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ページ 商　品 内　容 誤 正

浮造り、艶消しUV塗装品 艶消しUV塗装品
CUWN12120-09UW CUWN12120-09UW

※浮造り仕様ではありません。

　　　　　　SPTKU-15091G-CL/NP　　31,050円/㎡ 　　　　　　　SPTKU-15091G-CL/NP     28,970円/㎡
　　　　　　SPTKU-15091G-MT　　　　 38,760円/㎡ 　　　　　　　SPTKU-15091G-MT　　　  　26,830円/㎡

※ケース定価は変更ございません。

URF30150-39TK URF30150-39TK
18,290円/㎡ 18,350円/㎡

※ケース定価は変更ございません。

　　　　　　　　　　　　CEDB2145-38 　　　　　　CEDB2145-38
　　　　　　　　　　　　CEDB2145-38P 　　　　　　CEDB2145-38P
　　　　　　　　　　　　CEDB2145-38U 　　　　　　CEDB2145-38U

MSBW110-19M　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く） MSBW110-19MP　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く）
MSBW140-19M　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く） MSBW140-19MP　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く）
MSBB40-19M　　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く） MSBB40-19MP　　　　全面ｾﾗﾐｯｸｽ塗装品（木口面除く）

裏面に続く

117
集成フローリング

※ラバーウッド(MWG75)
廃番

MWG75-18C
MWG75-18H

MWG75-18C　廃番
MWG75-18H　廃番

133
ログハウス調羽目板

※ヒノキ節有
サイズ修正

MBH65-39T
25×90×3,900ｍｍ

MBH65-39T
32×65×3,900ｍｍ

145
バスハメ

※枠材、ボーダー材
品番修正

139
シダージュ

※専用ボーダー材

　　　　　　SPKYU-15109G-NP　　自然塗料塗装
　　　　　　SPKYU-15109G-MT　　無塗装品

　　　　 SPKYU-15091G-NP　自然塗料塗装品
SPKYU-15091G-MT　無塗装品

110 レッドパインフローリング 定価（㎡）修正

125
127
131

スギ羽目板、ヒノキ羽目板
※カラー（胡桃色）

画像訂正
P125、127 スギ羽目板、P131 ヒノキ羽目板の胡桃色
製品カラー写真が、実際の色より薄くなっております。

ご注意ください。

胡桃色の正しいカラー写真の色合いは、
P173　スギ羽目板外装用をご参照ください。
※印刷物の為、色・柄が実際とは多少異なりますので、

サンプルを取り寄せていただき、色のご確認をお願いいたします。

95
ピュア15
※チーク

定価（㎡）修正

95
ピュア15
※ケヤキ

品番修正

受注生産品マーク
追加

正誤表

54 プレスウッド 入数（㎡）修正
〔直貼用〕　PWDF-0TWスギ60　入数1.64㎡
〔釘打用〕　PWFF-0TWスギ60　入数1.64㎡

〔直貼用〕　PWDF-0TWスギ60　入数1.62㎡
〔釘打用〕　PWFF-0TWスギ60　入数1.62㎡

79
キュービートHV
※ウォルナット

文字修正

受注生産品マーク追加



ページ 商　品 内　容 誤 正

SSH1019-05M　入り数1.66㎡（7枚） SSH1019-05M　入り数1.66㎡（8枚）
※8枚入りになります。

ページ 商品 詳細

169 プリント合板の運賃について

216
営業拠点　統合

※天龍プレパーク㈱　石巻営業所

業務の効率化を図るため、石巻営業所は東京営業所と統合いたしました。 旧石巻営業所管轄のお問い合わせ等は
これまで通り東京営業所にてお受けいたします。
TEL03-5245-4101/ FAX03-5245-4105

変更前：〒986-0842 宮城県石巻市潮見町3-4　石巻工業港団地
変更後：東京営業所管轄

216
営業拠点　統合

※建材事業部　九州営業所

業務の効率化を図るため、九州営業所は大阪支店と統合いたしました。 旧九州営業所管轄のお問い合わせ等は
これまで通り大阪支店にてお受けいたします。
TEL06-6821-9855/ FAX06-6821-9856

