内装部材

特別広告企画

●

建材・設備

外装部材
部材一般

カタログガイド
2022 秋
CONTENTS

衛生設備

ガイド索引（製品ジャンル別）…………………………………………………………………………………………… 81

Index

設備一般

内装部材

…………………………………………

78

設備一般

…………………………………………

79

外装部材

…………………………………………

78

開口部

………………………………………………

79

部材一般

…………………………………………

78

エクステリア

衛生設備

…………………………………………

78

設計・施工

……………………………………

79

………………………………………

80

開口部

カタログガイドの見方
床

1

エクステリア

日経BP

3 広告部

2

すぐに役立つ建築専門家のための総合雑誌 4
読者の69.5％が一級建築士の資格を持ち、
半数（54.8％）以上が建築・設計監理に携
わる。大型建造物から住宅までを捉えた我が
6
国最大の建築総合情報誌。

5

2 会社名
3 部署名
4 カタログ名称
5 カタログの表紙写真
6 カタログ・紹介文
7 郵便番号・住所

7

設計・施工

〒105-8308

8

10

1 製品ジャンル

東京都港区虎ノ門4-3-12

https://xtech.nikkei.com/
9 k-ad@nikkeibp.co.jp
03-6811-8034
050-3153-7278

8 ホームページアドレス
9 電子メールアドレス
10 電話番号・FAX

建材・設備メーカーのカタログをまとめて請求することが可能です！

「カタログガイド」
カタログ請求コーナーをスタートしました！
URL

https://nkbp.jp/catalog21S

日経アーキテクチュアでは毎年4月と10月の年2回「建材・設備カタログガイド」
を実施し
ております。本サイトでは、
「建材・設備カタログガイド」のカタログを簡単にまとめてご請
求いただくことが可能です。是非、
ご活用ください。
なお、
カタログの請求には
「日経ID」への会員登録（無料）
が事前に必要となります。す
でに会員の方は、ログイン後、
ご登録内容をご確認のうえお申し込みください。未登録
の方は、画面の指示にしたがい、登録を完了させてください。
※日経IDとは https://www.nikkei.com/lounge/help/#nikkeiid

資料請求の流れ
下記サイトへアクセス

日経IDご登録済み・ログイン済みの場合

https://nkbp.jp/catalog21S
1

1 「資料請求はこちら」
を

クリック

2

2

欲しいカタログにチェック

3

注意事項を確認の上、
チェックボックスにチェック

4 ［同意して次へ］
をクリック

日経ID 未登録の場合
日経IDのご登録がまだの方はこの機会に
「日経クロステック」
にご登録ください。
（無料）

3

4

登録完了！
後日、広告主からカタログが送付されます。

「新規登録はこちら」をクリック
※ 本号の資料請求サービスはご本人のご利用1回に限らせていただきます。
なお、
この他、資料請求サービスに関する弊社規約に反するご請求であると弊社が判断した場合には、
請求をお断りさせていただくことがございます。
※ ご登録いただいた個人情報は、資料請求ご希望の会社に提供いたします。
それ以降は、
各社それぞれの責任において管理され、
資料のご案内等をさせていただきます。
※ ご記入いただいた住所やEメールアドレスなどは、
日経BPからの事務連絡にも使わせていただきます。尚、
これ以外に日経BPおよび日経BPグループ会社から、各種ご案内
（刊行物、展示会、
セミナー等）
やアンケート、広告主
等の製品やサービスのご案内をさせていただく場合があります。予めご了承ください。
※「個人情報の取り扱い」
（https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/corporate/privacy/）
をお読みいただき、
内容にご同意のうえ、
お申し込みください。

内装部材

内壁

防水材

日本エムテクス

日本アスファルト防水工業協同組合

リコルクウッドパネル

すべて環境対応型防水工法のアスファルト防水仕様書

外装部材

国内の飲食店等から排出されるコルク栓を回

環境に配慮した信頼と実績のアスファルト防水

収、アップサイクルしボード状にした。釘を必

「ピロウエルド新熱工法」、火気を全く使用しない

要とせず、接着剤や糊で施工することができ
る。粗く砕いてボード状にしたその表情は、

複合アスファルト防水「クリンアス工法」、意匠
性を大幅に向上した改質アスファルト防水「アス

元々の素材感を想像させ、空間を豊かにする。

ファイン工法」などを採用し、日本アスは結成59

150ｘ900ｍｍと300ｘ600ｍｍの２種類。

年の歩みと共に日本の防水業界を支えている。

〒154-0012 東京都世田谷区駒沢2-16-18
ロックダムコート3F
https://www.nmtecs.jp/recork̲wp/

〒120-0025 東京都足立区千住東2-23-4
日新工業 内
https://www.nihon-as.or.jp
info@nihon-as.or.jp
03-6806-2666
03-6806-2667

