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有効期限：～2017年9月20日
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大和屋プライスリスト　インテリア①

有効期限：～2017年9月20日

ご採用の前に、必ずお読みください

【自然素材の特性について】

・木は１本１本に個性があり、同じ樹種でもそれぞれ木目・節・色合いが異なります。

　写真・サンプルと仕上りの印象が異なる場合もございます。

・色合いの変化など、経年変化が起きます。また、日陰やカーペットの下など、ご使用の環境によってその変化も異なります。

・木は呼吸しているため、伸縮・膨張・反り・曲がりが生じます。

　ご使用の環境により、時に軽微な割れやささくれが生じることがあります。

・水がかかる場所では、水染み・毛羽立ち・割れなどが生じる可能性があります。

・イスやキャスターなどはキズやへこみの原因となります。キズ防止のフェルトなどでキズ防止の対応をおすすめします。

・永くご愛用いただくためにも、定期的なメンテナンスをおすすめいたします。詳しくはメンテナンスマニュアルをご参照ください。

・お気づきの点がございましたら、設計および施工前にご連絡をお願いいたします。

【価格について】

（1）表示価格は全て税抜価格です。別途消費税頂戴いたします。

（2）運賃込みでの価格となります。（一部離島を除きます）

（3）50,000円未満のご注文の場合、別途小口運賃5,000円／式頂戴いたします。

（4）チャーター便をご利用の場合、別途お見積とさせていただきます。

【特別割引について】

（1）前金割引・・・前金にてお支払頂いた場合、表示価格から３％割引きさせていただきます。

（2）大口割引・・・1回のオーダーで100万円以上（税別）ご注文頂いた場合、表示価格から３％割引きさせていただきます。

　　　　　　　　　  配送は2回までとさせていただきます。

　※前金割引と大口割引の併用の場合、５％割引させていただきます。

　※ただし、初めてのお取引の場合はお振込み確認後の出荷となりますので、前金割引の対象外とさせていただきます。

【配送・お届けについて】

（1） 出荷の際の容器、荷姿、梱包などは許可無く変更することがあります。

（2） 配送区域は、日本国内に限らせていただきます。

（3） 日本国内でも、一部配達が出来ない区域がございます。ご確認下さい。

（4） ご入金確認後、1週間から10日間程でのお届けとなります。

（5） 納品の際は原則車上渡しとなります。（バンドル単位でのご発注の場合は別途ご相談とさせていただきます）。

（6） 梱包材等の廃棄物は配達先様にて処分をお願い致します。

【一時品切れの場合】

商品は十分用意いたしておりますが、万が一、一時品切れとなり、上記お届け日数より遅れる場合もございます。ご容赦ください。

【売り切れの場合】

お申し込み後に、商品によって売り切れが発生する場合がございますのでご容赦ください。

お申し込み後に、売り切れが確認されたときは、メールまたはお電話にて速やかにご連絡いたします。

【在庫限り商品について】

在庫限りの商品については、在庫がなくなり次第販売終了となり、次回入荷はいたしません。

ご発注の際は、必ず在庫数のご確認をお願いいたします。
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大和屋プライスリスト　インテリア①

