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NEW

※本誌表示価格には消費税、施工費、送料は含まれておりません。

※表示価格は2019年6月現在のものです。価格は予告なく変更される場合がございます。

※掲載画像の色は印刷物のため実際と異なる場合がございます。



⼈との‟縁”を⼤切に。

1996年の春。会社を設立して間もな

い頃、現代表の兄と二人で訪問した地

元 Ｋ住宅のＨ社長との出会いがな

かったら今の当社はなかったのでは、

とつくづく思うことがあります。その

社長が仲間の5社と共同で中国産のタ

イルをご購入頂き、それをきっかけに

様々なご縁がつながり販路が全国に広

がりました。いまでも建材は勿論、各

種の工事も継続的にご依頼頂くと同時

に個人的にも様々なことをご教授いた

だいています。Ｈ社長には感謝の言葉

しかありません。

現在主力商品になっているテラコー

トシリーズを紹介して下さった方は当

時ブリックタイルを輸入していた韓国

のメーカーの社長さんでしたし、中国

産石材の工場を紹介して下さったのは

北九州の同業者でした。

そして絶対に忘れてはならない方は

当社設立のアイデアを下さった地元の

設計事務所のＳ先生です。創業者がＡ

ＬＣ事業を創業したころから何かとご

援助を頂いていた先生は、新規事業を

検討していた創業者に「輸入建材の販

売」という全く新しいビジネスを提案

して下さりました。

あ

株式会社中央建材センター 専務取締役 / 建材事業部長

孫山 孔太 Kouta Magoyama

先義後利の理念を信じ、新たな価値を提供し続ける。
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Message from Chuo Kenzai Center.

当社の使命は「価値ある・より良

い生活空間を創造することを通じて、

家庭の幸せ創りに貢献する」ことで

す。ですから、今後も住宅向けの建

材販売が主軸になることは変わりま

せんが、決して現状に満足すること

なく世の中の変化をいち早く察知・

予測し、新たな価値を生み出し続け

る必要があります。それを怠れば今

後の当社の存続はないものと肝に銘

じています。

本カタログには例年に増して様々

な新商品を掲載していますが、それ

ら以外にも、生活雑貨や家具、アウ

トドア用品の取扱い、そして住宅分

野にとどまらず人生の大半を過ごす

ことになる会社（職場）の環境改善

に繋がる新規事業の準備も進めてい

ます。

「先義後利」の理念のもと、スタッ

フ一丸となって「お客様の役に立つ

会社になる」ことを改めてお約束い

たします。2019年の中央建材セン

ターにご期待下さい。

すべては理念の実現と

家庭の笑顔のために。

Treasure evrey encounter 
with people for future. 「人様を大切にする」「約束は守

る」「まず相手の立場で考える」

全て創業者がまだ子供だった頃の私

たち兄弟に事あるごとに伝えてきた

言葉です。そしてこの考えが当社の

経営理念である「先義後利」―

“真剣に人様のお役に立つことを考

えて行動することが出来れば、必ず

利益も出て、個人も会社も成長し、

幸せになれる”に繋がっています。

実際に前述の方々以外にも本当に

多くの方からの物心両面でのご支援

とご協力がなければいまの中央建材

センターはありませんし、2000社を

超える全国のお客様とのご縁が繋が

ることもなかったでしょう。

この24年間、外部環境が大きく変

化する中、商品やサービスや販売方

法などを変えながら事業が継続でき

ているのは結果として経営理念を信

じて‟ご縁”を大切にしてきたから

ではないかと思います。但し、考え、

心の中で思っているだけでは不十分

ですので、今後も「お客様の役に立

つ商品やサービスを具現化する」努

力が必要なのは言うまでもありませ

ん。
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私の臭いも
におわニャ
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NEW

漆喰等の健康機能を持った室内用の塗り壁材最大の悩みは掃除がしにくいことでした。

これは汚れを付きにくくする表面の保護剤（トップコート）を施すとせっかくの調湿や

消臭効果がうすれてしまうからです。

そこで、当社は長年外壁材で培った防汚機能に優れた素材に天然ゼオライトを加えることで

健康機能を損なうことなく、汚れが付きにくく掃除がし易い画期的な塗り壁を誕生させました。

お母さんの掃除が楽になる

あらえるぬりかべ

こんな壁が
あったんだ！水拭きOK 汚れに強い

消臭効果 抗菌効果

調湿効果 割れにくい

あらえるぬりかべ〔内装専用〕

64-FA□□□ コテタイプ ¥20,000/set
荷姿：20kg/set（粉体・液体・顔料） 使用量：約8～10㎡

成分：炭酸カルシウム・シリコン樹脂・アクリル樹脂
天然顔料・ナイロン繊維・天然ゼオライト

防カビ

性能
抗菌
性能

20色＋特注色対応

★カラーバリエーションはP68を参照下さい。
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岩手県は広葉樹の種類が日本随一の森林県。

広葉樹は紅葉の時期にはお馴染みの木です。
しかし、岩手県の広葉樹の行先は製紙工場やバイオマスがほとんどです。
人の寿命以上に育ててきた広葉樹を生活用品だけでなく、「人を支える暮らしに
活かしたい」そんな想いからプロジェクトがスタートしました。

林業、木材業で新しい挑戦をし続け世界で一番「カッコイイ」木材店の㈱小友木
材店と自然塗料で木の可能性を追求し「生活に笑顔を育む」㈱シオンが岩手県の
広葉樹をより輝かせるためにタッグを組んで誕生したのがこの
「いろいろふろーりんぐ」です。

iro-iro flooring 
いろいろふろーりんぐ

NEW

NEW

×

予告 coming  soon

〔商品概要〕

お好みの樹種と色（自然塗料）を

お選び頂ける100％オーダーメイドの

塗装済み無垢フローリングです。

岩手県産の広葉樹。
岩手県産の自然塗料。
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NEW

大盤の板を1枚貼るだけで幅900ミリの斜め貼りの壁、左右を変えればビッグヘリンボーン
の木質壁が簡単につくれる突板貼りの合板商品。幅をカットすれば様々なサイズのヘリンボーン
壁組も可能です。壁面だけでなく建具や家具の面材にもおススメです。

ONE WALL
ワンウォール

XL45
〔V900BIG HERRINGBONE〕

XL45 NARA KNOTTY
OW45-NKRD ワンウォール XL45 ナラノッティー 右下がり
OW45-NKRU ワンウォール XL45 ナラノッティー 右上がり

XL45 NARA
OW45-NRD ワンウォール XL45 ナラ 右下がり
OW45-NRU ワンウォール XL45 ナラ 右上がり

XL45 ZEBRA ROUGH
OW45-ZBRRD ワンウォール XL45 ゼブララフ 右下がり
OW45-ZBRRU ワンウォール XL45 ゼブララフ 右上がり
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XL45 TAMO MASAME
OW45-TMRD ワンウォール XL45 タモ柾目 右下がり
OW45-TMRU ワンウォール XL45 タモ柾目 右上がり

XL45 TEAK
OW45-TKRD ワンウォール XL45 チーク 右下がり
OW45-TKRU ワンウォール XL45 チーク 右上がり

XL45 WALNUT ROUGH
OW45-WNRD ワンウォール XL45 ウォールナットラフ 右下がり
OW45-WNRU ワンウォール XL45 ウォールナットラフ 右上がり

XL45 KOKUTAN
OW45-KTRD ワンウォール XL45 黒檀 右下がり
OW45-KTRU ワンウォール XL45 黒檀 右上がり

XL45 SUGI
OW45-SGRD ワンウォール XL45 スギ 右下がり
OW45-SGRU ワンウォール XL45 スギ 右上がり
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NEW

乾燥などの過程で青灰色に変色したアカマツはこれまであまり流通していませんでした。
しかし、その色や模様はヴィンテージスタイルの家具と相性がよく、用途に合わせて
加工されたパネルを床や壁に使用することで味わい深いデニムのように楽しむことができます。
オイル塗装のみで木本来の藍色を引き立たせた気取らない自然のままのブルーウッドが
あなたの暮らしを彩ります。

味わい深いブルーウッドが生む
豊かな時を重ねられるヴィンテージ空間



Blue Floor Panel ブルーフロアパネル
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NEW

Wild Wide Panel ワイルドワイドパネルNEW

Blue Bump Panel ブルーバンプパネル

9㎜と15㎜の2種類の厚みで壁に
奥行きが出て、光の加減で変化する影が
お部屋のアクセントに。

NEW

ブルーバンプパネル あづみの松/無塗装

MSPN0008
¥16,500/ケース（¥12,791/㎡）

ワンピースタイプ/2方実/アオ材/無地上小
寸法：厚9/15×巾90×長300/450/600/900

※長300：6枚/450：8枚/600：6枚/900：6枚
計26枚入＝1.29㎡

極小面取加工で目地を目立たなくし床に使用
することでヴィンデージ感あふれる空間へ。

壁材 床材

壁材

4種のランダムな幅のパネルに
均等に入った9㎜目透かし加工。
その壁は飽きのこない表情を作り出します。

ブルーフロアパネル あづみの松/無塗装

【幅114】MSFL0020 【幅152】MSFL0021
¥11,000/ケース（¥6,667/㎡）

ワンピースタイプ/本実エンドマッチ加工
アオ材/節有/抜け節・欠け節なし/割れなし

114巾寸法：厚15×巾114×長1820   8枚入＝1.65㎡
152巾寸法：厚15×巾152×長1820   6枚入＝1.65㎡

ワイルドワイドパネル あづみの松/無塗装

MSPN0006
¥21,000/ケース（¥8,678/㎡）

ワンピースタイプ/目透かし（9㎜）/アオ材
節有/抜け節・欠け節あり

寸法：厚15×働き幅54/97/120/157×長2700
※幅54：1枚/97：3枚/120：2枚/157：2枚

計8枚入 幅09ｍ×高2.7ｍ分＝2.42㎡



Porfido Random Stone   ポルフィード乱形
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世界各地で長く愛されてきた石材を多数ラインナップ。
色合いや形の微妙な違いは天然石ならでは。
他の石材やタイルなどとコーディネイトして

変化に富んだ表情をお楽しみ頂けます。

RANDOM STONE
乱形石材

NEW

歴史あるたたずまいを感じさせる
イタリア斑岩ポルフィード。

NEW

Spain Random Stone   スペイン乱形

南欧スペイン東海岸の
美しい街並みを彩ってきた石材。

NEW

ポルフィード 乱形

Z14PLS1
¥12,000/㎡
厚10～30㎜
50kg/㎡
イタリア産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。

ブルーシークォーツ

Z39ESP01
¥9,000/㎡
厚20～30㎜
65kg/㎡
スペイン産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。

スペイン乱形



Art Black   アートブラック乱形
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モダンでありながら重厚で
シックな印象が演出できます。

NEW

Modern White   モダンホワイト乱形

明るく開放感があるエントランスを
引き立てるモダンホワイト。

NEW

Natural Gold   ナチュラルゴールド乱形

自然な色幅と割肌の表情が
彩りを与える使い勝手の良い
人気商品です。

NEW

Teppei Stone   鉄平石

国産の乱形といえばコレ！
長野県産 諏訪鉄平石。

NEW

ナチュラルゴールド 乱形

Z3401PYG
¥3,500/袋

厚20～25㎜
26kg/袋
3～４袋/㎡

インド産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。

諏訪鉄平

Z3D01
¥4,200/束

厚15～25㎜
27kg/束
2.5～3束/㎡

日本産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。

アートブラック 乱形

Z3112P
¥3,600/袋

厚15～25㎜
19kg/袋
3～４袋/㎡

中国産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。

モダンホワイト 乱形

Z3113P
¥3,600/袋

厚15～25㎜
19kg/袋
3～4袋/㎡

中国産
★表面の凸凹・模様にバラツキがあります。

★色幅の大きい石材です。
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使い方は自由。
ひとつひとつが
ハンドメイドの
クラフトタイル。