03-5433-3450

03-5433-3451

部材一般

屋根

防水材

ハウゼコ

ロンシール工業

換気部材・屋根役物・壁役物総合カタログ2023

防水事業部

ロンブリッドパネル仕様パンフレット

衛生設備

金属屋根は透湿抵抗の高い野地合板やアスファル
トルーフィングと密着する為野地上面に滞留した
水分による腐朽事故が多発している。ハウゼコは
この問題をデネブエアルーフで解決。通気リブ構
造で屋根材と野地間に通気層を確保し野地上面
の乾燥を促進。５０年超の屋根の耐久性を目指す。

シート防水のパイオニア。硬質木毛セメント板
とネオマフォームを一体化した『ロンブリッド
パネル』を下地とし、シート防水を施工する防
水仕様を掲載。下地から防水層までのトータル
なシステムで屋根30分耐火認定を取得し、安
心で軽量、断熱性能にもすぐれる屋根を形成。

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-28
NKビル6階
https://hauseco.jp/
info@hauseco.jp
06-4963-8266
06-4963-8267

〒130-8570

仕上部材

プラン21コーポレーション

東京都墨田区緑4-15-3

https://www.lonseal.co.jp/
bousui@lonseal.co.jp
03-5600-1866
03-5600-1846

補助部材
営業部

装飾モールディング・装飾柱造形品カタログ

リンテック

建物用ウインドーフィルム「ウインコス」

「アートデコール」は発泡ポリスチレンをベース
とした軽くて使いやすい、まったく新しいタイプ
の装飾建材。下地を選ばずに、どこにでも施工
でき、短納期で価格も他の商品に比べ、かなり
の格安となっている。施工例も掲載した総合カ
タログの他、ホームページ上でも紹介している。

窓ガラスに貼るだけで飛散防止や日射調整、防
犯、視界制御など様々な機能性や意匠性を発揮
するウインドーフィルムのサンプル帳。マット・エ
ンボスやグラデーションなど従来の装飾フィルム
に加え、オリジナルデザインで空間を演出する
「デジタルプリントガラス装飾フィルム」を掲載。

〒393-0047

長野県諏訪郡下諏訪町
4358-22
http://www.plan21.co.jp
info@plan21.co.jp
0266-28-0020
0266-28-8666

防水材

金森化学工業
地下二重壁代替打込式型枠スマートフォーム

建装工材営業部

〒112-0002 東京都文京区小石川1-1-1
文京ガーデン ゲートタワー8F
https://www.lintec.co.jp/
wf@post.lintec.co.jp
03-3868-7755
03-3868-7733

衛生機器

ハンスグローエ ジャパン
ハンスグローエ・アクサー

総合カタログ

地下室をより広く活用するために、二重壁の代
わりに、型枠工事において外壁の型枠として打
込む。施工も省力化。厚さ32ｍｍの中空硬質
塩ビ樹脂パネルで湧水を処理する。施工後は
内装の下地材となり断熱材も接着できる。また
躯体完成後アンカーで後貼り工事もできる。

ハンスグローエ社は、ドイツで1901年に創業
した老舗水栓メーカー。総合カタログでは、プ
レミアムブランド「hansgrohe（ハンスグロー
エ）」とラグジュアリーなバス・キッチン空間の
ためのデザインブランド「AXOR（アクサー）
」
の製品や施工事例などをご覧いただける。

〒573-1132 大阪府枚方市招堤田近3-21

〒140-0002

http://www.kanamorig.co.jp/private̲label/
info@kanamorig.co.jp
072-850-7901

東京都品川区東品川2-2-4
天王洲ファーストタワー2階
https://www.hansgrohe.co.jp/
info@hansgrohe.co.jp
03-5715-3088
03-5715-3073

搬送

開口部付属品

ホクショー

営業本部 販売企画課

垂直搬送システム VTSシリーズカタログ

セイキ販売
セイキの網戸総合カタログ-断熱・遮熱製品併載-

施設内搬送設備として様々なコンベヤが存在

装飾窓や玄関用の収納式網戸。引違い窓用のパ

するが、その中でも垂直コンベヤにおいてト

ネル網戸他、花粉やホコリを防ぐフィルター網

ップクラスのシェアを誇るホクショーがその
全バリエーションを網羅し完成させた総合カ

戸、ペットに最適なオールアルミ製の通風スク
リーンなど、開口部や用途に合わせた様々な網

タログ。基本3タイプ別にその詳細が解説さ

戸を掲載。また、外付け遮熱スクリーンや室内付

れている。

の断熱スクリーンなど、窓まわりの製品も掲載。

〒924-0004

〒176-0014

石川県白山市旭丘3-17

https://www.hokusho.co.jp/
076-275-7711

076-275-7171

その他

03-5999-5820

外構部材

日昇緑化研究所

セイキ販売

屋上緑化革命！失敗しない屋上緑化システム

セイキエクステリアシリーズ

常緑キリンソウ袋方式は、昨今のゲリラ豪雨や
強風でも土の流出・飛散の心配無し（試験済、
公開動画有り）。無潅水で除草が簡単。防水層
にも優しいので改修が楽々。セダムで枯れた経
験をお持ちの方も心配ご無用！ 口コミで採用増
の屋上緑化システム。屋上緑化関係者必見だ！

