L・R）/1

●2枚引込み連動タイプ6尺アクリル空錠 CS2SW/G16320（L・R）/1



2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/2枚引込み戸6尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

セット品番

●2枚引込み連動タイプ6尺板戸空錠 CS2SW/M16720（L・R）/2●2枚引込み連動タイプ6尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P16320（L・R）/3



2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸（空錠）/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付（空錠）/2枚引込み戸9尺連動タイプアクリル（空錠）

セット品番

●2枚引込み連動タイプ9尺板戸空錠 CS2SW/M25220（L・R）/1●2枚引込み連動タイプ9尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P25220（L・R）/1

●2枚引込み連動タイプ9尺アクリル空錠 CS2SW/G25220（L・R）/1



2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/2枚引込み戸9尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

セット品番

●2枚引込み連動タイプ9尺板戸空錠 CS2SW/M25220（L・R）/2●2枚引込み連動タイプ9尺板戸小窓付空錠 CS2SW/P25220（L・R）/3



3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸（空錠）
3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付（空錠）
3枚引込み戸12尺連動タイプアクリル（空錠）

セット品番

●3枚引込み連動タイプ12尺板戸空錠 CS3SW/M33220（L・R）/1●3枚引込み連動タイプ12尺板戸小窓付空錠 CS3SW/P33220（L・R）/1

●3枚引込み連動タイプ12尺アクリル空錠 CS3SW/G33220（L・R）/1



3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸（間仕切錠）/3枚引込み戸12尺連動タイプ板戸小窓付（表示錠）

セット品番

●3枚引込み連動タイプ12尺板戸間仕切錠 CS3SW/M33220（L・R）/2●3枚引込み連動タイプ12尺板戸小窓付表示錠 CS3SW/P33220（L・R）/3



