Floor

アドモントフロア

ADMONTER FLOOR

オリジナルフロア

UENO ORIGINAL FLOOR

シリアンパインフロア

SILJAN PINE FLOOR

ノルディックパイン床材

NORDIC PINE FLOOR

ボルドーパイン床材

BORDEAUX PINE FLOOR

ブルースオークフロア

BRUCE OAK FLOOR

アドモント 3 層パネル

3LAYER PANEL

フロアメンテナンス

FLOOR MAINTENANCE

床材
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UENOJYUKEN

PRICE LIST

Admonter
Floor

FLOOR

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）

アドモントフロア

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。

4 面さねはぎ加工

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。

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。

世界トップクラスの技術と品質

F☆☆☆☆ 大臣認定 MFN-1902

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。

独自の 3 層構造無垢材
そりやねじれを抑え、床暖房に対応可能。
各層の木の繊維方向を交差させた独自の 3層構造に

健康にやさしい仕上げ

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

より、無垢材のそりやねじれを最小限に抑え、その

フロアは、これまで無垢材では難しかった「幅広で

とされる床暖房
（低温式）にもお使いいただけます。

目を楽しめるだけでなく、床面積が狭くてもスッキ

ため熱に強く、無垢材でありながら一般には難しい

7 樹種バリエーション

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

フラットな張り上がり」を可能にしました。美しい木

れています。浸透性のオイルなので、木の

リとした明るい室内を演出します。

ん。ナチュラルオイル仕上げ以外にも「未

調湿機能を妨げず無垢の質感も損ないませ

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。
pine

larch

oak

ash

cherry

walnut

robinia

※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 Selection

菱形

パズル

オーク節なし うづくり

ラーチ節あり うづくり
15 270 470mm（ 1.010 ㎡・16 枚 ）
3 層フロア ナチュラルオイル仕上げ

cf. 幅広のアドモントフロア

アドモントセレクション

受注発注品

15 270 470mm（ 1.010 ㎡・16 枚 ）

cf. 従来の無垢床材フロア

15 240 480mm（ 1.613 ㎡・14 枚 ）

¥38,000 ／㎡

ラーチ（節あり）フラット／うづくり

15 240 720mm（ 1.210 ㎡・7 枚 ）

15 240 480mm（ 1.613 ㎡・14 枚 ）
15 240 720mm（ 1.210 ㎡・7 枚 ）

受注発注品

オーク（節あり） うづくり

オーク（節なし）フラット／うづくり

¥51,200 ／㎡

3 層フロア ナチュラルオイル仕上げ
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シェブロン

受注発注品

¥43,000 ／㎡
¥43,000 ／㎡
¥35,200 ／㎡
¥35,200 ／㎡

45
45

60
60

¥26,200 ／㎡
¥26,200 ／㎡
15 138 602mm（ 1.163 ㎡・14 枚 ） ¥25,600 ／㎡
15 138 921mm（ 0.890 ㎡・7 枚 ）
¥25,600 ／㎡
15 138 582mm（ 1.124 ㎡・14 枚 ）

15 138 891mm（ 0.861 ㎡・7 枚 ）

3 層フロア ナチュラルオイル仕上げ

FLOOR

UENOJYUKEN

PRICE LIST

Oak - オーク

オーク

オークホワイト

オークラスティック

オークラスティック ホワイト

¥29,000 ／㎡

¥30,200 ／㎡

¥19,000 ／㎡

¥19,400 ／㎡

節なし

節なし ナチュラルオイル仕上げ

節あり ナチュラルオイル仕上げ

ナチュラルオイル仕上げ

2000 158 15mm

2000 158 15mm

（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）

（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）

2000 158 15mm

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 （ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ） パテ埋箇所有
Hard Wood - 広葉樹

受注発注品

床材 アドモントフロア

受注発注品

受注発注品

オークミディアム・モカ

オークダーク・モカ

オーク グレイ

アッシュライト

¥32,000 ／㎡

¥33,000 ／㎡

¥27,000 ／㎡

¥20,000 ／㎡

節あり・うづくり加工 ナチュラルオイル仕上げ

ナチュラルオイル仕上げ

サーモ処理加工品

節あり ナチュラルオイル仕上げ

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

2000 154 15mm

（ 7 枚入り｜2.16 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

2000ｘ158ｘ15mm

（7 枚入り

2.21 ㎡ / ケース）

2000 158 15mm

（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）

受注発注品

アッシュオリーブ
¥23,000 ／㎡

ナチュラルオイル仕上げ
2000 158 15mm

チェリー

ウォルナット

ロビニア・ダーク

¥44,000 ／㎡

¥42,800 ／㎡

¥35,000 ／㎡

節あり（板目） ナチュラルオイル仕上げ

節あり ナチュラルオイル仕上げ

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 ）

（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

2000 158 15mm

（ 7 枚入り｜2.21 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

サーモ処理加工品

2000 154 15mm

（ 7 枚入り｜2.16 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

Soft Wood - 針葉樹

在庫限り

パイン

アッシュミディアム・モカ
¥33,000 ／㎡
節あり

サーモ処理加工品

ナチュラルオイル仕上げ

2000 188 15mm

受注発注品

未塗装品

¥11,000 ／㎡

節あり

（ 7 枚入り｜2.63 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

2000 161 15mm

ナチュラルオイル仕上げ

¥12,000 ／㎡

節あり

（ 7 枚入り｜2.25 ㎡ / ケース ）パテ埋箇所有

ラーチ

ラーチ・グリージオ

¥16,500 ／㎡

¥30,000 ／㎡

節あり ナチュラルオイル仕上げ

節あり うづくり加工 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

サーモ処理加工品

2000 192 15mm

（7 枚入り｜2.69 ㎡ / ケース）パテ埋箇所有

アドモントフロア・メンテナンス用品
クリーン & ケア
クリア ¥5,600 ／ 1L

メンテナンスオイル
ホワイト ¥5,800 ／ 1L

クリア ¥6,300 ／ 1L

ローアーコーティング ¥1,000 ／㎡
ホワイト ¥6,700 ／ 1L

浮き貼り専用下地マット（25m 1.2m 3mm）
30 ㎡／巻

専用テープ

¥1,800 ／巻

66m 分
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