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4面さねはぎ加工

メンテナンスオイルの層

亜麻仁油ベースワックスの層

カルナバベースオイルの層

表裏同樹種

中間層
（スプルース）

各層が互いに引っ張りあうこ
とで形状を安定させています。

cf.従来の無垢床材フロア

独自の3層構造無垢材

健康にやさしい仕上げ

そりやねじれを抑え、床暖房に対応可能。

8樹種バリエーション

世界トップクラスの技術と品質

各層の木の繊維方向を交差させた独自の 3 層構造
により、無垢材のそりやねじれを最小限に抑え、
そのため熱に強く、無垢材でありながら一般には
難しいとされる床暖房（低温式）にもお使いいた
だけます。

蜜蝋・亜麻仁油・カルナバベースオイルが
主成分の身体にやさしいワックスが塗装さ
れています。浸透性のオイルなので、木の
調湿機能を妨げず無垢の質感も損ないませ
ん。ナチュラルオイル仕上げ以外にも「未
塗装仕上げ」「マットポリウレタン仕上げ」
をお選びいただけます。

※節なしには小節や入り皮などが含まれることがあります。 ※時間の経過とともに木材の色が多少変わることがございます。自然な現象ですので予めご了承ください。 
※未塗装品もございます。納期・価格はお問い合わせください。 ※節ありにはパテ埋め、埋め木（針葉樹）箇所も含まれます。

Admonter社（オーストリア）は、900年以上も
の歴史と伝統をもつ良質な無垢床材のメーカー
です。１１世紀にオーストリア・アドモント修道
院の修道僧たちは教会の建築と村民の雇用のた
めに修道院が所有する森林から木を伐採し、建
築資材へと加工し利用していました。アドモント
フロアはこれを起源とし、長い年月をかけ、ワイ
ドプランク・無垢３層構造フロアにおける世界
トップクラスの技術と品質を確立しました。上野
住宅建材はアドモント社のフィロソフィーに共感
し、現在まで正規輸入代理店を務めています。

pine larch oak ash maple cherry walnut robinia

幅広・フラットな仕上がり
3 層構造により抜群の寸法安定性を誇るアドモント
フロアは、これまで無垢材では難しかった「幅広で
フラットな張り上がり」を可能にしました。美しい木
目を楽しめるだけでなく、床面積が狭くてもスッキ
リとした明るい室内を演出します。

cf.幅広のアドモントフロア

アドモントフロア

アドモントフロアの原材料である木材はすべて
PEFCが認証した持続可能な森林からの材です。

Admont 
Floor

欧州の森ですこやかに育った無垢の床材。それがオース
トリアの優良メーカー「アドモント」のフロアです。ど
んな時代のニーズにも応えられる確かな品質と揺るぎ
なきコンセプトは、900年以上もの伝統に裏打ちされて
います。豊富なバリエーションから、あなたにぴったり
の床材を見つけてください。

F☆☆☆☆ 大臣認定MFN-1902

ADMONT FLOOR
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オークラスティック ホワイト
Oak Rustic White Oak Medium Mocca Oak Dark Mocca

オークミディアム・モカ オークダーク・モカ

オーク

節なし　ナチュラルオイル仕上げ 
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）

Oak Oak White Oak Rustic

落ち着いた色合いと木目が、世代を問わず好
まれる木です。さらに材質も硬く、安定性も
あるためさまざまなスタイルの住宅で採用さ
れています。

オークホワイト

節なし　ナチュラルオイル仕上げ 
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）

ホワイトオイル塗装によるミルキーな色合い
が特長のオーク ホワイト。オークに比べて、
空間が落ち着いた上品な印象になります。

オークラスティック

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）　パテ埋箇所有

¥29,000 ／㎡ ¥30,200 ／㎡ ¥19,000 ／㎡

オークの節の部分を含んでおり、木目も荒々
しい表情のグレードです。オーク節なしに比
べ、無垢の荒削りな自然さが演出されます。

節あり　ナチュラルオイル仕上げ 
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）　パテ埋箇所有

オークラスティックのホワイトオイル塗装品
です。ラフな雰囲気と上品さとのバランスが
絶妙な仕上がりです。

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×154×15mm
（ 7枚入り｜2.16㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