建具 収納



クローゼットドア3尺

セット品番

●クローゼットドア3尺 CCF/M07624



クローゼットドア4.5尺

セット品番

●クローゼットドア4.5尺 CCF/M12124



クローゼットドア6尺

セット品番

●クローゼットドア6尺 CCF/M16724



クローゼットドア9尺

セット品番

●クローゼットドア9尺 CCF/M25724



クローゼットドア12尺

セット品番

●クローゼットドア12尺 CCF/M34124



両開き戸3尺（H900/H1350/H1800）

セット品番

●開き戸3尺H900 CCWD/M07609●開き戸3尺H1350 CCWD/M07613●開き戸3尺H1800 CCWD/M07618



上吊り3枚引違い戸6尺Wソフトクローズ（H1973/H2336）

セット品番

●3枚引き違い戸6尺H1973 CSS3S/M16720/1●3枚引き違い戸6尺H2336 CSS3S/M16724/1



上吊り一本引き鏡付きWソフトクローズ

セット品番

●上吊り一本引き鏡付きWソフトクローズ CSS1SN/A16720/1



造り付け家具



キッチン収納85 3段引出しソフトクローズ（W450/W750/W900）

天板別途

品番

●キッチン収納85W450 CKF3H04585

●キッチン収納85W750 CKF3H07585

●キッチン収納85W900 CKF3H09085



キッチン収納100 4段引出しソフトクローズ（W550）

天板別途

品番

●キッチン収納100W550 CKF4H05510



キッチン収納100 2段引出しソフトクローズ＋片開戸（W550）

天板別途

品番

●キッチン収納1002段引出6＋片開戸W550

CKF2H（L・R）0551005510



キッチンキャビネット引き違い戸（H300）

品番

●キッチンキャビネット CKCW2S18003



キッチンキャビネット引き違い戸（H700）

品番

●キッチンキャビネット CKCW2S16770



ローボード72 3段引出しソフトクローズ H690（W450/W750/W900）

天板別途

品番

●ローボード72W450 CLF3H04572

●ローボード72W750 CLF3H07572

●ローボード72W900 CLF3H09072



ローボード70 3段引出しソフトクローズH670（W450/W750/W900）

天板別途

品番

●ローボード70W450 CLF3H04570

●ローボード70W750 CLF3H07570

●ローボード70W900 CLF3H09070



壁掛けテレビボード

品番

●壁掛けテレビボード CTW18003



置き型テレビボード

品番

●置き型テレビボード CTS16504



壁付テレビキャビネット

品番

●壁付テレビキャビネット CCW18003



トイレ収納両開きボックス（W500/W750）

品番

●トイレ収納両開きボックスW500 CTF05070-28

●トイレ収納両開きボックスW750 CTF07570-45

天板別途



造作材



床材 杉うづくり30㎜厚 節無し

●製品仕様 節無し浮造り仕上げ 無塗装

規格：3650×130×30mm（働き）

入り数：7枚（1.0坪/3.3㎡）

形状：本実

原産：日本（新潟県）

品名：杉床材 30mm 節無し 浮造り仕上げ

グレード：小節～上小節 1枚もの

＊原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

＊特注サイズも承ります。ご相談下さい。

雪国の厳しい環境で育ち、年輪が詰み、粘り強さとしなやかさを兼ね備えた

越後杉の無垢フローリングです。

きめ細かな仕上がりで、肌触りと光沢は、浮造り加工により、更に引き立ち、

木目にそった凸凹により肌で触れた時の心地よさを感じることができます。



床材 赤松30㎜厚 節あり

品名：赤松床材 30mm 節あり 化粧面サンダー仕上げ

1枚もの

＊ 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

＊原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格：3900×150×30mm（働き）

入り数：7枚（1.0坪/3.3㎡）

形状：本実

原産：ロシア

十分な厚さを持った無垢の木は、軟らかく、暖かく、丈夫で素足に優しい床です。

パインの、カジュアルで優しい雰囲気は、インテリアを明るくナチュラルに演出

します。



壁材 杉無節 12㎜

品名：杉壁材 12mm 節なし 化粧面サンダー仕上げ

グレード：小節～上小節 1枚もの

＊ 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

＊原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格：3650×108×12mm

入り数：8枚（1.0坪/3.3㎡）

形状：本実

原産：日本（栃木県）

樹齢60年～90年の杉材のうち、直径24㎝～60㎝の丸太を中心に製材してい

ます。

反りや収縮を抑えるため、製材後、桟積みして2か月程度乾かします。

艶のある杉本来の美しさを保ちます。



壁材 赤松節あり 12㎜

品名：赤松壁材 12mm 節あり 化粧面サンダー仕上げ

1枚もの

＊ 抜け節は、節埋めパテ処理にて補修しております。

＊原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。

●製品仕様 無塗装

規格：3900×110×12mm

入り数：8枚（3.432㎡）

形状：相じゃくり

原産：スウェーデン

材質は柔らかい暖かみがあり、加工性に優れています。

年月が経つにつれ、色が濃い茶色へと変化していくのも特徴の一つです。

ナチュラル感覚の木目が魅力的で、空間に開放的な表情を添えたいときなど

によく使われています。



天井材 杉節無し 12㎜

●製品仕様 無塗装

規格：3650×240×12mm

入り数：5枚（4.38㎡）

形状：相じゃくり

原産：日本（栃木県）

材質は柔らかい暖かみがあり、加工性に優れています。

年月が経つにつれ、色が濃い茶色へと変化していくのも特徴の一つです。

ナチュラル感覚の木目が魅力的で、空間に開放的な表情を添えたいときなど

によく使われています。

品名：杉天井材 12mm 節なし 化粧面サンダー仕上げ

グレード：上小節 1枚もの

＊原材料の高騰などにより価格変更がある場合がございます。



役物/枠材 杉 無塗装

縦窓枠 130×21㎜/157×21㎜

横窓枠 126×21㎜/153×21㎜



メンテナンス

床材/壁材

おすすめ天然オイル

「春風」は亜麻仁油、紅花油などの天然ワックスをベースにしており、食品衛生試験に合

格している安全な自然派塗料です。

また、塗料に含まれる天然ワックスが木材に浸透し、肌触りが良く、優れた揮発性を発

揮します。

従来の自然系塗料に機能性も加えた、速乾性のオイルです。

油系や柑橘系の臭いを抑えた低臭タイプで、オイル特有の臭いが残ることもありません。



ご採用いただくにあたってのご注意

●商品は屋内用ですので、屋外や水掛かりするところには使用しないでください。

●商品を一時固定する場合、養生テープを使用し、ガムテープの使用は避けてください。

●商品の表面に長時間テープを貼らないでください。汚れ破損の原因になります。

●商品は無垢材を使用しておりますので、木目や木肌や色合いが異なります。

●床材/壁材/天井材は、施工前に仮並べし、全体の色調のバランスを見てから施工してください。

●床材施工後の養生は、傷つかないように厚めにしてください。

●壁付タイプの商品は、所定の位置に頑丈な下地を入れてください。

設計施工について

●引戸や家具の引き出しにはソフトクローズ金物を使用しておりますが、隙間などに手や足を入れないよ

うにしてください。

●扉や引出しなどにぶら下がったり、過度の荷重をかけないでください。

●床材は定期的に天然ワックスを塗るなどのメンテナンスをしてください。

ご使用について

受注生産について

●商品はほとんどが受注をお受けしてからの生産となり、出荷までに時間を要しますので、ご注文の際納

期をご確認ください。

●生産拠点が新潟となりますので、物流出荷後、お届けするまでには数日の輸送期間を見てください。

特注について

●商品は特寸のオーダーが可能です。価格/納期が異なりますので、お問い合わせください。



Interior Furnitures Fixtures
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