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• 社　　名：大建工業株式会社
• 新商品名：鉄骨用耐火外壁下地材「SD耐火パネル」

• キャッチフレーズ：
優れた耐火性能を持ち、無機質素材でありながら、木
材並みの軽量性と加工性

• 特　　徴：
  ①独自の無機耐力面材「ダイライトMS」の製造技術を応用

し、熱による変形、収縮を抑え、遮熱性能を向上させ、
より耐火性能に特化した下地材を実現。

  ②一般的な無機質パネルのおよそ６割の重量で搬入・施工
時の負担を軽減。また、ビスでなく、釘留め施工が可能。
施工速度の向上に寄与します。

  ③窯業系サイディング仕上げ、及び金属外装材仕上げにて
外壁60分耐火構造認定を取得。高い意匠性が求められ
る商業施設や老健施設、低層集合住宅などにデザイン豊
富な窯業系サイディングを選ぶことが可能です。

＜取得認定＞
・窯業系サイディング：FP060NE–0224

外壁60分耐火構造（※サイディングはニチハ㈱製に限定）
・金属製外装材　　　：FP060NE–0206

外壁60分耐火構造（※金属外装材形状による制限あり）

• メーカー希望小売価格： 

220,000円/梱、

40枚・66㎡入り（税別） 

• 発売時期：

2018年４月23日

• 社　　名：大建工業株式会社

• 新商品名：深彫調不燃壁材
 　 「GRAVIO EDGE（グラビオエッジ）」

• キャッチフレーズ：
深彫調のエンボス加工と特殊多彩塗装でシャープな陰
影とリアルな素材感を実現

• 特　　徴：
  ①立体的なエンボス形状とシャープな陰影で圧

倒的な存在感を実現。陰影に同調した特殊塗
装で本物の素材かのような高い意匠性。

  ②全４柄、各６色をラインアップ。素材の質感
豊かな表情の異なるデザインバリエーション。
住宅・非住宅を問わないデザイン。

  ③基材は無機質素材の「ダイライト」。防火性、
耐腐食性能に優れています。また、不燃材料

認定を取得しており、高齢者施設や文教施設、幼保施設
など防火上の規制のかかる非住宅の内装仕上げ材として
使用いただけます。

• メーカー希望小売価格：
19,700円/梱、２枚・1.65㎡入り（税別） 

• 発売時期：2018年６月21日

• 社　　名：大建工業株式会社

• 新商品名：健康快適天井材「クリアトーン12SⅡ」

• キャッチフレーズ：
調湿性能大幅アップで快適な湿度環境を実現

• 特　　徴：
  ①湿度が高くなると湿気を吸収して結露やカビの発生を抑

え、乾燥すると 湿気を放出。天井材のみで一年を通じ
快適湿度といわれる、湿度40〜70％の室内環境を実現。

  ②既存のクロス仕上げ天井の上から施工が可能。リフォー
ムにもお使いいただけます。

  ③トイレ臭、生ゴミ臭、ペット臭などの原因とされる代表
的な化学物質を吸着し、気になる臭いを軽減。シックハ
ウス症候群の原因となるホルムアルデヒドについても、
一般的なクロス仕上げと比較して優れた吸着効果を発揮
します。

• メーカー希望小売価格：

8,200円/梱、18枚・3.3㎡入り（税別）

• 発売時期：2018年６月21日

窯業系サイディング仕上げの構造
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• 社　　名：株式会社フルタイムロッカー

• 新商品名：賃貸住宅用宅配ボックス
チャレンジボックス　防滴タイプ

• キャッチフレーズ：
業界初フルメンテナンス リース「外置き対応コンピュー
タ式宅配ボックス」雨が吹き込みがちな場所でも大丈夫！

• 特　　徴：
  ①独自の構造で雨水の浸入をガード（防水規格IPX4対応モ

デル）
・スカート構造と雨樋を併用   
・操作部分は二重扉でしっかりガード

  ②高い塗装技術でサビにも強い
・耐候製と耐食性に優れた「電着塗装+粉体塗装」
・端面エッジ防サビ性能剤（マイクロゲル）を配合し隅々

まで塗装
・底面などの部品にはステンレス剤を使用

  ③雨が吹き込む駐輪場や階段下に最適
  ④操作履歴を残せるため荷物管理が可能  
  ⑤24時間365日直営のコントロールセンターによる電話

サポート付
  ⑥8年入れ替え　フルパッケージモデル

・契約期間中、定期点検や機器故障時の修理も追加料金なし
  ⑦1列サイズ：W450mm × D450mm × H1800mm 

• メーカー希望小売価格：
月額9,000円〜

（フルメンテナンス・
リース） 

• 発売時期：
2018年4月

• 社　　名：株式会社ナスタ

• 新商品名：住宅壁貫通型ポスト付き宅配ボックス

• キャッチフレーズ：
「一家に一台、宅配ボックスのある暮らし」

• 特　　徴：
 ①「業界初※高気密・高断熱性能を有する

樹脂製サッシ」
樹脂製サッシ+ペアガラスで、住宅の熱
効率を落としません。ガラス越しに届い
たものが見えるので、配達されたことが
一目で確認できます。（※ナスタ調べ）