NEW

アルファベットタイル

KURO-□
約50～70×約15～60×厚12㎜

約20～70g/ケ
¥1,000/ケ
★材質： 陶磁器質タイル

★本製品はひとつずつ手作りしております。

その為同じ文字でも形・色・質感が大きく変わります。

また、いずれも手作り感がございます。予めご了承下さい。

ALPHABET
TILE

アルファベットタイル



25 26

また一歩、自然石に近づきました！

天然石材の持つ味わいや、高い意匠性を
最新のデジタル技術で忠実に再現しました。

高級ホテルやマンションでしか見ることのなかった
大判の石貼デザインを一般住宅でも
気軽にご利用いただけます。

天然石のもつ高級感をあなたに。

もっと手軽に。
もっと豪華に。

時代は大判タイル

600角

600×300

NEW
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イタリア北部で産出される希少石「チェッポ・ディ・グレ」の個性的な模様を再現。
ゴージャスながらも飽きのこない空間を創ります。

Thello
セロ

Alley
アーレイ

NEW

600角

テラコッタ、セメント、サビ。クールかつ無機質な素材の面白さを表現しました。
トレンドのモダン＆スタイリッシュな空間を演出します。

600角

600×300

300角

NEW

セロ〔磁器質タイル〕

TL600/D4□ 600角平 595×595×10   3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱）
TL613/10D4□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×10    ¥7,400/m （¥4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。
★焼き物特有の色幅があります。
★濃・中・淡の3色ミックスです。

D41 D42 D43 D61 D62 D63 D64 D65

外床/ノンスリップ

内床/ノングリップ

壁施工OK 外床/ノンスリップ

内床/ノングリップ

壁施工OK

アーレイ〔磁器質タイル〕

AL300/D6□ 300角平 295×295×8.5    12枚/箱 ¥4,900/㎡ （¥ 5,250/箱）

AL630/D6□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥ 6,320/箱)

AL600/D6□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥ 6,320/箱）

AL301/D6□ 300角平階段 295×295×8.5   12枚/箱 ¥4,600/m （¥16,240/箱)

AL313/D6□ 300用タレ付階段 （95+30）×295×8.5 ¥5,800/m （¥ 1,710/枚）

AL613/9D6□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,400/m （¥ 4,350/枚)

AL613/10D6□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,400/m （¥ 4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。
★焼き物特有の色幅があります。
★濃・淡の2色ミックスです。
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英国の歴史的な建造物に使われてきたバーリントンストーンを再現しました。
大胆に流れる石目模様が空間を豊かに演出します。

Stewart
スチュワート

Lazio
ラッツオ

NEW

600角

トラバーチンの気品ある上質な風合いを忠実に再現しています。
天然石と見紛う重厚な空間をお届けします。

600角

600×300

NEW

スチュワート〔磁器質タイル〕

SW630/D5□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱)

SW600/D5□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱）

SW613/9D5□ タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,400/m （¥4,350/枚)

SW613/10D5□ タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,400/m （¥4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。
★焼き物特有の色幅があります。
★濃・淡の2色ミックスです。

D51 D52 D53 D31 D32 D33 D34

外床/ノンスリップ

内床/ノングリップ

壁施工OK

外床/ノンスリップ

内床/ノングリップ

壁施工OK

ラッツオ〔磁器質タイル〕

LZ630/D3□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥5,890/箱)

LZ600/D3□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥5,890/箱）

LZ613/9D3□ タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,000/m （¥4,120/枚)

LZ613/10D3□ タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,000/m （¥4,120/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。
★焼き物特有の色幅があります。

600×300

D54 D55
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室内物干しワイヤー

92-PID4M ¥12,000/set

本体 H121×W87×D60 フック H 75×W60×D11

ロープ長さ 4.0m  /  最大荷重 10kg

ピッド

92-STOK2M ¥4,800/set

本体 H78×W42×D76 フック H78×W42×D50

ロープ長さ 2.0m  /  最大荷重 5kg

基本セット 本体×1 フック×1 レール×2
オプション レール ¥1,100/個

ストック

使いたい時だけ、ワイヤーを伸ばして
パッと手軽に洗濯物を干す。

ワンタッチで本体の付け外しができる物干し。
斜め掛けにも対応。

マグネシウムで洗う
洗剤なしでも洗える！

NEW 洗たくマグちゃんNE

お部屋の臭いスッキリ！

部屋干し最大の悩み‟洗濯物の臭い"を解決する
お母さんのための画期的な新アイテム。

84-MG ¥1,800/ケ
成分： 金属マグネシウム（純度99.95％）

カラー：ブルー、ピンク 正味量：約50g

洗たくマグちゃん



CHUO KENZAI CENTER
natural lifestyle creator / since 1995CK

Standard
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The

Products
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Nurikabe Nurikabe

Nurikabe

塗り壁の家は

思い通りのデザイン、快適でくつろげる空間

そして子どもの成長を見守る安全な空間を実現することができます。

しかし、家創りは目的ではなく

全ては幸せな生活をおくるための手段なはず。

なんでもない日常を

家族全員が、何物にも変えがたいものだと感じることができる場。

それこそが「家」だと私たちは信じています。

塗り壁を通して

日本中に1件でも多くの笑顔溢れる家庭を創ることが

私たちの使命です。

塗り壁



塗り壁を通じて
日本中に1件でも多くの
笑顔溢れる家庭を創る。

37 38

Vision of  Chuo Kenzai Center.
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あなたは『塗り壁の家』を
見たことがありますか？

見直されてきた
『塗り壁の家』のチカラと価値。

しかし、このようなビニールクロスを始めとする
石油化学製品に囲まれた住宅が一般化したことによ
ると考えられるアトピー性皮膚炎や化学物質に対す
るアレルギー疾患などの健康被害が増え続け、無垢
の木材と塗り壁を中心とした健康住宅・自然素材住
宅を希望される方が徐々に増えてきました。

そして、それらの要望に応えるために従来の考え
方を180度転換し、塗り壁の家に特化した家創りをす
る先進的な建築士や工務店が注目を浴びつつありま
す。

また、建材メーカーも漆喰などの古来の素材に新
たな機能を加えた商品を開発すると同時に、海外か
らも様々な特徴を持った商品が紹介されています。
今ではその機能やデザイン、風合いなどの要望に応
じた世界中の塗り壁を自由に選ぶことが出来ます。
更に最近ではネットショッピングで材料を購入し気
軽にDIYリフォームを楽しまれる方も増えています。

このように徐々にではありますが、確実に『塗り
壁の家』が見直されつつあり『塗り壁の家』を実現
できる環境が整っているのです。

日本で『塗り壁の家』が
少なくなった理由。

まるでカフェや旅館のような
上質でくつろげる空間。

「塗り壁」とは土・砂・石灰などの様々な素材を
左官職人が手作業で仕上げるカベの総称で、日本で
は漆喰や土壁といった名称で古くから広く建築材料
として使われています。

塗り壁の歴史は古く、古代メソポタミア、エジプ
ト、ギリシャ・ローマ文明や万里の長城などの世界
的な遺産にも使用され今もなお長年の風雪に耐えて
います。勿論、日本でも神社仏閣、城郭建築、土蔵
建築や酒蔵に塗り壁は無くてはならない素材として
多用されてきました。

住宅建築においてもギリシャ・エーゲ海に浮かぶ
サントリーニ島の街並み、南仏プロヴァンスやスペ
イン各地に点在する古民家など地中海沿岸地方を中
心に、世界中で現在でも最も一般的な仕上げ材とし
て使われており、旅行先や書籍などで目にされた方
も多いのではないでしょうか。日本でも茶室・旅
館・料亭などの和風建築は勿論、一般住宅でもこだ
わりのある方に採用されています。

このように塗り壁は世界的に最も一般的で当たり
前のように使われている素材なのですが、残念なが
ら日本では新築・リフォームを問わず塗り壁を採用
される方は全体の10％ほどというのが現実です。

古来、日本の住宅はその土地の気候風土で育まれ
た木材と土壁でつくられてきました。しかし戦後、
短期間で住宅不足の解消を最優先としたことや、資
材不足からコンクリートをはじめとした工業製品や
ビニール、プラスチックなどの石油化学製品がそれ
らにとって代わりました。

そして現在でも工期の短縮、施工の容易さ、価格
の安さ、規格の標準化などの理由から、外壁では
「サイディング」内装では「ビニールクロス」がほ
ぼ無意識に、自動的に採用されているのが現実です。

更に住宅の産業化、工業化が長く続く中で塗り壁
の物件数の減少と比例し、施工に無くてはならない
左官職人の数も減り続けました。 結果的に職人の
確保が難しくなり、施工費用も上昇し、塗り壁の採
用を諦めてしまうという悪循環に陥っているのです。

「塗り壁」には様々な優れた機能や特徴があります。
実際にご利用頂いた方からのアンケートでは、採用
の決め手になった最大のポイントは、他の工業製品
では決して真似のできない「素材の質感」でした。

街角のお洒落なカフェや、たまに訪れる温泉旅館
の一室で「なんだかゆったりとして落ち着く」とい
う体験をされたことがあると思います。画一的なも
のではない、左官職人が手間暇かけて創り上げる空
間。それこそが塗り壁にしかできないあなたの感性
に訴えかける魅力なのではないでしょうか。

家は雨風をしのぐだけの「箱」ではありません。
幸せな家族を守る大切な「場」であり「空間」です。
そんな大切な家創りを後悔しないためにも『塗り壁
の家』のチカラと価値を知って頂きたいと私たちは
願っています。

塗り壁は世界にあふれている
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家族の健康と笑顔のために

日々の生活の中で口に入れる食べ物や飲み物を気
にする人が多い昨今ですが、実は、空気はそれらの
10倍も体に摂取しています。家族とお子様の健康を
考えると「食」だけでなく、目に見えない「空気」
の安全も家創りには大切な要素です。

そして、室内の空気環境を良くするために注目し
たいのが「壁」の素材です。壁は家の総面積の約
70％を占めるのでここに健康に配慮した素材を使う
ことで効果的に空気環境が改善されるのです。

今では健康機能を謳った多くの素材が販売されて
いますが、特に気をつけて頂きたい機能はその調湿
性能です。高温多湿の日本では、夏場の湿気や冬場
の結露によるカビやダニの発生が様々な健康被害の
原因になっているからです。

あなたは食べ物の10倍の空気を
毎日取り込んでいます。

不快なニオイをスッキリ消臭。

目に見えない空気の質と同じくらい大切なのに
対策がなされていないのが「ニオイ」です。

人は日々の生活の中で様々なニオイを出してい
ます。これ自体を止めることは現実には不可能で
す。しかしトイレのアンモニア臭やタバコの臭い、
部屋にこもりがちなペット臭が半永久的に軽減さ
れ、より心地よい空間に生まれ変わるとした
ら・・・いったいどれほど快適に過ごせるでしょ
うか？ 珪藻土などの塗り壁は生活臭を吸着しま
す。最近では空気清浄機や消臭スプレーが爆発的
に売れていますが塗り壁の家ではそれらも必要な
くなります。

しかし、そうは言っても壁全体に塗り壁を使う
とどうしても費用がかかります。実際に「本当は
使いたかったけど、予算の都合で諦めた。」とい
うお話も多く耳にします。でも簡単に諦めないで
欲しいのです。「全部の部屋は無理だったけど寝
室と子供部屋に使って本当に良かった。」「リビ
ングの壁だけだけど四季を通して空気がサラッと
していて快適。おまけにエアコンの使用が減っ
た。」「湿気のこもる脱衣所と臭いが気になるト
イレに使った。」 など多くの方が目的に応じて
様々な工夫をされています。