有効期限：～2017年9月20日

無垢フローリング ※オーダー塗装800円/㎡（60㎡未満50,000円/式）

【レッドパイン】

（旧シリアン）

品番 商品 塗装 サイズ 入数 価格 商品ページリンク

100101003 ダーラナパイン20　 床暖対応 ハードワックス 3830x137x20 3.14㎡ 17,500 ■

100101004 ダーラナパイン20　 床暖対応
ライ&オイル＆ワックス

ホワイト 3830x135x20 3.10㎡ 9,300 ■

100101002 ダーラナパイン20　 床暖対応 無塗装 3830x135x20 3.10㎡ 16,300 ■

（旧北欧パイン）

100102004 ダーラナパイン30 　床暖非対応 無塗装 3850x136x30 1.57㎡ 8,000 ■

100102003 ダーラナパイン20　 床暖非対応 ライ＆オイル 3850x136x20 3.14㎡ 12,000 ■

100102002 ダーラナパイン20    床暖非対応 無塗装 3850x136x20 3.14㎡ 11,000 ■

100102001 ダーラナパイン20 　床暖非対応 無塗装 1820x136x20 1.48㎡ 5,500 ■

100101006 ダーラナパイン14　 床暖非対応 無塗装 3830x115x14 4.40㎡ 11,600 ■

【オーク】

100304001 フィレンツエ　スモーク オイル 乱尺x180x20 1.93㎡ 19,300 ■

100304002 フィレンツェ　浮づくり ハードワックス 乱尺x180x20 1.93㎡ 17,800 ■

100304003 フィレンツェ　ピュアホワイト ハードワックス 乱尺x180x20 1.93㎡ 17,800 ■

100303005 オーク180　　 オイル 乱尺x180x18 2.268㎡ 16,600 ■

100303006 オーク180　　 無塗装 乱尺x180x18 2.268㎡ 15,900 ■

100303003 オーク150 オイル 乱尺x150x18 1.890㎡ 12,500 ■

100303004 オーク150 無塗装 乱尺x150x18 1.890㎡ 11,900 ■

100303001 オーク120 オイル 乱尺x120x18 2.016㎡ 12,100 ■

100303002 オーク120 無塗装 乱尺x120x18 2.016㎡ 11,500 ■

100303007 ハンドスクレイプ　　 無塗装 乱尺x150x18 1.890㎡ 12,500 ■

100306001 ラスティックオーク オイル 1820(UNI)x90x15 1.638㎡ 7,000 ■

100306002 ラスティックオーク 無塗装 1820(UNI)x90x15 1.638㎡ 6,600 ■

【バーチ】

101206001 ラスティックバーチ オイル 1820(UNI)x90x15 1.638㎡ 6,000 ■

101206002 ラスティックバーチ 無塗装 1820(UNI)x90x15 1.638㎡ 5,600 ■

【メープル】

100503002 メープル150 オイル 乱尺x150x18 1.890㎡ 12,900 ■

100503001 メープル120 オイル 乱尺x120x18 2.016㎡ 12,500 ■

【アカシア】

101322001 アカシア120 無塗装 乱尺x120x15 1.512㎡ 6,800 ■

101322002 ラスティックアカシア 無塗装 1820(UNI)x90x15 1.638㎡ 5,800 ■

【アッシュ】

100404001 アッシュ160 オイル 乱尺x160x20 1.715㎡ 10,000 ■

【アスペン】

109999001 アンティークアスペン オイル 910x82.55x18 0.901㎡ 2,600 ■

※  1商品につき200㎡を超える数量をご検討・ご採用の場合はお手数ですがご相談ください。
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http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1931/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-232/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-238/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-252/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-246/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-252/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2573/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2759/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-51/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-59/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1306/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-44/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-44/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1532/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1532/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-37/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-37/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1869/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2458/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2458/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2464/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2464/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2575/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-607/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2480/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2459/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1373/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-625/


大和屋プライスリスト　インテリア①

有効期限：～2017年9月20日

【杉】

101121005 杉　節あり　赤 無塗装 4000x135x30 1.62㎡ 8,800 ■

101121004 杉　節あり　源平 無塗装 4000x135x30 1.62㎡ 7,800 ■

101121003 杉　無地上小　源平 無塗装 4000x145x15 3.48㎡ 14,000 ■

101121002 杉　節あり　赤 無塗装 4000x145x15 3.48㎡ 10,700 ■

101121001 杉　節あり　源平 無塗装 4000x145x15 3.48㎡ 10,400 ■

※  1商品につき100㎡を超える数量をご検討・ご採用の場合はお手数ですがご相談ください。
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http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-212/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-212/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-212/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-212/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-212/


大和屋プライスリスト　インテリア①

有効期限：～2017年9月20日

多層フローリング

【コルク】　接着剤・釘を使わないクリック施工

品番 商品 塗装 サイズ 入数 価格 商品ページリンク

101507001 トラディショナル スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 12,800 ■

101507002 ティミッド スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 13,000 ■

101507003 ナイトシェード スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 13,000 ■

101507004 スパイス スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 13,000 ■

101507005 チェスナット スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 13,000 ■

101507006 キャラメル スーパーセラミック 905x295x10.5 2.136㎡ 13,000 ■

101507007 大理石調 スーパーセラミック 605x445x10.5 2.154㎡ 15,000 ■

101507008 ラインチェスナット スーパーセラミック 1220x140x10.5 1.366㎡ 8,200 ■

221507001 コルク巾木 スーパーセラミック 2400x60x15 - 1,500 -

【オーク】

100305001 オーク三層 オイル 1858x190x14/3 2.8242㎡ 17,000 ■

100305002 オーク三層　ダークスモーク オイル 1858x190x14/3 2.8242㎡ 18,500 ■

100305004 オーク多層　ダークスモーク オイル 1858x150x12/2 2.2296㎡ 9,900 ■

【ラーチ】　接着剤・釘を使わないクリック施工

101499001 ラーチ三層 UVオイル 1818x185x15 2.018㎡ 10,000 ■

※  1商品につき200㎡を超える数量をご検討・ご採用の場合はお手数ですがご相談ください。
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http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-84/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1898/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-87/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-74/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-81/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-78/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-90/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1909/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2542/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2544/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2550/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-193/


大和屋プライスリスト　インテリア①

有効期限：～2017年9月20日

塗料

【インテリアメンテナンス】

品番 商品 塗装 サイズ 入数 価格 商品ページリンク

179913008 クリアソープ - - 2.5L 4,200 ■

179913009 クリアソープ - - 1L 2,500 ■

179913010 クリアソープ　スプレータイプ - - 0.75L 2,500 ■

179913011 インテリアクリーナー　スプレータイプ - - 0.75L 3,000 ■

179913012 タンニンスポットクリーナー - - 0.25L 3,000 ■

179913013 スポットリムーバー - - 0.25L 3,000 ■

【インテリアオイル】

179913001 ナチュラル - - 2.5L 10,000 ■

179913006 ウォルナット - - 2.5L 10,000 ■

179913002 ライトブラウン - - 2.5L 10,000 ■

179913004 ブランディー - - 2.5L 10,000 ■

179913005 ブラジリアンブラウン - - 2.5L 10,000 ■

179913003 ホワイト - - 2.5L 10,000 ■

179913007 ハードワックス　ナチュラル - - 2.5L 14,500 ■
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http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-548/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-548/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-546/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-544/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1618/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1620/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-533/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-535/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-537/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-541/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-2288/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-539/
http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/natural/post-1615/