オーク材をサーモ処理して色づけました。
熱の力による自然な発色とアンティークな雰
囲気が魅力です。
サーモ処理加工品

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×154×15mm
（ 7枚入り｜2.16㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

¥19,400 ／㎡ ¥32,000 ／㎡ ¥33,000 ／㎡

アドモントフロアの中ではもっとも濃厚で
もっとも深いダーク系フロアです。深い色合
いが重厚な雰囲気を演出します。
サーモ処理加工品

オーク

Oak

受注発注品 受注発注品
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写真上下ともオーク・グレイ
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PRICE LIST

オーク ヤヌス
Oak Janus

オーク グレイ

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000ｘ158ｘ15mm
（7枚入り　2.21 ㎡ /ケース）

Oak Gray Oak Callis Oak Sesto

ブラッシュ（うづくり）仕上げをした表面にグ
レー色を塗装しました。落ち着きのある定番
のグレーカラー。

オーク カリス

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000ｘ192ｘ15mm
（7枚入り　2.68 ㎡ /ケース）

ブラッシュ（うづくり）仕上げをしたオークに
ベージュグレーを塗装することで、オーク素
材の力強さを引き立てています。

オーク セスト

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000ｘ188ｘ15mm
（7枚入り　2.63 ㎡ /ケース）

¥27,000 ／㎡ ¥29,500 ／㎡ ¥30,500 ／㎡

オーク材をサーモ処理し、表面をブラッシュ
（うづくり）仕上げして明るめのグレー色を塗
装。白く浮き立つ木目の表情が特徴です。

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000ｘ192ｘ15mm
（7枚入り　2.68 ㎡ /ケース）

オーク材をスモーク加工し、ブラッシュ仕上
した上からやや青みがかったグレー色を塗装。
ノルディックテイストのスモーキーグレーが
特徴です。

¥33,000 ／㎡

オーク

Oak

NEW

NEW NEW NEW
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パイン

節あり　未塗装品

Pine Larch Larch Grigio

明るい色の健康的な木肌と大きめの節が特長
です。針葉樹の中では丈夫で足触りも良いの
で、子供部屋などにもおすすめです。

ラーチ

節あり　ナチュラルオイル仕上げ 
2000×161×15mm
（ 7枚入り｜2.25㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

丸い節とはっきりした木目が特長の針葉樹で
す。明るめの茶色が美しいあめ色へと次第に
変化していく様子を楽しめます。

ラーチ・グリージオ

節あり　うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ
2000×192×15mm
（7枚入り｜2.69㎡ /ケース）パテ埋箇所有

¥11,000 ／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×161×15mm
（ 7枚入り｜2.25㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

¥12,000 ／㎡

¥16,500 ／㎡ ¥30,000 ／㎡

独特の雰囲気を醸し出す、個性的な木目のコ
ントラスト。アンティークな雰囲気と和のテイ
ストを合わせもつ、不思議な魅力があります。
サーモ処理加工品

ソフトウッド（針葉樹）

Soft Wood

受注発注品

Admont  Floor Series Maintenance kit
アドモントフロア・メンテナンス用品

クリーン&ケア

浮き貼り専用下地マット（25m×1.2m×3mm）
30㎡／巻

ローアーコーティング ¥1,000 ／㎡

66m分
専用テープ ¥1,800 ／巻

その他のメンテナンス商品 >> P00

クリア ¥5,600 ／ 1L　 ホワイト ¥5,800 ／ 1L

メンテナンスオイル

クリア ¥6,300 ／ 1L　 ホワイト ¥6,700 ／ 1L
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在庫限り
在庫限り

ハードウッド（広葉樹）

Hard Wood

チェリー
Cherry Walnut Robinia Dark

ウォルナット ロビニア・ダーク

アッシュライト

ナチュラルオイル仕上げ 
2000×158×15mm
（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）

Ash Light Ash Olive Maple

個性的で大らかな木目と温かな白さが、明る
く印象的な室内を演出します。使い込むほど
木肌が馴染むのでインテリアがより魅力的に
なります。

アッシュオリーブ

ナチュラルオイル仕上げ 
2000×158×15mm
（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）