私たちは「壁」に囲まれて生活しています。

家族が安心して快適に暮らすために、その素材を
見直してはいかがでしょうか。

建物の最大の敵はカビ。

空気の安全を脅かす最大の敵は、なんといっても
カビです。カビ菌が繁殖すると腐敗菌なども増殖し、
ダニやシロアリも繁殖する為、建物は食い荒らされ
朽ちていきます。カビは湿度60％以上、PH9以下の環
境で爆発的に繁殖し、有害な胞子を放出します。こ
れが喘息やアレルギーを引き起こす大きな原因に
なっており、化学物質と同じくシックハウスの最大
の犯人なのです。

しかし、漆喰をはじめとする自然素材の塗り壁は
アルカリ性で強い殺菌作用がある為、カビの増殖を
抑えることができるのです。また、塗り壁の表面に
はミクロの孔が無数にあり（多孔質構造）壁自体が
呼吸をして空気中の湿気をコントロールする働きが
あるので、やはりカビの繁殖を防ぐことが出来ます。
これらの機能は酒蔵や商家の土蔵、ワインの醸造所
などで古くから塗り壁が使われてきたことからも実
証されています。

化学物質を吸着して空気を浄化。

塗り壁はシックハウス汚染を引き起こすホルムアル
デヒドを代表とする人体に有害な化学物質（VOC=揮
発性有機化合物）を吸着し、空気を浄化する機能も
持っています。国でも2003年に建築基準法を改定し
建材・塗料・接着剤から発生するホルムアルデヒド
対策を行なっていますが、最も発散量が少ないとさ
れるＦ☆☆☆☆（フォースター）でも発散量はゼロ
ではなく「F☆☆☆☆＝安心安全」ではありません。
実際に、それらの建材のみを使用してもシックハウ
スになった、というケースもあります。 健康住宅
を望む場合、やはり無垢材や天然素材の塗り壁を使
用することが最大の対策になるわけです。

あなたはビニールに囲まれています。

ここまで綺麗な空気を創り出す塗り壁の優れた点
をご紹介してきましたが、最後にこれから家創りを
される方にぜひ知っておいて欲しいことがあります。
それは「いま建てられている家の90％以上は窓以

外はほぼ全てビニールに囲まれている」という現実
です。

中でも最大の面積の「壁」には特に建主の指定
（こだわり）が無ければ自動的にビニール（クロ
ス）になってしまいます。勿論ビニールクロスには
色・デザイン・柄の多様さ、価格の安さ、施工の容
易さなど様々な利点があります。しかし、残念なが
らビニールには変わりがありません。一部の機能性
クロスを除けば塗り壁にあるような空気を綺麗にす
る機能は皆無です。

家族の為にできること。

私が家を建てるにあたって主人と一番こだわったことは、

「家族が健康で明るく楽しく過ごせること」でした。

住宅展示場をまわったり、住宅雑誌などで知識を得るうちにたどり着いたのが「塗り壁」でした。

特に子供が生まれたばかりだったので塗り壁材の健康機能については妥協したくありませんでした。

実際に塗り壁の家に住んでみて感じることは「以前のビニールクロスの家との空気の違い」です。

今の家に慣れてしまうと普段はあまり感じることが出来ないのですが、旅行などで家を数日空けて

帰宅した際の「家の空気感」とでも言うようなものが澄んでいるように感じられます。これは友人

が遊びに来た際にもよく言われることです。それも塗り壁に湿気や生活臭を吸収してくれるチカラ

があるからだと思っています。

私も主人もアウトドアが趣味で、休日には子供を連れてキャンプによく行きます。非日常を体験

しながら自然と触れ合う中でリラックスできるのですが、そんな環境を少しでも日々の暮らしに取

り入れたいという想いも塗り壁を採用した理由の一つです。家の中に居ながらにして、「森の中の

コテージで過ごすような自然との一体感」を感じることができるので大満足です。

Ｍ様/主婦 40代
家族：ご夫婦+男の子（3歳）・女の子（5ヵ月） / 埼玉県

あるお客様の体験談 ～塗り壁の家で暮らして～
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あなただけの家を創ろう！

個性がなくなった日本の街並み。 自分だけの壁を自分で塗る。

今の日本の住宅街を歩いて気付くことは大多
数の家の外壁はサイディングで覆われていると
言うことです。様々な色や柄があるものの、な
ぜか街並みが無機質で、画一的で味気ないもの
になっていると感じます。これも伝統的な塗り
壁が戦後70年以上に渡って工業化された建材に
取って代わられたことが要因ではないでしょう
か。左官職人が心を込めて手間暇かけて仕上げ
るものと、工場でロボットが作ったものとの違
いといって良いかもしれません。

人間一人ひとりに個性があるように、家にも
それぞれの個性があるべきだと私たちは考えて
います。実際に『塗り壁の家』を建てた方の多
くは「真っ白い塗り壁の外観にしたい」「旅先
で見た南欧風の外観にしたい」 「自然な風合い
のパターンで仕上げたい」などのこだわりを
持っています。

せっかく塗り壁を希望しても「職人がいな
い」「手間賃が高くなる」などの理由で諦め
てしまうケースも多いようです。しかし最近
は「左官職人の指導をうけながら、お子さん
と一緒に自分で塗ることでコストを下げる」
といった提案をされる工務店もあるようです。

自分たちの手で仕上げた塗り壁に愛着が湧
き、『塗り壁の家』 がもっと身近に感じられ
ることでしょう。塗り壁リフォームがもっと
広まって欲しいと願っています。

家は人生で最も高価な買い物です。しかし、
車や洋服と違い、ゼロから自分の思いを込め
てこだわりを実現することができる買い物で
す。だからこそ、あなただけのオンリーワン
の家を創ってほしいと私たちは願っています。

家創りに、
塗り壁を。

CHUO KENZAI CENTER
natural lifestyle creator / since 1995CK
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Nurikabe Nurikabe

Standard line
スタンダード

塗り壁を楽しむための

標準ライン。

初めての塗り壁にも

最適です。

Pro. line
プロ

ワンランク上の機能を

求めるユーザーに

対応した納得の

ハイスペックライン。

For Exterior 
（外装）

For Interior
（内装）

Nurikabe 
Line up

テラコートスーパーファイン

テラコート J（ジェイ）

★弾性性能重視

テラコート F（エフ）

基礎カラット

★防汚・耐久性能重視

テラコートスーパーファイン

テラコート J（ジェイ）

テラコートハンディテックス

★弾性性能重視

ベジタウォール

漆喰シュクレ

★調湿性能重視

あらえるぬりかべ NEW
★防汚性能重視

阿蘇の土壁

北のやすらぎスマイル

★調湿性能重視

Other items

表面保護材 (P55)

クリーナー (P78)

内装で使いたい

低コスト＆微弾性 高弾性タイプ
低コスト対応
天然漆喰

健康機能タイプ

外装で使いたい

防汚タイプ 高弾性タイプ 基礎専用

シリコン樹脂＋光触媒＋フッ素を
配合した汚れに強いタイプ

アクリル樹脂を配合した

ひび割れ防止に最適なタイプ

基礎巾木の仕上げ
専用の防汚タイプ

64-F□□□

テラコートＦ（エフ） テラコートスーパーファイン
テラコートＪ（ジェイ）

基礎カラット

61-TK□□□
61-TK□□□J

64-SKK

漆喰調微弾性タイプ
リフォームに最適

61-HT20□

ハンディテックス

コストパフォーマンス
に優れた天然素材

ベジタウォール
漆喰シュクレ

64-VW     
64-NE-SC

調湿・消臭・抗菌に
優れた健康タイプ

阿蘇の土壁

北のやすらぎ

64-LM     
64-KY

内装でも割れにくい壁
をお求めの方に最適

テラコートｽｰﾊﾟｰﾌｧｲﾝ

テラコートＪ

TK□□□
TK□□□J

シルコート ・・・ 汎用性の高い撥水処理剤
セラミファイントップ ・・・ 親水性を高めた防汚保護材

ワンステップスプレークリーナー ・・・ 藻やコケなど緑系の汚れ除去

アウトドアクリーナー ・・・ 雨だれなどの黒ずみ汚れの除去

P65 に記載 P53 に記載 P71 に記載

P57/59 に記 P73/75 に記載P56 に記載 P53 に記載

中央建材センターの塗り壁一覧

中央建材センターが提案する塗り壁材料を一覧にしました。

使用場所、機能、グレードから希望に合わせてお選び下さい。

必ずあなたのお探しの素材がみつかるはずです。

■使用場所と機能から選ぶ ■使用場所とグレードから選ぶ

塗り壁の選び方

01 | 使いたい場所（部屋）を決める。

02 | 場所に適した機能から素材（商品）を決める。

03 | 予算に合わせて範囲（面積）を決める。

事前対策には

汚れを落とすには
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01 | Living Room, Dining Room  リビング・ダイニング

02 | Entrance  玄関

03 | Bed Room, Children's Room  寝室・子ども部屋

04 | Wash Room, Toilet  洗面所・トイレ

リビング・ダイニングは家族のくつろぎや団らんの時間を過ごす場所なので
落ち着いた白やクリーム系の色が最適。素材としてはデザイン性が高い
「テラコートシリーズ」や厚塗りができる「漆喰シュクレ」がお奨めです。

玄関ホールは帰宅した際、外部との空気の違いを最も感じることが出来る場所なので
生活臭を軽減したり湿度の調整をしてくれる天然素材をお奨めします。
素材としては「ベジタウォール」や「漆喰シュクレ」が最適です。

人生の1/3を過ごす寝室や、小さなお子さんの成長を見守る子ども部屋は
特に自然素材の塗り壁材を使って頂きたい場所です。
健康機能が満載の「北のやすらぎ」や新商品「阿蘇の土壁」がお奨め。

嫌な臭いや湿気がこもりがちな水廻りには
調湿性能が高く、消臭効果に優れた素材がベストの選択です。
一番のお奨めは北海道産の珪藻頁岩を使用した「北のやすらぎ」です。

部屋別 お奨め素材
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お求めやすい価格でありながら、塗り壁の必須機能を備えたライン。

内外兼用のベストセラー“テラコート”を軸に、

内装専用の漆喰を2タイプ揃えています。

Standard line

TERRACOAT - Superfine
TERRACOAT - J
JOINT-V

TERRACOAT - Handytex
Vegeta Wall
Sucre
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曲
が
る

伸
び
る

塗
り
壁

高弾性でクラックを防ぐ北欧塗り壁

テラコート スーパーファイン



特注色に対応した国産テラコート。
現場攪拌の箱タイプとスグに使える練込済みの２タイプをご用意しています。
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納期
1週間

（一部の濃色は不可。）

テラコート J   ジェイ〔内外兼用〕

61-TK□□□JB ¥16,000/箱 （現場攪拌）
61-TK□□□JP ¥17,000/缶 （練込済み）

荷姿：20kg/箱（缶） 使用量：約8～10㎡
成分：大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

特注色対応
J

★練込済み缶タイプは5缶までの対応となります。

テラコート スーパーファイン〔内外兼用〕

61-TK□□□ ¥15,000/缶

荷姿：20kg/缶 使用量：約8～10㎡

成分：大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料

12色

TK200 TK201 TK202 TK203

TK228 TK231 TK232 TK234

TK235 TK518 TK519 TK250N

高弾性でクラックを防ぐ北欧塗り壁テラコートシリーズ。

曲
が
る

伸
び
る

塗
り
壁

塗り壁を希望される方に共通する悩みの種「クラック」
スーパーファインは抜群の弾性力でクラックの発生を予防します。

Superfine

弾性性能には自信があります。

絶対とは言えませんが
とにかく割れにくい壁を提案します。
とは言っても特に外壁の場合はただ「テラコート」を使用するだけでクラックが
100％無くなる訳ではありません。
それは建物の構造や下地材の動きを表面の塗膜だけで吸収することが難しいから
です。私たちは下地を含めた施工法は勿論、個々のお客様の視点に立ってクラッ
クを防ぐ最適なアドバイスをさせて頂きます。