自然な美しさと人工の逞しさを兼ね備えた人工
木デッキ材「ルポウッド」やセラミックや天然
石・人工芝にも対応した「ELAVEL Deck」
。
デッキ用の「デッキフェンス」や化粧格子「格子
ユニット」
「ぬれ縁」などのエクステリア建材を
掲載。

〒196-0022

〒176-0014

東京都昭島市中神町
1315-28
www.kirinsou-labo.jp/
info@kirinsou-labo.com
042-519-1350
042-519-1351

開口部一般

東京都練馬区豊玉南
3-21-16
https://www.seiki.gr.jp/

03-5999-5820

外構部材
ルーバーライン・ラボ事業部

ルーバーテック／LouvreTec

可動ルーバー

日本玉石
化粧砂利の総合カタログ「Stone s Catalog 6」
世界の海や山から高品質なものを厳選し、
100種類以上の多種多彩な化粧砂利を掲載。
サイズ、カラー、形状、豊富なバリエーショ
ンから選択が可能。
「洗い出し」といった左官
仕上げ用骨材、敷き砂利、防犯砂利など様々
な用途に利用できる。

〒433-8111

〒351-0115

浜松市中区葵西6-3-1

https://louvreline.jp
info@louvreline.jp
053-438-5611
053-438-5612

開口部一般

埼玉県和光市新倉5-7-34

http://www.nihontamaishi.co.jp
048-458-3401

048-458-3430

開口部

可動ルーバー（電動・手動）は、時間、季節によ
り自由に遮光、採光が可能。素材にアルミを使
用し、耐候性・防犯性を備える。羽根のデザイン
は翼状、羽根角度は0°
〜180°
の自由設定で、意
匠性にも優れる。季節・時間に応じた365日タ
イマー自動制御システムによりZEBにも対応。

設備一般

オーバル

外構部材

MINO

マドマスターソラル

業務センター

木の表情と質感を持つ【彩木】エクステリアシリーズ

ブラインドの角度を段階的に調整することで採
光と遮光のバランスを取りながら、通風・換気が
可能。独自機能の「通風モード」は上部３枚だけ
開き、戸締りと風通しが両立できる。耐風圧強度
は最大サイズで1200Pa（負圧）。「エコ」「防
犯」「防災」の面から安心をPRするカタログ。

本物の天然木で型を取り、丁寧な塗装で自然な
色むらを再現し木目の美しさと質感を実現した
エクステリア建材【彩木】
。耐侯性や耐久性、
メンテナンス性に優れ、そして職人ですら本物
の木と見間違うほどの表情を持った外装用複
合建材。30年相当の耐候性試験結果を掲載。

〒113-8535

東京都文京区西片1-17-3

〒252-0143 相模原市緑区橋本3-22-14

https://www.bunka-s.co.jp

https://nuan.jp/
order@nuan.jp
042-700-0098

0570-666-670

042-700-0099

エクステリア

文化シヤッター
外付けブラインド

東京都練馬区豊玉南
3-21-16
https://www.seiki.gr.jp/

その他

その他

研創

営業部

サイン計画カタログNO.50

積水ホームテクノ
介護・自立支援設備「ウェルス」総合カタログ

当社はサインの総合メーカーとして、オフィス

「介護・自立支援設備wells」は、高齢者の自立

ビル、学校、公共施設などあらゆる建物の屋内

や施設運営者といった周りを取り巻く人々の生

外サインなど、ワンストップで様々なニーズに
対応。周辺環境に合わせたデザイン、設計、素

活負担軽減を「人間生活工学」「可変性」「安
全性・快適性」という3つの考え方を基に、製

材提案、製造までを自社一貫生産体制で短納

品からサービスまでをトータルで提案。様々な

期とローコストの実現に取り組んでいる。

環境の変化に「可変性」で柔軟に対応する。

〒739-1792

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル11階
https://kaigoshien.com/

広島市安佐北区上深川町
448
https://www.kensoh.co.jp/
sales̲support@kensoh.co.jp
082-840-1015
082-840-1192

エクステリア

工法・システム

0120-117-516

03-5308-3501

その他

ピーエルジー

営業本部

地盤置換工法「コロンブス＋」

積水ホームテクノ
WABURO QL-粋- カタログ

設計・施工

基礎下の土と発泡樹脂を置き換え、建物の不
同沈下、振動の低減や、液状化に対しても有
効。木造〜RC3階建て程度の建物を対象に、
軟弱層の厚い地盤、地中埋設物などで他の対
策が困難な地盤、交通・工場などの振動を低
減。安心できる工法。

積水ホームテクノとアステックの共同開発によ
る浴室「WABURO QL-粋-」。浴槽内部には十
和田石、框には天然檜を採用。壁と天井は、表
面加工技術を駆使した最上質鋼板パネルでコー
ディネートし、繊細なディティールと質感を演
出。自宅の浴室を贅沢な和の空間に仕上げる。

〒962-0123

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-25-3
あいおいニッセイ同和損保新宿ビル11階

福島県須賀川市矢田野西町
201
https://www.plg.co.jp/
plg@vesta.ocn.ne.jp
0248-69-1120
0248-69-1121

03-6328-0623

03-5308-3501
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