明るい白木に茶色い芯部が大胆に織り込まれ
たオリジナリティ溢れる床材です。和室にも
洋室にもマッチします。

メープル

節なし　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）

¥20,000 ／㎡ ¥23,000 ／㎡ ¥30,000 ／㎡

きめの細かい木目と、象牙のようなやさしい
白さが特長の木です。時間の経過とともに、
こっくりとした色合いに変化していきます。

節あり （板目）　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

あたたかなイメージのお部屋にぴったりの上
品な赤みを持った木です。時間とともに深く
美しい煉瓦色へと変化していきます。

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×158×15mm
（ 7枚入り｜2.21㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

ほどよい重厚感のある深いブラウン色と白い
部分が交じり合う木目が印象的。強い存在感
を発揮し、空間のイメージを一変させる力が
あります。

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×154×15mm
（ 7枚入り｜2.16㎡ /ケース ）パテ埋箇所有

¥44,000 ／㎡ ¥42,800 ／㎡ ¥35,000 ／㎡

サーモ処理による深みのあるブラウン色の中
に、イエローやグリーン、パープルなど微妙
な色がパレットのように混ざり合い、個性あ
る表情を作り出しています。
サーモ処理加工品受注発注品

受注発注品

受注発注品
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アッシュダーク・モカ
Ash Dark Mocca

アッシュミディアム・モカ

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×188×15mm
（ 7 枚入り｜2.63 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

Ash Medium Mocca

独特の個性的な木目と、サーモ処理による鮮
やかなブラウン色が印象的な床材です。
空間を落ち着かせるミディアム色。
サーモ処理加工品

¥33,000 ／㎡

節あり　ナチュラルオイル仕上げ
2000×188×15mm
（ 7 枚入り｜2.63 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

アッシュ独特の個性的な木目とサーモ処理に
よる濃いブラウン色が、個性と落ち着きをバ
ランスよく表現しています。木目を楽しむシッ
クな床材。
サーモ処理加工品

¥34,000 ／㎡

受注発注品

受注発注品

ウォルナット

オーク・ダーク

アッシュオリーブ
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アドモントセレクション

Admonter Selection

菱形を組み合わせていくことで、3D キュー
ブを含めた複数種類のパターンを自由に組み
合わせることが可能です。

菱形

組み合わせパターン例

Rhombus

オーク節なし　うづくり
¥51,200 ／㎡

ラーチ節あり　うづくり

3層フロア　ナチュラルオイル仕上げ
15×270×470mm（ 1.010㎡・16枚 ）

¥38,000 ／㎡

NEW

受注発注品

A B C D E F

左 右

468m
m270m

m

270mm



45°　15×138×582mm（ 1.124㎡・14枚 ）  ¥26,200 ／㎡
45°　15×138×891mm（ 0.861㎡・7枚 ）  ¥26,200 ／㎡
60°　15×138×602mm（ 1.163㎡・14枚 ）  ¥25,600 ／㎡
60°　15×138×921mm（ 0.890㎡・7枚 ）  ¥25,600 ／㎡
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右板と左板を組み合わせてパターンを構成する
ことが可能です。45°と60°のご用意があります。

シェブロン
Chevron

オーク（節あり）　うづくり

ラーチ（ほぼ節なし）　うづくり

3層フロア　ナチュラルオイル仕上げ

2 種類の長さの長方形を組み合わせるこ
とで、複数のパターンを自由に作り出すこ
とができます。

パズル
Puzzle

オーク（節なし）フラット／うづくり

ラーチ（節あり）フラット／うづくり

3層フロア　ナチュラルオイル仕上げ

15×240×480mm（ 1.613㎡・14枚 ）  ¥35,200 ／㎡
15×240×720mm（ 1.210㎡・7枚 ）  ¥35,200 ／㎡

45°　15×120×500mm（ 0.840㎡・14枚 ）  ¥37,600 ／㎡
60°　15×120×525mm（ 0.882㎡・14枚 ）  ¥36,400 ／㎡

15×240×480mm（ 1.613㎡・14枚 ）  ¥43,000 ／㎡
15×240×720mm（ 1.210㎡・7枚 ）  ¥43,000 ／㎡

組み合わせパターン例

受注発注品

受注発注品

A B C D E F

組み合わせパターン例

A B C D E F

左 右

長さ

480mm
240m

m

240m
m

720mm
2倍 3倍
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