「テラコート」は塗り壁の最大の弱点とされる『ひび割れ(クラック)』の発生を
防ぐ高弾性の仕上げ材です。主成分である無機質の大理石粉(炭酸カルシウム)と
水に、高性能のドイツ製アクリルポリマーを配合する事により
驚異の弾性力を発揮しクラックの発生を予防します。

▲画像はイメージです。 濃色は対応できない場合があります。

売上
Ｎｏ.1

テラコートは2002年の輸入・

販売開始以来、全国のお客

様から選ばれ続けているベス

トセラー商品です。

★日本塗料工業会の色番号での着色の場合、

追加費用が発生する場合がございます。



ジョイントV      テラコート

2色

テラコート ハンディテックス〔内装専用〕

61-HT□□□ ¥12,000/缶

荷姿：20kg/缶 使用量：約8～10㎡

成分：大理石粉・水・アクリル樹脂・顔料
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Option

〔内装用〕
汎用性の高い標準シーラー
P  -プライマー

61-PP ¥11,000/缶

荷姿：18ℓ/缶 使用量：約180㎡

成分：水・アクリル樹脂

アク止め用カチオン系シーラー
ハイポリックシーラー

64-YBHPS4 ¥11,000/缶

荷姿：4kg/缶 使用量：約40㎡
※ベニア合板・コンパネ下地に必須

あらゆる乾式下地の下地調整材
ボードフィラー NO.2

64-YBBF2 ¥11,000/袋

荷姿：11.8kg/袋（粉10kg+硬化材1.8kg）

成分：無機質フィラー・合成樹脂

耐久性抜群のグラスファイバーネット
HS スーパーネット NO.32

64-HSSN32 ¥2,800/巻

荷姿：90m/巻（24巻/箱）

巾=50㎜ 粘着タイプ

ジョイントV専用ネット
JVスーパーネット

61-SN ¥16,000/巻

荷姿：100m/巻（3巻/箱）

巾=100㎜ 非粘着
※ジョイントV 専用

乾式下地のクラック防止用樹脂モルタル
ジョイント・V

61-JV13 ¥13,000/袋

荷姿：13kg/袋（粉10kg+混和液3ℓ）

使用量：約6㎡（塗厚=2㎜の場合）

右ページ参照

〔外装用〕

汎用性の撥水処理剤
シルコート

61-SC ¥20,000/缶

荷姿：18ℓ/缶

使用量：約180㎡
成分：水・アクリル樹脂

親水性を高めた防汚保護剤
セラミファイントップ

64-YBSF ¥39,000/缶

荷姿：14kg/缶

使用量：約80～100㎡
成分：水・シリコン樹脂

HT200

HT201

Handy-Tex

微弾性＆ローコストの内装専用テラコート。

クロスにも直接塗れるのでリフォームにも最適です。

Option

ク ラ ッ ク は 仕 上 げ 材 と 下 地 で 防 ぐ ！

ワ レ に く い 塗 り 壁 を お 探 し の あ な た に 。

〔 下 地 で 防 ぐ 〕

クラック最大の原因は下地の動き。

「塗り壁はクラックが怖くて薦めたくない」 よく聞く話です。

そんな心配と悩みを軽減するのがジョイントVです。特
殊なスサを配合した樹脂モルタルのジョイントVは、温
度や湿度によって下地材と仕上げ材の間に生じる力を
吸収し、表面のクラックを軽減します。

「クラックの原因の99％は下地の動き。」
これだけは知っておいて下さい。

〔 仕 上 げ 材 で 防 ぐ 〕

曲がって伸びる素材でクラック対策。

健康志向の高まりの中、内装だけでなく、外壁にも漆
喰などの無弾性の天然素材を希望される方が増え
ています。

しかし「下地補強を十分に行ったとしても、クラックが
発生する確率を軽減するためには少しでも弾性性能
が高い仕上げ材を使うべきだ。」と私たちは考えてい
ます。

標準シーラー
P  -プライマー
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野菜から生まれたオンリーワンの天然漆喰。

Option

アク止め用シーラー
ハイポリックシーラー

64-YBHPS4 ¥11,000/缶

荷姿：4kg/缶 使用量：約40㎡
※ベニア合板・コンパネ下地に必須

乾式下地の下地調整材
ボードフィラーNO.2

64-YBBF2 ¥11,000/袋

荷姿：11.8kg/袋

（粉10kg+硬化材1.8kg）

グラスファイバーネット
HSスーパーネット NO.32

64-HSSN32 ¥2,800/巻

荷姿：90m/巻（24巻/箱）

巾=50㎜ 粘着タイプ

Vegeta Wall

ベジタウォール〔内装専用〕

64-VW ¥8,000/箱

荷姿：16kg/箱 使用量：約8～10㎡

成分：消石灰・水・野菜酵素・顔料
※練り済みタイプだからスグに使えます。

9色

日本古来の漆喰に野菜酵素を配合した新素材。
野菜をイメージした癒し効果のあるパステルカラーは
どんなインテリアにもよく似合います。

女性に大人気！

カリフラワー
Cauliflower

ジンジャー
Ginger

キャロット
Carrot

キャベツ
Cabbage

パンプキン
Pumpkin

ラディッシュ
Radish

ホワイトアスパラ
White Asparagus

ナスビ
Eggplant

柿シブ
Persimmon

もっと手軽に塗り壁を
クロスに直接塗れる

野 菜 か ら 生 ま れ た 天 然 漆 喰
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漆喰シュクレ〔内装専用〕

64-NE-SC ¥8,000/袋

荷姿：20kg/袋 使用量：約6～15㎡

成分：消石灰・特殊繊維

白色のみ

フランスの古民家をイメージした
シンプルで心地よい、やすらぎの空間。
それがシュクレの提供したい価値。

もっと手軽に塗り壁を！リーズナブルな国産漆喰。

★シュクレ用スサはワレ防止に効果があります。特に5㎜以上の厚塗りの際には必ずご使用下さい。

★シュクレプライマーと水性シーラーは石膏ボードに直接施工する際に1対1で攪拌し、塗布して下さい。

Option

カ－ボンコート
目地・下地処理材

64-NE-SCC
¥9,200/袋

荷姿：10kg/袋（2袋/箱）
使用量：約10㎡/袋

ファイバーテープ

64-NE-SCF
¥3,000/巻

荷姿：90m/巻（12巻/箱）
巾=50㎜ 粘着タイプ

シュクレ用スサ

64-NE-SCU
¥1,000/袋

荷姿：90g/袋
使用量：0.5～1袋/主材1袋

シュクレプライマー

64-NE-SCP
¥17,000/缶

荷姿：16kg/缶
使用量：約100㎡/缶

水性シーラーA

64-NE-SCS
¥24,000/缶

荷姿：15kg/缶
使用量：約100㎡/缶

Sucre純 白 美 と 造 形 美 を 実 現 す る 漆 喰

国産
漆喰

シュクレは
岡山産の厳選された消石灰を
主成分とし京都府内の工場で
製造された天然無機質の純国
産漆喰です。

空気浄化機能 調湿機能

耐火性能 静電気の低減



61 62

Nurikabe Nurikabe

快適機能をふんだんに盛り込み、

様々なご要望に対応するハイエンドアイテム。

塗り壁を知り尽くした中央建材センターだからこその

こだわりのラインです。

決して損はさせません！

Pro. line

TERRACOAT - F
KISO - Karatto

ASO no Tuchikabe
Kitano - Yasuragi
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違いは汚れを防ぐ持続性。

一番の見せ場は、10年後にやってくる。

Pro. 
Pro. 
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フッ素パウダーを配合した
画期的で高耐候性のテラコート。

汚れに強い塗り壁。
開発しました。

Terracoat

「塗り壁」の中央建材センターが

提案するフッ素パウダー配合の
最高機能 Pro Lineの塗り壁材です。

従来品より更に耐候性を高めている為
長期的に見れば経済的な素材です。

テラコート F   エフ〔外壁用〕

Terracoat F テラコート エフ

いつまでも綺麗な壁をあなたに。

住宅の外観を10年以上美しく保つ。

+Plus
光触媒

防汚力
撥水力

フッ素
配合
パウダー



防汚性能 防藻・防カビ・抗菌

67 68

Nurikabe Nurikabe

違いは汚れを防ぐ持続性。

汚 れ に く い 塗 り 壁 を お 探 し の あ な た に 。

〔 素 材 が 違 う 〕 〔 性 能 が 違 う 〕

ド イ ツ 製 高 純 度 の シ リ コ ン 樹 脂 と フ ッ 素 パ ウ ダ ー が 持 つ
撥 水 力 で 建 物 の 外 観 を 美 し く 保 つ

「塗り壁の外壁は汚れに弱い」 は昔の話。
シリコン樹脂とフッ素パウダーを練り込み撥水性と
親水性を長期間発揮するテラコートＦはこれまでの
固定観念を一掃出来る新素材です。

「外壁は汚れるのが当たり前。」
そんな業界の常識を覆すのがテラコートＦです。
仮に汚れても多少の経年変化が必ずあるため
クレームにはなりませんが、お客様の立場で
考えれば少しでも汚れにくい材料を提案したいと
私たちは考えています。

積極的に「綺麗」を
保つ新素材。

潜在的な「不満足」を
予防する新常識。

20年近く外壁用の塗り壁材を提供してきたなかで「塗り壁は汚れるものだからしかたがない。」「何年くらいで塗り直しが必
要ですか？」「汚れを取るにはどうすればよいですか？」というお声が多くのお客様から寄せられてきました。

確かに一般的なアクリル系の素材は静電気を発生しホコリ等が付着し易いという性質があるためどうしても徐々に新築時
の美観が損なわれていき、結果としてクリーニングや塗り直しという手間と費用をかけなければなりませんでした。

しかし、本当にそうでしょうか？
私たちはそんなお客様のお悩みと疑問の解決策として、様々な汚れへの対処法ではなく事前の予防策として汚れにくい
塗り壁「テラコートＦ」をご提案しています。

ｺﾗﾑ

Option

テラコートF
専用シーラー

64-FP ¥30,000/缶

荷姿：18ℓ/缶

使用量：約120㎡

グラスファイバーネット
HS スーパーネット NO.19

64-HSSN19 ¥14,000/本

荷姿：50m/本（4巻/箱）

巾=1m 非粘着タイプ

20色＋特注色対応

★色は全てのタイプ共通です。特注色の場合、一部の濃色には対応不可となりますので事前に営業担当者までご確認下さい。

F100 F401 F601 F701

F301 F402 F602 F811

F302 F403 F603 F812

F303 F404 F604 F606

F304 F405 F605 F607

テラコートF（エフ）〔外装専用〕

64-F□□□ コテタイプ ¥20,000/set
荷姿：20kg/set（粉体・液体・顔料） 使用量：約8～10㎡

64-FS□□□ 吹付タイプ ¥20,000/set

荷姿：20kg/set（粉体・液体・顔料） 使用量：約8～10㎡

64-FR□□□ ローラータイプ ¥66,000/缶

荷姿：16kg/缶（液体・顔料） 使用量：約40㎡

成分：炭酸カルシウム・フッ素パウダー、シリコン樹脂
アクリル樹脂・天然顔料・二酸化チタン・ナイロン繊維

Pro. 