変更前：〒812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4丁目1-5-2F
変更後：大阪支店管轄

216
営業拠点　名称変更

※建材事業部　石巻支店

石巻支店が石巻営業所に名称を変更いたしました。
所在地・TEL・FAX等は変更ありません。変更前：石巻支店

変更後：石巻営業所

プリント合板のカタログ掲載に関しまして、「TENRYU STYLE '21-'23」より
WEBカタログのみの掲載となりました。（冊子のご用意はございません。）

WEBに切り替えたことにより、品番の更新がよりスムーズに
行えるようになります。現在新柄も検討中ですので、今後とも
よろしくお願いいたします。

169 プリント合板について

プリント合板は運賃別途になります。

156
～
159

ラフパネ・ラフパネフネンの
単板剥ぎ数について

表面の樹種に関わらず、巾2尺のもので3～5枚、
3尺のもので4～6枚剥ぎになります。
※表面突板の剥ぎ数へのご注文にはお答えしかねます。

ラフパネ・ラフパネフネンの剥ぎ数が変更になります。

内容

021 免震基礎事業（課）について 免震基礎（スーパージオ、耐Qパネル基礎）に関する取扱いは終了いたしました。

173
スギ羽目板外装用

※カラー（べんがら塗装）
品番修正 胡桃色（KM） 胡桃色（KU)

お知らせ

リボス自然健康塗料/カルクウォールの
価格が変更になります。

詳細は、別紙「リボス自然塗料/カルクウォール定価表
（税抜き・送料別途）」にてご確認お願いいたします。

173
スギ羽目板外装用
※鎧張り用　入隅

品番修正
着色塗装品

MSGI30-39M□□□
着色塗装品

MSYI30-39M□□□

149
集成羽目板

※杉無節柾積層
入り数（枚数）

変更

166
167
168

リボス自然健康塗料
カルクウォール

価格変更



リボス自然塗料/カルクウォール定価表（税抜き・送料別途） 2022年7月1日改定

ページ数 品番 骨材 用途

50ｃｃ 0.75L 2.5L 10L

166 アルドボス LA266-□□□ 浸透性クリアオイル ¥5,600 ¥14,700 ¥47,700

166 カルデット LKA270-□-□□□ 浸透性クリア・カラーオイル ¥6,500 ¥17,000 ¥56,300

166 タヤ LT279-□-□□□ 高耐候性カラーオイル ¥6,500 ¥17,000 ¥56,300

167 クノス LKU244-002-□□□ クリアオイル ¥7,400 ¥20,000 ¥65,300

167 グレイボ LGLE315-□□□ 蜜蠟ワックス・静電気カット ¥7,900（1L） ¥17,200 ¥56,000

167 グラノス0.25L（家庭用サイズ） LGLA559-025 天然ワックス日頃のお手入れとして

167 グラノス　1L（業務用サイズ） LGLA559-10 天然ワックス日頃のお手入れとして

167 スバロス LS222-□□□ うすめ液・用具洗浄 ¥3,600（1L） ¥13,700（5L） ¥24,000

骨材 用途 容量 価格

168 ミネラル下地材 H800-15 ー カルクウォール　専用下地材 15KG ¥30,300

168 H800-2B ー カルクウォール　専用下地材 2KG ¥6,900

168 カルクウォール LKW540-25-0.5 0.5ｍｍ 内外装用 25KG ¥27,400

168 LKW540-10-0.5 0.5ｍｍ 内外装用 10KG ¥14,300

168 LKW540-03-0.5 0.5ｍｍ 内外装用 300G ¥810

168 LKW540-25-1.5 1.5ｍｍ 内外装用 25KG ¥27,400

168 ウラ LU410-□-□□□ 天然着色顔料
0.125L

¥2,600

0.375L

¥3,500

2.5L

¥11,800

168 ファルベ LFR630-10 内・外装用補修用塗料 10KG 23,300

天龍木材株式会社
石巻・東京・浜松・名古屋・大阪

www.tenryu.co.jp

容量　　価格

希釈ポンプ付き　　　¥2,400/箱（1カートン　24箱入り）

お試しサンプル付き　¥5,400/箱（1カートン　20箱入り）

http://www.tenryu.co.jp/

