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●品番記号説明

2× 4住宅用造作材
●大壁和室共通単品部材リスト
●No2
●No3
●No4
●No5
●No8
●No9
●No10・No40
● No11
● No12
● No13
● No14
● No15
● No16A
●No16B
●No18
● No19
● No20
● No21
● No22
● No23
● No24
● No25
●準規格品

在来大壁造作材 133シリーズ
●No2-105
● No3-105
● No8・9・10・11-105
● No8・9・10・11-115
● No12-133
● No13-133
● No14・15-133
● No18-160
● No19・20-160
● No24-133

在来大壁造作材 147シリーズ
●No8・9・10・11-120
● No8・9・10・11-129
● No12-147
● No13-147
● No14・15-147
● No18-175
● No19・20-175
● No24-147

在来真壁造作材
●鴨居・敷居／廻縁・付鴨居／長押／柱

和室押入開戸枠セット
和室押入引違い戸枠セット
和室床脇押入開戸枠セット
和室床脇押入引違い戸枠セット
和室サッシ腰窓引違い障子枠セット
和室サッシ掃出引違い障子枠セット
和室サッシ腰窓無目枠セット・ケンドン障子枠セット
和室サッシ掃出無目枠セット
和室出入口開戸枠セット
和室出入口片引戸枠セット･引分け戸枠セット
和室出入口引違い戸枠セット
和室出入口3本引違い戸枠セット
和室出入口押入兼用引違い戸枠セット
和室出入口押入兼用引違い戸枠セット
和室～和室無目枠セット
和室～和室引違い戸枠セット
和室～和室3本引違い戸枠セット
和室出入口耐力壁片引戸枠セット･引分け戸枠セット
和室出入口・押入寄溝引違い戸枠セット
和室出入口洋間側片引戸枠セット･引分け戸枠セット
和室出入口2本引込み戸枠セット
和室出入口洋間側2本引込み戸枠セット

和室押入開戸枠セット（147シリーズ共通）
和室押入引違い戸枠セット（147シリーズ共通）
和室サッシ無目枠・障子枠セット
和室サッシ無目枠・障子枠セット
和室出入口開戸枠セット
和室出入口片引戸枠セット・引分け戸枠セット
和室出入口引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット
和室～和室無目枠セット
和室～和室引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット
和室出入口2本引込み戸枠セット

和室サッシ無目枠・障子枠セット
和室サッシ無目枠・障子枠セット
和室出入口片開戸枠セット
和室出入口片引戸枠セット・引分け戸枠セット
和室出入口引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット
和室～和室無目枠セット
和室～和室引違い戸枠セット・3本引違い戸枠セット
和室出入口2本引込み戸枠セット
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●品番記号説明
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● No12-147
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● No14・15-147
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在来真壁造作材
●鴨居・敷居／廻縁・付鴨居／長押／柱

和室押入開戸枠セット
和室押入引違い戸枠セット
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