防藻
性能

防カビ

性能
抗菌
性能
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新築だから、汚れにくい素材を！

山口県下関市 吉村 様

お客様の声

User's Voice

自宅の新築に活かせた職場での体験

--- 今回、当社のテラコートFを採用された経緯をお聞かせ下さい。

私は工務店で設計の仕事をしているのですが、自宅を新築するにあたってまず決めたことはサイディングやビニー

ルクロスは出来るだけ使いたくないということでした。私の経験で恐縮なのですが特に外壁のサイディングはどう

してもオリジナル性が乏しくなって「どこにでもある家」っていう感じになるのが嫌でした。自社でもそういうお

客様がいて以前は吹付け塗装などを提案していたのですが、その場合は時間が経つにつれて汚れが目立ってきてし

まう、という課題がありました。

--- そこですぐにテラコートFを決められた？

いえ、実は昨年、当社のモデルハウスに実際に採用させて頂いてからその後の汚れ具合を定期的に観察していまし

た。本当に中央建材さんがおっしゃるように汚れに強いのか心配でしたから（笑）

--- 結果はいかがでしたか？

正直ビックリしました。同時期に他の会社が外壁に塗り壁を施工した物件があったのですが、3か月くらいするとそ

ちらは既に汚れが目立ってきていました。それに比べてテラコートFを採用した当社モデルハウスは全くと言ってよ

いほど汚れていませんでした。それを見て自宅にはこの商品を使おうと決めました。それでも、汚れ対策に万全を

期してモデルのような白色ではなくでベージュ系の色を選びましたけど。（笑）

好みと用途で使い分ける

--- 内装にも塗り壁を使っておられますが。

はい。内装には玄関ホール、廊下、リビングに漆喰を使っています。これもモデルハウスで採用した素材で、真っ

白な本漆喰の風合いが気に入って、敢えてコテ筋を出したナチュラルな仕上がりにしてもらいました。外壁では汚

れ対策をポイントを置きましたが、内装は風合いとデザインは勿論なのですが、調湿効果などの健康機能も考えて

漆喰に決めました。

--- 今後 塗り壁を使いたいと考えていらっしゃる方へのアドバイスなどあれば。

そうですね。塗り壁を使うとなるとどうしても一般的なサイディングやビニールクロスより費用は掛かります。で

も折角のマイホームですから使う場所や機能などの優先順位を決めてからそれぞれの素材を選ぶとよいと思います。

中央建材さんもそうですけど、いまは一言で「塗り壁」といっても種類がたくさんあるので、先ずは優先順位を決

めて、予算と相談しながら具体的に商品を選択すると希望が叶えやすくなると思いますよ。

防
汚
性
能
比
較

■ シリコン系材料（コテ仕上げ）

7年経過後 ・全体的に汚れの付着はありません。

■ 一般有機系塗料

リ
フ
ォ
ー
ム
事
例

アクリル樹脂系塗料の上にシリコン系塗料で吹き付けリフォーム。

無機質系のテラコートＦは静電気による汚れ、カビ、
藻の付着から外壁を守ります。

特殊ファイバーと弾性ポリマーの効果で、剥がれや
ヘアークラックの発生から外壁を守ります。

シリコン樹脂を練り込み塗膜全体が撥水するので
撥水・防汚効果が10年以上持続します。

機能と特徴 ｜ function

い ち ば ん の 見 せ 場 は 、
1 0 年 後 に や っ て 来 る 。

天然鉱物と無機質系樹脂が主成分なので火災に
よる有害物質の発生を抑止します。（認定NO.NM-2117)

通気性に優れたテラコートＦは蒸れを防ぎ結露の
発生を抑えます。

コテやローラーによる様々なパターンと全20色の
カラーバリエーションで多彩な仕上げが楽しめます。

違いは
歴然！



グレーコンクリートグレーホワイト

オリーブサンドベージュ
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Nurikabe Nurikabe

基礎は汚れるのが当たり前。そんな常識を覆す“基礎カラット”。

お客様の潜在的な「不満足」を予防する、これからの新常識です。

5色＋特注色対応

★色はコテタイプ・ローラータイプ共通です。特注色の場合、一部の
濃色には対応不可となりますので事前に担当者までご確認下さい。

オールインワンの梱包だから
職人さんも簡単＆安心

基礎カラットは粉体・シリコン樹脂・顔
料に加え専用の含浸シーラーまで付属
しているので職人さんは工具だけでOK。

▼一般的なモルタル ▼アクリル樹脂系 ▼基礎カラット

水の浸入がある為シミができている。
全体的に汚れが目立つ。特に地面に

接する箇所にカビが発生している。

全体的に汚れは見られない。塗膜全

体に撥水性がある為 汚れが付き難い。

防藻
性能

防カビ

性能
抗菌
性能

Pro. 

基礎カラット〔外部基礎専用〕

64-SKK コテタイプ ¥24,000/箱

荷姿：18kg/箱（粉体・液体・顔料・シーラー） 使用量：約8.5㎡（17m）

64-SKKR ローラータイプ ¥24,000/箱

荷姿：5kg/箱（液体・顔料・シーラー） 使用量：約8.5㎡（17m）

成分：炭酸カルシウム・シリコン樹脂・アクリル樹脂
天然顔料・二酸化チタン・ナイロン繊維

Pro. 

基礎カラットのローラータイプ
は誰でも簡単に塗れるから汚れ
が目立ってきた基礎のリフォー
ムに最適です。

モルタル刷毛引き 基礎カラット/ローラー仕上

基礎は汚れるのが当たり前。
クレームにもならないし・・・。

施
主
の
要
望
が
な
い
か
ら

と
り
あ
え
ず

モ
ル
タ
ル
刷
毛
引
き
。

クラックや汚れ
が出たら、補修をすれば

問題ない。

要望はあるけど

予算がないから

いつものモルタル仕上げ。

汚れないのが当たり前。
メンテナンス不要で10年以上綺麗が持続。

施
主
の
要
望
が
な
く
て
も

積
極
的
に

新
た
な
提
案
。

お客様の為になる
ものは取り入れる、
もちろん

コストは極力抑える。

不満足の要因
になりそうな点には
事前に対策を打つ。

基礎の現実。

これからの基礎。

基礎カラット



採掘されたリモナイトを3年間熟成させることで様々な有害物質との吸着（結合）力が高めら

れています。また、リモナイトは鉄分のほかカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを含ん

でいるため、岩盤浴、畜産、土壌改良、ペット用消臭補助食品、水質浄化など様々な分野で

活用されています。
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Nurikabe Nurikabe

世界一のカルデラ 阿蘇30万年の歴史が育んだ熊本天然漆喰。

リモナイト配合

阿蘇の土壁〔内装専用〕

64-LM ¥32,000/箱

荷姿： 20kg（4kg×5袋）/箱 使用量：約20㎡

主成分： 消石灰・阿蘇産リモナイト

リモナイトとは、褐鉄鉱（かってつこう）とも呼ばれ、その名の通り鉄分を多く含んだ鉱物です。
日本国内で良質のリモナイトが採掘できるのは熊本阿蘇山周辺だけと言われています。
「阿蘇の土壁」は熊本県産の天然漆喰にリモナイトを配合することで、漆喰本来の様々な健康効果
をさらに高めることを実現した画期的な塗り壁材です。

リモナイトの誕生

阿蘇山は遥か昔30万年前から数度の大噴火を経験しこれらの噴火により阿蘇山と外輪山との間に大きな火口湖ができたといわれ

ています。火口湖ではマグマや植物といった様々な有機物が蓄積され水中で分離分解されました。やがて、湖は干上がり、火口湖

は大きなカルデラとなって今の姿となり、蓄積された成分は地下に浸透し、層となって眠りました。その堆積物が「リモナイト」として

阿蘇一帯に分布しているのです。

Pro. 

Pro. line 
阿蘇の土壁

リモナイトの成分と特徴

優れた吸着力防腐・殺菌効果

室内環境を改善する「魔法の壁材」

1色 （淡いクリーム色のみ）
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Nurikabe Nurikabe

高い調湿性能で健康機能満載の高機能塗り壁。

★使用法：①床下の清掃 ②床下が地面の場合は防湿シートを敷詰める。（コン

クリートの場合には不要） ③ノースドライを敷詰め（標準厚=1cm）平滑にならす。

北のやすらぎスマイル〔内装専用〕

64-KY ¥13,200/袋

荷姿：20kg/袋 使用量：約10～12㎡

成分：珪藻頁岩（北海道稚内層）・顔料

18色

一般的な珪藻土の3倍以上の調湿機能を持つ珪藻頁岩を
主成分とする北のやすらぎは、Pro. Lineの名に恥じない
内装用塗り壁材の最高峰です。

ノースドライ〔床下調湿材〕

64-KYND ¥5,000/袋

荷姿：20kg/袋（無地）

使用量：約1坪（厚=1cm）
成分：珪藻頁岩（北海道稚内層）

床下の湿気・カビの悩みを解消！
稚内層の珪藻頁岩100％使用。

Option

北のやすらぎ専用下地材
K Y  パテ

64-KYPT ¥2,500/袋

荷姿：3kg/袋 使用量：約13㎡
※ベニア合板・コンパネ下地に。

北のやすらぎ専用シーラー
K Y  プライマー

64-KYP18 ¥14,500/缶

荷姿：18ℓ/缶 使用量：約90㎡

64-KYP5 ¥5,500/缶

荷姿：5ℓ/缶 使用量：約25㎡

北のやすらぎ専用テープ
K YジョイントテープN

64-KYJT ¥3,370/巻

荷姿：100m/巻（4巻/箱）

巾=100㎜ 粘着タイプ

北海道大学 先端科学技術共同研究センターとの共同研究

北のやすらぎは、北海道大学先端科学技術共同研究センター及び

建材生体学研究会との共同研究から生まれました。素材にこだわり、

健康機能を最大限重視した「快適な空間」に配慮した塗り壁材です。

20kg袋は無地袋での発送。

（上記は10kg袋の参考画像）

North Dry
北のやすらぎシリーズ

「珪藻頁岩（けいそうけつがん）」は珪藻土に比べ、微細な細孔による

球状の微粒で構成されています。細孔の容量が多いため、一般的な

珪藻土の3倍以上の吸放湿機能を発揮します。

室内の湿度を調整し、冬は暖かく、夏はカラッと快適。

Pro. Pro. line 
ぎんねず ねこやなぎいろ しらちゃ

ぞうげ くりーむ うすこういろ

しろいろ とりのこいろ しろうすこう

桜色（さくらいろ） 弁柄色（べんがらいろ） 浅緑（あさみどり）

亜麻色（あまいろ） 路考茶（ろこうちゃ） 山葵色（わさびいろ）

琥珀色（こはくいろ） 石板色（せきばんいろ） 灰緑（はいみどり）

Ｎｏ.1
調湿性能

調湿
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Nurikabe Nurikabe

★注意： ①30セカンズシリーズは砂壁、繊維壁、漆喰、布張りの壁、ホーロー、アルミ地金、

砲金、真鍮などの金属製品にはご利用頂けません。また、一部合成樹脂製品で使用出来な

い物があります。※詳しくは製品ラベルの注意書きをご覧ください。②屋外専用ですので浴

室など屋内では絶対に使用しないで下さい。

当社ではStandard line, Pro. line以外にも様々な塗り壁を取扱っています。〔その他の取扱商品〕

外壁の汚れをどうするか？
ニュージーランド製の簡単クリーナー。

“30セカンズ クリーナーシリーズ”