  ②大型郵便物対応ポスト+宅配ボックス」
手紙やはがきなどの郵便物だけではな
く、大型郵便物とメール便、宅配便が
受け取りが可能です。

  ③「新規開発のロック機構」
屋内（受取側）からのみ解除できる機構で防犯性にも配
慮しております。取出後は扉を閉めると自動でロックさ
れます。

• 発売時期：2018年8月予定

• 社　　名：株式会社デザインアーク

• 新商品名：宅配ユニットボックス（DTB-S/H）

• キャッチフレーズ：
防雨仕様の宅配ユニットボックス。
屋外設置を可能とし、設置場所を限定しません。

• 特　　徴：
①防雨仕様：第三者機関によるIPX4試験クリア
②自立式による屋外設置：アンカー打設が可能
③屋根設定対応：雨天時の受取にも配慮

• タイプバリエーション：
・ボックス数：2台、3台、4台、6台
・ボックス種類：2タイプ（スタンダード/ハーフ）
・レインルーフ仕様：あり、なし
・オプション：非常脱出用レバー　※スタンダードタイプのみ

• メーカー希望小売価格：オープン価格 

• 発売時期：2018年４月20日

新築・リフォオームのアパート向け宅配ボックス［ユニットフレームタイプ］
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• 社　　名：TOTO株式会社

• 新商品名：SYNLA（シンラ）

• キャッチフレーズ：
これがTOTOの、いたれりつくせりバスルーム

• 特　　徴：
  ①ファーストクラス浴槽：人間工学の研

究から生まれた新しい浴槽形状で頭
と背中を支え、身体にかかる負担を軽
減します。

  ②楽湯：大流量の幅広吐水で肩から温め
る「肩楽湯」と、ランダムな曲線で円
を描くように噴出する「腰楽湯」の同
時使用が可能です。

  ③床ワイパー洗浄：スイッチひとつで水
道水をワイパーのように散布し、角質

や皮脂汚れを洗い流します。仕上げはTOTOのクリー
ン技術「きれい除菌水」で、床まわりのきれいを長持ち
させます。

• メーカー希望小売価格：
写真セット（Rタイプ1620サイズ） 2,827,100円 

• 発売時期：2018年8月

• 社　　名：ナカ工業株式会社

• 新商品名：天井点検口「ハイハッチGS」

• キャッチフレーズ：スリムな細額縁タイプの天井点検口

• 特　　徴：
①外枠が額縁、内枠が細額縁のスリムな天井点検口
②スライドロック式を採用し開閉が間単に行えます。
③後付け施工が可能で、木枠に取付可能です。

• メーカー希望小売価格：
303サイズ　シルバー色　5,700円、ホワイト色　6,800円
454サイズ　シルバー色　6,400円、ホワイト色　7,600円
606サイズ　シルバー色　7,600円、ホワイト色　9,200円
3060サイズ　シルバー色　6,500円、ホワイト色　7,700円

※オーダーサイズも対応可能です。 

• 発売時期：平成30年４月　新発売

• 社　　名：立川ブラインド工業株式会社

• 新商品名：ヨコ型ブラインド
 　 「シルキーシェイディ RDS」

• キャッチフレーズ：
ワンタッチ操作で製品がゆっくりと下降するRDS

（減速降下機能）を搭載

• 特　　徴：
  ①手を放しても減速しながらゆっくり下降し、安全性

が向上
  ②製品下降時の窓枠や床面との接触音を低減
  ③大きな窓や複数ある窓でも、片手で手早く簡単に下

降操作が可能

• メーカー希望小売価格：
 幅180×高さ180cm　31,600円（税抜） 

• 発売時期：2018年６月

Rタイプ1620サイズ 床ワイパー洗浄（きれい除菌水）

野緑Mバー（別途）

天井仕上材（別途）

本図は□454を示す。（　）内寸法は（□303・□606）を示す。

規格寸法454（303・606）
外枠寸法460（309・612）

開口寸法442.4（291.4・594.4）

天井下地材（別途）

仕上げ材押え
（□606・□3060のみ取付）
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