ワンステップスプレークリーナー

64-OSC1 ¥1,500/本

荷姿：1ℓ/本 （標準液）

使用量：粗面 約5㎡ / 平滑面 約10㎡

64-OSC2 ¥3,400/缶

荷姿：2ℓ/缶 （5倍希釈液）
使用量：粗面 約50㎡ / 平滑面 約100㎡
主成分：塩化ベンザルコニウム

藻やコケなどの緑系の汚れにはコレ！

アウトドアクリーナー

64-ODC1 ¥1,250/本

荷姿：1ℓ/本 （標準液）

使用量：粗面 約2㎡ / 平滑面 約5㎡
主成分：次亜塩素酸ナトリウム

大気汚染などの黒ずみ汚れにはコレ！

建物の外観を損なう黒ずみ汚れに速効で効きます。

散布後は3～15分放置し、必ず水洗いをして下さい。

落ちにくい際はブラシで水洗いすると更に効果的です。

外壁や駐車場に付着したコケや地衣植物の除去に最適。
散布後そのまま放置。数日～数週間で効果が出ます。
付着物が多い場合は、1～2週間後に再度噴霧します。

ゆっくり効いて再発抑制！

決め手は速効性！
水洗い必要

水洗い不要

天然スイス漆喰土佐漆喰クリーム 超弾性スタッコ 外装用シラス壁

ラウファーザー

Rauhfaser

天然素材のドイツ製壁紙

欧米では一般的な天然紙クロスは、様々なデザインと
お好みの色との組合せでインテリアを演出できます。
通気性と透湿性に優れ、結露やカビの発生を抑えます。

■ラウファーザー/ウッドチップ W75cm×125m

No.20 No.32 No.40 No.52 No.70

■フリースファーザー W75cm×25m

No.701 No.704 No.707 No.708

No.712 No.715 No.717 No.719

■無地フラットタイプ

品名：ヴァリオフリース
W100cm×25m

品名：トレンドフリース

W75cm×20m

★専用サンプルBookを
ご用意しております。

（実費¥1,100/冊）



Wooden 
Door

自分だけのこだわりの空間。

そこにいるだけで心が休まる空間。

いつか旅先のホテルやカフェで見かけた

お気に入りの木製ドアを

あなたの理想のお部屋に届けます。

木製室内ドア
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Wooden Doors Wooden Doors

★各ドアの価格、仕様、寸法、色及びデザインの
バリエーション、付属品などの詳細は別冊の
「木製ドア総合カタログ」に記載しております。
お気軽にご請求下さい。

BIRCH TEAK BLACK WALNUT

PREMIUM [プレミアム] ¥198,000～

集成無垢単板貼りドア（一部MDF）
納期： 枠・ドア共 約1カ月

COLORS [カラーズ] ¥98,000～

HDF SNSソリッドコアドア
納期： 枠 10日・ドア 15日

CLASSIC [クラシック] ¥118,000～

HDF SNSソリッドコアドア
納期： 枠 10日・ドア 15日

PINE [パイン] ¥138,000～

集成無垢単板貼りドア
納期： 枠 10日・ドア 15日

ユーロトレンドドアはヨーロッパデザインと質感を追求したオリジナルドアです。

サイズオーダーに対応した最高品質の「PREMIUM」、北欧カラーの「COLORS」、

グレイジング塗装の「CLASSIC」、アースカラーとマットカラーの2種類が選べる

「PINE」の4シリーズをご用意しています。

ユーロトレンドドアはヨーロピアンモダンインテリアを彩り、新しい暮らしとデザイン

空間を創造します。

あなたのライフシーンに最適なとっておきのドアがきっと見つかるはずです。

ヨーロッパを感じる

ORANGE NAVY GRAY WHITE GREEN RUBY PEONY OPAL ALPACA
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Wooden Doors Wooden Doors

★各ドアの価格、仕様、寸法、色及びデザインのバリエーション、付属品などの詳細は
別冊の「木製ドア総合カタログ」に記載しております。お気軽にご請求下さい。

WHITE Harry GRAY Roman GRAY

ACE DOOR [エースドア] ¥118,000～

HDF SNSソリッドコアドア
納期： 枠 10日・ドア 15日

「ACE DOOR」に使われているドアパネルは北米で製造されています。

そのドアパネルをジャパンクオリティで加工し、ミッドセンチュリーカラーを施し完成。

扉には一つ一つシリアルナンバーと本物の証「ACE」の刻印も入り、全ての製品が

唯一無二のドアとなっています。

北米の伝統と、日本の技術で仕上げられたドア。それが「ACE DOOR」です。

本物の証。それがMADE IN USA.

W-GREEN M-GREEN RED
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Wooden Doors Wooden Doors

★各ドアの価格、仕様、寸法、デザインのバリエーション、付属品などの詳細は
別冊の「木製ドア総合カタログ」に記載しております。お気軽にご請求下さい。

GP DOOR [ジーピードア] 集成無垢単板貼りドア / 納期： 約1ヵ月

パイン ¥78,000～ バーチ ¥86,300～ ヘム ¥86,300～ アッシュ ¥94,100～

ドアを開ければ、あなたと家族の心地いい空間が広がる。

自然素材の温かさを感じながら、大好きな西海岸テイストで彩るのも良し。

家具を選ぶように、レトロなガラスをセレクトしてカフェ風もいいかも。

じぶんらしく仕上げる、無塗装という魅力。

豊富なデザインから選ぶ。

樹種を選ぶ。

サイズも選べる。
gp ドアは1ミリ単位でのサイズオーダーが可能。既製サイズを小さくすることは勿論、
最大914㎜×2350㎜までに対応します。

Be Happy DOOR [ビーハッピードア] ¥85,500～

集成無垢単板貼りドア（無塗装） / 納期： 約1ヵ月

B01# B02# B03# B04#

B05# B06# B07# B08#

住宅デザイナー タブチ キヨシ氏とのコラボレーション商品。
今までにない遊び心満載なデザインで、ずっと見ていたくなる
ワクワク&ハッピーなドアが誕生しました。

22H# 22H#-GR 22H#-GS 132# 132#-G

44 66 33 44HL 266

44H# 44H#-GR 44H#-GS 1315C

11 22 101 31 313 22HL 22AL

押し縁に丸みがあり、鏡板面が
立体的な形状です。

全てのデザインが4つの樹種に
対応しています。

押し縁が角ばり、鏡板が
平らなスッキリとした形状です。
全てのデザインが4つの樹種に
対応しています。



Natural Wood

心地よい香り。

やさしい手ざわり。

寝ころぶと温かくて気持ちいい。

だからいつも触れていたい。

すべて無垢だからこそ得られるものです。

忙しい時間の中で、ふっと一息つきたくなる瞬間。

そんなとき個性溢れる天然木材の持つ自然の恵みが

きっとあなたをやさしく包み込んでくれるはずです。

天然木材
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Natural Wood

レッドパイン巾木65
P65FB
11×65×3,900 無塗装

¥2,600/本

Natural Wood

レッドパイン羽目板節有グレード〔無塗装〕

PHPN0016
9×86×3,900 10枚（3.354㎡）/束
¥14,500/束 （¥4,323/㎡）

レッドパイン巾木A
BA-26-RPN
12×65×3,900 無塗装

¥4,200/本

レッドパイン巾木B
BA-56-RPN
15×65×3,900 無塗装

¥4,700/本

レッドパイン12 節有グレード〔無塗装〕

PHFL0299
12×113×1,950 ワンピースタイプ 7枚（1.542㎡）/束
¥8,000/束 （¥5,188/㎡）

レッドパイン羽目板節有グレード〔無塗装〕

PHPN0014
12×106×3,900 丸面 8枚（3.307㎡）/束
¥14,500/束 （¥4,385/㎡）

レッドパイン15 節有グレード〔無塗装〕

PHFL0301
15×111×3,850 ワンピースタイプ 8枚（3.419㎡）/束
¥18,000/束 （¥5,265/㎡）

レッドパイン19 節有グレード〔無塗装〕

PHFL0305
19×135×3,850 ワンピースタイプ 6枚（3.119㎡）/束
¥20,000/束 （¥6,412/㎡）

エコプレーゼ レッドパイン15 節有グレード〔LIVOSオイル塗装〕

PHFL02□□
15×111×3,893 ワンピースタイプ 8枚（3.457㎡）/ケース
¥26,000/ケース （¥7,521/㎡）

PHFL0277 ナチュラル

PHFL0278 ハニーブラウン PHFL0279 ライトブラウン PHFL0280 ダークブラウン

レッドパイン
見切り縁A
BO-26-RPN
12×65×3,900 無塗装

¥4,200/本

レッドパイン
見切り縁B
BO-56-RPN
15×65×3,900 無塗装

¥4,700/本

レッドパイン玄関框・玄関巾木
PKP-92M
90×150×1,950 無塗装 ¥24,600/本

PKP-93M
90×150×2,950 無塗装 ¥37,200/本

PKP-15M
30×150×1,950 無塗装 ¥7,400/本

★玄関框と玄関巾木の納期は1週間です。

※玄関框、玄関巾木は横はぎ集成材です。

Option Option



91 92

Natural Wood Natural Wood

ナラ15 〔無塗装〕

PHFL0264
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥17,000/ケース （¥10,379/㎡）

PHFL0505

15×120×1,820 ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース
¥17,000/ケース （¥11,118/㎡）

ナラ15 ミディアムブラウン〔ウレタン塗装〕

PHFL0221
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース
¥17,500/ケース （¥10,684/㎡）

ケヤキ

ナラ15 クリア〔ウレタン塗装〕

PHFL0222
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース
¥17,500/ケース （¥10,684/㎡）

カバ15 〔無塗装〕

PHFL0083
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥12,000/ケース （¥7,326/㎡）

PHFL0514

15×120×1,820 ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース
¥12,000/ケース （¥7,848/㎡）

カバ15 クリア〔ウレタン塗装〕

PHFL0045
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース
¥12,500/ケース （¥7,631/㎡）

桐15 〔無塗装〕

PHFL0496
15×120×1,820 ワンピースタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース
¥10,000/ケース （¥6,540/㎡）

タモ15 〔無塗装〕

PHFL0631
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥20,500/ケース （¥12,515/㎡）

タモ15 クリア〔ウレタン塗装〕

PHFL0630
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥21,000/ケース （¥12,821/㎡）

クリ15 〔無塗装〕

PHFL0634
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥18,500/ケース （¥11,294/㎡）

PHFL0518

15×120×1,820 ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース
¥18,500/ケース （¥12,099/㎡）

クリ15 クリア〔ウレタン塗装〕

PHFL0633
15×90×1,820 ユニタイプ 10枚（1.638㎡）/ケース

¥19,000/ケース （¥11,600/㎡）

PHFL0517

15×120×1,820 ユニタイプ 7枚（1.529㎡）/ケース
¥19,000/ケース （¥12,426/㎡）

Other items

サクラ（西南カバ） チーク カリン

あづみの松 桧 ボルドーパイン レッドシダー（米杉）

★本誌記載の他、各種樹種・グレードの製品を取り揃えております。お探しの樹種・製品はお気軽にお問合せ下さい。

★各種フロアー材に対応した玄関框・玄関巾木・カウンター材（集成タイプ）もございます。



Paint

健康志向、自然派志向、そして本物志向の高まりの中

無垢のフロアー材を選択される方が増えています。

これまでは木材の保護やメンテナンスの容易さから

ウレタン塗装をかけた商品が主流でしたが

「木」本来の美しさや質感が損なわれない自然塗料が広まりつつあります。

中央建材センターでもドイツ製の自然塗料を永らく販売してきましたが

2017年から岩手県でつくられたハンドメイドの純国産 自然塗料U-OILに切り替え

新たにご提案しています。

ロングセラーの石川県産 米ぬかワックス キヌカとあわせて

「材料」と「製造」、ともに純国産にこだわった自然塗料で

木のやさしさ、心地よさを体感してただければ幸いです。

自然塗料

無垢材になにを塗るか？
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それが問題だ。



0.75L 2.5L 3.8L 9L 18L

15㎡ 50㎡ 76㎡ 180㎡ 360㎡

¥5,000 ¥15,000 ¥21,000 ¥48,000 ¥90,000

¥5,500 ¥16,500 ¥23,000 ¥53,000 ¥99,000

容量

施工面積

クリア

カラー
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Paint Paint

専用うすめ液
UO-US

0.75L ¥2,500
2.5L ¥8,000
3.8L ¥10,800
9.0L ¥25,000

Option

ユーオイル スタンダード〔屋内専用〕

UO-S□□

ユーオイル ハード〔屋内・屋外共用〕

UO-H□□

ユーオイル スーパーハード〔屋外専用〕

UO-SH□□

ニオイを抑えることに特化。ニオイに敏感な方にお奨めです。

安全性・施工性・耐候性、全てに優れた万能タイプ。

耐候性と高い木材保護性能を持つプロ仕様のタイプ。

洗浄クリーナー
UO-CL

1.0L ¥2,000
2.0L ¥3,800
5.0L ¥9,000
10L ¥17,000

メンテナンスオイル
UO-MO

0.5L ¥3,500
1.0L ¥6,500

★U-OILは全3タイプ共通価格です。 ★エクストラクリアはクリアと同一単価です。

※標準塗布面積は、1回塗りの場合、1Lで約20㎡ （0.05L/㎡） ※安全性・・・「告知対象外製品」に相当。

※成分： スタンダード（精選亜麻仁油、紅花油、非石油系乾燥剤、顔料） ハード（精選亜麻仁油、紅花油、無鉛乾燥剤、顔料）

スーパーハード（精選亜麻仁油、紅花油、無鉛乾燥剤、顔料、防蟻防虫剤、防腐剤、防カビ剤、UVカット剤）

35色

66色

66色

原材料の安全性にこだわった「純国産塗料メーカー」が創り上げた
メイド・イン・岩手の木部用自然塗料。

〔安全性〕 〔施工性〕 〔低臭性〕 〔耐候性〕 〔デザイン性〕

紅花
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Paint Paint

米ぬかワックス キヌカ〔透明〕

63-KN1 ¥6,500/缶
1ℓ/缶 標準塗布量： 約80㎡
成分： 国産（石川県産）米ぬか油 ・メドフォーム油

真に安心・安全な素材を追求し
米農家の５代目が開発した
赤ちゃんがなめても大丈夫な
自然塗料。

米糠で塗る
こ め ぬ か

お米の国のひとだから

Option

キヌカ専用ウエス
63-KNU
¥360/枚
木綿製（日本手拭）

★塗りすぎ（ベタつき）の原因となりますのでハケ塗りは避け、

必ずウエスに少量を染み込ませ、すり込むように塗布して下さい。

★クリ材、チーク材へのご使用はお控え下さい。



Floor Tile &
Natural Stone

毎日必ず目にするけど、実際には印象に残らない。

玄関の仕上げ材の位置づけではないでしょうか？

しかし、だからこそ、その資材やデザインにはこだわって欲しいと

私たちは考えています。

雨の日にも子どもたちが滑って怪我をしない安全性。

何十年の風雨に耐える耐久性。

そして、何よりもインテリアに合わせたデザインと色。

中央建材センターの床タイルと天然石材は

それら全てに配慮したものばかりです。

床タイル＆天然石材
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Floor Tile & Natural Stone Floor Tile & Natural Stone

イタリア北部で産出される希少石「チェッポ・ディ・グレ」の個性的な模様を再現。

ゴージャスながらも飽きのこない空間を創ります。

セロ〔磁器質タイル〕

D41 D42 D43

Thello セロNEW

テラコッタ、セメント、サビ。クールかつ無機質な素材の面白さを表現しました。

トレンドのモダン＆スタイリッシュな空間を演出します。

D61 D62 D63 D64 D65

アーレイ〔磁器質タイル〕

Alley アーレイNEW

600角

600角 600×300 300角

Stewart スチュワートNE

英国の歴史的な建築物に使われてきたバーリントンストーンを再現しました。
大胆に流れる石目模様が空間を豊かに演出します。

スチュワート〔磁器質タイル〕

D51 D52 D53 D54 D55

トラバーチンの気品ある上質な風合いを忠実に再現しています。

天然石と見紛う重厚な空間をお届けします。

D31 D32 D33 D34

ラッツオ〔磁器質タイル〕

600角 600×300

Lazio ラッツオNEW 600角 600×300

TL600/D4□ 600角平 595×595×10   3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱）
TL613/10D4□ 600用タレ付階段 （95+30）×595 ×10   ¥7,400/m （¥4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります。 ★濃・中・淡の3色ミックスです。

AL300/D6□ 300角平 295×295×8.5    12枚/箱 ¥4,900/㎡ （¥ 5,250/箱）

AL630/D6□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥ 6,320/箱)

AL600/D6□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥ 6,320/箱）

AL301/D6□ 300角平階段 295×295×8.5   12枚/箱 ¥4,600/m （¥16,240/箱)

AL313/D6□ 300用タレ付階段 （95+30）×295×8.5 ¥5,800/m （¥ 1,710/枚）

AL613/9D6□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,400/m （¥ 4,350/枚)

AL613/10D6□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,400/m （¥ 4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります。 ★濃・淡の2色ミックスです。

SW630/D5□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱)

SW600/D5□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,900/㎡ （¥6,320/箱）

SW613/9D5□ タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,400/m （¥4,350/枚)

SW613/10D5□ タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,400/m （¥4,350/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります。 ★濃・淡の2色ミックスです。

LZ630/D3□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥5,890/箱)

LZ600/D3□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥5,890/箱）

LZ613/9D3□ タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,000/m （¥4,120/枚)

LZ613/10D3□ タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,000/m （¥4,120/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります。
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マディソン外床〔磁器質タイル〕

MD-300□/□□ 300角平 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,100/㎡ （¥4,392/箱）

MD-301□/□□ 300角平階段 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,200/m （¥1,235/枚）

※階段は1枚単位でご注文頂けます。（端数出荷手数料が必要）

豊富なカラーと表情のバリエーションが人気の定番商品。 ★印は内床用のノングリップがございます。 砂岩調の表情が上品な外床用300角タイル。

表面のザラつきがない特殊加工の内外兼用の床タイル。600×300もあります！

M/81 M/82 M/83 M/84

S/A S/B S/C S/D S/E

S/01 S/02 S/03 S/04

S/05 S/06 S/07

M/85 M/86 M/87 M/88

21 22 23 24

25 26 27 28

ブロードストーン〔磁器質タイル〕

BS-300/2□ 300角平 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,100/㎡ （¥4,392/箱）

BS-301/2□ 300角平階段 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,200/m （¥1,235/枚）

※階段は1枚単位でご注文頂けます。 （端数出荷手数料が必要）

10 11 12 13

14 15 16

引っ掛からない！
表面の凸凹が少ないからお掃除が楽らく。

すべらない！
水に濡れると滑らなくなる特殊加工。

“表面特殊加工”

Floor Tile & Natural Stone Floor Tile & Natural Stone

デフィ〔磁器質タイル〕

DF I-300/1□ 300角平 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,500/㎡ （¥4,824/箱）

DF I-301/1□ 300角平階段 300×300×8.5  12枚/箱 ¥4,200/m （¥1,235/枚)

DF I- 630/1□ 600×300角平 605×300×9.0  6枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥5,892/箱）

※階段は1枚単位でご注文頂けます。 （端数出荷手数料が必要）

特殊加工

Madison マディソン Broad Stone ブロードストーン

Defi デフィ

300角 300角

300角

定番商品

★ ★ ★ ★

★

600×300
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Floor Tile & Natural Stone Floor Tile & Natural Stone

自然石風の柄が目を引く輸入磁器質タイル。

ステップ（段鼻）役物
NS/LU-□□S

タレなしステップ
298×298×8.5

¥1,600/枚

タレ付きステップ
298×298×（30＋8.5）

¥2,500/枚

Option

役物〔国内接着加工品〕

※タレなしの端部は

R面取り加工

コーナー役物
NS/LU-□□C

タレなしコーナー
298×298×8.5

¥2,600/枚

タレ付きコーナー
298×298×（30＋8.5）

¥4,500/枚

※タレなしの端部は

R面取り加工

古都・ルナは階段ステップ及びコーナー役物を１枚からご注文を承っております。

★接着加工品の納期は3～4営業日です。※接着加工品の価格は古都・ルナ共通です。

高級感漂うクォーツサイト風の表情が美しい磁器質タイル。

D21 D22 D23 D24 D25

特殊加工

特殊加工

Caoli la カリラ 600角 600×300 300角

カリラ〔磁器質タイル〕

CA300/D2□ 300角平 295×295×8.5    12枚/箱 ¥4,500/㎡ （¥4,900/箱）

CA630/D2□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥6,000/箱)

CA600/D2□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥6,000/箱）

CA301/D2□ 300角平階段 295×295×8.5   12枚/箱 ¥4,200/m （¥1,250/枚)

CA313/D2□ 300用タレ付階段 （95+30）×295×8.5 ¥5,400/m （¥1,590/枚）

CA613/9D2□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,000/m （¥4,120/枚)

CA613/10D2□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,000/m （¥4,120/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります

流麗なライムストーンの風合いが上品な雰囲気を醸し出す磁器質タイル。

D11 D12 D13 D14 D15

クラレット〔磁器質タイル〕

Claret クラレット 600角 600×300 300角

CT300/D1□ 300角平 295×295×8.5    12枚/箱 ¥4,500/㎡ （¥4,900/箱）

CT630/D1□ 600×300平 595×295×9.0    6枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥6,000/箱)

CT600/D1□ 600角平 595×595×10  3枚/箱 ¥5,500/㎡ （¥6,000/箱）

CT301/D1□ 300角平階段 295×295×8.5   12枚/箱 ¥4,200/m （¥1,250/枚)

CT313/D1□ 300用タレ付階段 （95+30）×295×8.5 ¥5,400/m （¥1,590/枚）

CT613/9D1□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×9.0    ¥7,000/m （¥4,120/枚)

CT613/10D1□ 600用タレ付階段 （95+30）×595×10   ¥7,000/m （¥4,120/枚)

★天然石の雰囲気を再現してるため、通常のタイルに比べ同じ柄でも大きな表情の差があります。

★焼き物特有の色幅があります

NS-□A 300角平 298×298×8.5    16枚/箱 ¥4400/㎡ （¥ 6,400/箱）

古都タイル〔磁器質タイル〕

南ヨーロッパに残る古城をイメージした輸入磁器質タイル。11色展開で人気のロングセラー。

Koto & Luna 古都＆ルナ 300角

ルナタイル〔磁器質タイル〕

LU-7□ 300角平 298×298×8.5    16枚/箱 ¥4400/㎡ （¥ 6,400/箱）
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Floor Tile & Natural Stone Floor Tile & Natural Stone

御影石 沓石御影石

Other items

天然石材の加工品のご紹介 〔国内加工〕

当社では本誌記載以外の石種は勿論、カウンター天板、縁石、框石、敷石など各種加工品の注文を1枚（1ケ）から
承っております。全て国内の契約工場にて製造致しますので最短5営業日という短納期でのお届けが可能です。

本誌記載の角型・丸型以外にも、それぞれの貫通穴タイプ、垂直型（四角形・八角形）などの形状もございます。
また、記載以外の寸法（特注加工も可）もご用意しております。

山西黒 P

大理石

G654  P さび石 P G635  P G623  P

山西黒 JB G654  JB さび石 JB G635  JB G623  JB

インパラブラック P ピンクポリーノ P バルチックブラウン P

ダコダマホガニー P カパオポニート P カレドニア P

モンチーク P チャイナカパオ P

ベルファースト P チャイナカパオ JB

表記： 本磨き＝P  /  ジェットバーナー＝JB

ビアンコカララ P タソスホワイト P イタリアンブラウン P マロンブラウン P

カレン蛇紋 P クレママーフィル P ボテチーノ P マルキーナブラック P

お見積りご依頼の際には ①石種 ②寸法（概寸でもOK） ③加工の詳細（小口の仕上げ法、穴開けの有無等）を
記載した簡単な図面（手書き可）をFAXにてお送り下さい。遅くとも翌営業日中にはお見積りを提出させて頂きます。

ご注意下さい！ 〔天然石材の価格について〕
天然石材は近年、採掘地での原材料の価格高騰、国内での在庫状況により大きく価格が変動しているため、当社ではカタログ上での

価格の記載を中止しております。お手数をお掛けして申し訳ありませんが、都度営業担当者までお見積りのご依頼をお願い致します。

白御影石 角型白御影石 丸型 カパオ 角型

黒御影石 角型黒御影石 丸型 さび色 のづら柱黒御影石 垂直型

錆石（タタキ） 角型（貫通穴）



Wall Tile

中世の薫りが残るイングランド・コッツウォルズ地方の町並み。

スイス・アルプスの高原に点在するかわいらしい山小屋。

過去に訪れた旅先で実際に目にしたり

旅行雑誌で目に留まったり

いつかこんな家に住んでみたいなぁ、と

夢のマイホームをイメージします。

古びた煉瓦や天然石の凸凹した風合いを再現した

ブリック＆ストーンシリーズは

住宅の外観に温もりのある表情を演出してくれます。

周囲と調和しつつ、自然の美しさと高級感をあわせ持つ存在感で

あなたの住まいの個性を引き立ててみませんか？

壁用タイル
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注）外部での使用の際は

撥水処理を施して下さい。
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Wall Tile Wall Tile

プレーンブリック

ICI-01 平物 227×60×13
63枚（1㎡）/箱 ¥4,900/㎡

ICI-01A 役物 （168＋50）×60×13

30枚（2m）/ 箱 ¥3,600/m（¥7,200/箱）

塗装用下地ブリック

シャンハイブルー

QZ-235/01

平物 235×50×20 40枚（0.65㎡）/箱

¥9,800/㎡（¥6,370/箱）

スライスレンガ

塗ったり、詰めたり、塗りつぶしたり。
自由な発想で使える塗装が前提のプレーンなブリックタイル。
あなたのセンスを活かすチャンスです！

上海レンガと呼ばれ、世界中で珍重されている中国産の青レンガ。
そのアンティークレンガをスライスしたシャンハイブルーは
本物ならではの深い味わいが楽しめます。
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Wall Tile Wall Tile

セビルブリック スタンダードタイプ

ICC-IR-□□ 平物 227×60×13 63枚（1㎡）/箱 ¥7,800/㎡
ICC-IR-□□A 役物 （168＋50）×60×13 30枚（2m）/ 箱 ¥5,000/m （¥10,000/箱）

00 ホワイト 02 スタンダード 04 ブラウン

06 グレー 18 イエロー 19 ベーシック

25 オフホワイト 81 スモークイエロー 87 スモークブラウン

タイル貼り用 弾力性接着剤

スタップ・ジーエス

26- IC-STAP

¥22,500/箱 （¥2,500/本）
荷姿： 2kgﾊﾟｯｸ×9本/箱
※箱単位での販売となります。

Option

注）ブラックのみ受注生産（700本以上から）
GR / グレー WH / ホワイト BK / ブラック

タイル貼り用 弾力性接着剤

フレックスマルチ

WR-FM

¥23,400/箱 （¥2,600/本）
荷姿： 2kgﾊﾟｯｸ×9本/箱
※箱単位での販売となります。

Option

セラブリック

CB □□0 平物 203×64×10～15             64枚（1㎡）/箱 ¥8,000/㎡
CB 0□□ 役物 （195＋90）×64×10～15    28枚（2m）/ 箱 ¥5,000/m （¥10,000/箱）
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Wall Tile Wall Tile

フラットパイルレッジストーン

ICB-□□ 平物 （500・300・200）×100×16～46 0.6㎡/箱 ¥10,400/㎡（¥ 6,240/箱）
ICB-□□A 役物 （305・203＋90）×100×16～46 1.6m/ 箱 ¥7,300/m  （¥11,680/箱）

00 ホワイト 05 オレンジ 06 ダークグレー

08 グレー 09 オフホワイト 11 ミックスブラウン

12 ダークベージュ 14 ナチュラル

00 ホワイト 03 ブラック 04 ブラウン

06 グレー 09 オフホワイト05 ベージュ

スプリットストーン

ICS-0□ 平物 （500・300・200）×100×17～33 1㎡/箱 ¥10,400/㎡ （¥10,400/箱）
ICS-0□A 役物 （305・200＋100）×100×17～33 2.4m/ 箱 ¥7,500/m    （¥18,000/箱）

メイソンロック

ICR-L-0□ 平物大 295×115×25～35 0.67㎡（20枚）/箱 ¥11,000/㎡（¥ 7,370/箱）
ICR-M-0□ 平物中 295×73×25～35 0.64㎡（30枚）/箱 ¥11,000/㎡（¥ 7,040/箱）
ICR-S-0□ 平物小 295×33×25～35 0.58㎡（60枚）/箱 ¥11,000/㎡（¥ 6,380/箱）

注）メイソンロックには役物はありません。

09 ホワイト

00  ベージュ

03 ブラック

手積みの石材と見間違うほどのクオリティー。 大・中・小の3形状を自由に組み合わせて使用できます。
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Wall Tile Wall Tile

ペックエッジストーン

フラット 495×50～495×100(厚＝20～50） 0.6㎡/箱 ¥11,900/㎡（¥ 7,140/箱）
コーナー （210＋70）×100(厚＝20～50） 1.8m/箱 ¥ 7,500/m （¥13,500/箱）

サンドキャステルストーン

フラット 最小130×130～最大270×410（厚＝15～20） 0.9㎡/箱 ¥8,600/㎡（¥7,740/箱）
コーナー （250＋110）×130/270（厚＝15～20） 1.7m/箱 ¥5,800/m （¥9,860/箱）

トレイスロック

フラット 140×50～500×135(厚＝20～25） 0.9㎡/箱 ¥11,900/㎡（¥10,710/箱）
コーナー （180＋70）×135～（145＋65）×60（厚＝20～25） 2m/箱 ¥ 7,500/m （¥15,000/箱）

プロバンスストーン

フラット 150～450×100(厚＝15～20） 1㎡/箱 ¥7,800/㎡（¥ 7,800/箱）
コーナー （80＋130）×100(厚＝15～20） 3m/箱 ¥5,800/m （¥17,400/箱）

スタックレッジストーン

フラット 100×200～500×25～35 0.8㎡/ 箱 ¥8,600/㎡（¥ 6,880/箱）
コーナー （175＋75）×100×25～35 2.4m/箱 ¥5,800/m （¥13,920/ 箱）

コブルフィールド

フラット 150×50～400×200 （厚＝30～60） 0.7㎡/箱 ¥11,000/㎡（¥ 7,700/箱）
コーナー （155＋40）×100～（175＋60）×200（厚＝30～60） 2.4m/箱 ¥ 6,800/m （¥16,320/箱）

セラストーンシリーズ
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気持ち良いくらしのお手伝い。

■建材事業部

建材事業部は社名にある通り（株）中央建材センターの中核事業です。
1995年の設立当時は海外の石材・タイル・木製品等の建材を直輸入＆直接販売を続けていましたが、
最近では全国各地に点在する優良な国内メーカーとのコラボレーションを強化して様々なユニークな
商材を発掘し、全国の工務店様に提供しています。
特に「塗り壁材（左官仕上げ材）」の分野では用途・性能・価格に応じた商品をラインナップしており
「塗り壁のことなら中央建材センター」と言われるまで評価を頂いています。

事業部の紹介 our Divisons

■ＡＬＣ＆サイディング工事部

■外構＆ガーデニング工事部

創業以来48年の実績と信頼。

住宅の価値を高めるサポート。

▼カテゴリー別売上比率（過去３年間の累計）

塗り壁の比率は

なんと全体の74％

設立から２４年
全国各地のお客様総数

2167社
（2019年4月末日現在）

1971年の創業時から続くALC事業の技術とノウハウを活かし2013年からサイディング事業を並行
して行っています。一般住宅は勿論、大型の賃貸物件や公共工事まで九州山口圏内で幅広く施
工実績があります。100％自社社員での施工体制を確立しています。

建材事業で培ったノウハウを活かして開設した最も新しい事業部です。
全国の最新の住宅情報（デザイン）に自社商品をプラスしたオンリーワンの外構＆ガーデニング
を提案しています。責任施工は勿論、プランの作成のみのサービスも提供しています。

旭化成建材のヘーベルを中心に取扱い。
塗り壁（輸入）

塗り壁（国産）

タイル

木製品

その他

カラーパースの事前提案で成約率もUP

▼主要協力メーカー（順不同・敬称略）

TERRACO KOREA  Inc. /  坂本産業㈱ / 日丸産業㈱ / 日本システム機器㈱ / ㈱インテリア川井

㈱ネオシスエイワ / プレイリーホームズ㈱ / 日本キヌカ㈱ / ㈱シオン / 愛知交易㈱ / ㈱ヤブ原

西日本ダントー㈱ / ㈱アイコットリョーワ / くまもと塗り壁研究所 / ㈱LIXIL / ㈱WAVE   etc.

0
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累計顧客数の推移

（1995～2018）

18%

6%

34%

40%
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経営理念 company Philosophy

先義後利

会社概要 company Profile

会 社 名

所 在 地

連 絡 先

代 表 者 名

設 立

資 本 金

取 引 銀 行

関 連 会 社

株式会社中央建材センター

〒751-0834 山口県下関市山の田東町10-9

TEL  083-255-7770  /  FAX  083-255-8880
E-mail     info@chuokenzai.co.jp

代表取締役 孫山 猛 Takeshi Magoyama

1995年（平成7年） 創業1971年（昭和46年）

3,000万円

西京銀行 幡生支店
山口銀行 山の田支店
みずほ銀行 北九州支店

㈱中央建材センター関東

「義」とは「人」である。
私たちは「人を大切にする」ことこそが会社経営のみならず、人生において最も基本的で重要なことである
と考える。つまり”先義後利”とは、先に利益を考えるのはなく、とにかく人を大切にし、その心に応える
行動に徹し、懸命に努力をし続ければ、結果として利益は必ずついてくる。そして我が社は更に発展し、

社会に貢献できる企業に成長することができるということである。

目的と使命 company Mission

日本中に1件でも多くの笑顔あふれる家庭を創る。
（株）中央建材センターは、建築事業を主体とし、積極的に価値ある・より良い生活空間を創造することを
通じて家庭の幸せ創りに貢献し、「暮らしの中に笑顔を届ける」ことを目的と使命とする。

1971

1975

1984

1994

1995

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2017

創業者 孫山正男 ALC工事業開始

関門建工(有)  設立

関門建工(有) 手形事故により規模縮小 / 貿易事業開始

孫山正男 日創研と出会い人財育成開始
★創業者の気づき：人材育成なくして企業の成長はない！

株式会社中央建材センター設立
★創業者の決断：いまは超円安！海外の建材需要は必ず増える！

中国産石材・タイル輸入開始 / 小倉倉庫開設

ブリックタイル・木製品輸入開始 / 新事務所に移転

墓石事業に参入

テラコッタ、塗り壁材輸入開始
★中心戦略：塗り壁材を主力商品に決定

テラコート輸入開始

スペインタイル輸入開始

東京営業所開設
★販路拡大：お客様へのフォロー体制を強化

孫山 猛 専務取締役就任 孫山孔太 事業部長就任

下関彦島倉庫購入

大口手形不渡り事故発生
★存続の危機：全社一丸となって多くの支援と協力で乗り切る

資本金3,000万円に増資

孫山 猛 代表取締役就任
★社長の決断：原点回帰・工事部門の再編に着手

外構工事業に参入

サイディング工事業に参入

カラットシリーズ発売開始
★中心戦略：国内メーカーとのコラボレーションを推進

東京営業所独立 ㈱中央建材センター関東設立

創
業
期

第
二
創
業
期

成
長
期

停
滞
期

改
革
期

社歴 company History
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