


＊桧材は２倍
　　       ＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

　YOUFUNAGURI

　設計価格：￥　５，５００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥　８，８００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL 00３

  ２０００×１２０×１５　

洋風ナグリ加工

　３０００×１２０×１５　   　

杉　節有　無塗装品



＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

BIG WAVE

　設計価格：￥ １３，２００/ 枚　(税込）

　３０００×１５０×３０　   　

製品番号　SANO PANEL 001
大波

杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×３０

　設計価格：￥　７，７００/ 枚　(税込）



＊桧材は２倍

＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

製品番号　SANO PANEL 00２

　３０００×１５０×１５   　

　KONAMI WAVE

杉　節有　無塗装品

　設計価格：￥　６，６００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥ １１，０００/ 枚　(税込）

  ２０００×１５０×１５

小波

井



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

杉　節有　無塗装品

GENJI CARCING WAVE
製品番号　SANO PANEL 00４

源氏彫り ストライプ WAVE

　設計価格：￥　１１，０００/ 枚 (税込）

　設計価格：￥　１６，５００/ 枚 (税込）



　

  ８００×１５０×３０/１５

＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り
■　カラーは変更可能です。

　設計価格：￥ 　１３，２００/式 (税込）

　設計価格：￥　１３，２００/式 (税込）

　　　（２枚入り）

　　　（４枚入り）

製品番号　SANO PANEL 00５

 WAVE BLOCKWAVE ブロック

杉　無地上小　無塗装品

  ４００×１５０×３０/１５



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１2０×１５

  ３０００×１2０×１５

＊桧材は２倍

＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

製品番号　SANO PANEL 0０６
ブルックリンBROOKLYN  STYLE　WAVE

　設計価格：￥　５，５００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥　８，８００/ 枚　(税込）



やとい実加工　目地棒付
（目地棒色付けはサービス）

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊クリアー塗装は２割増
            　　 　※埋め木パテ処理有り

ソバージュ Side WAVE　Sauvage

SIDE WAVE 加工

　　          　 　※無地上小は４割増

製品番号　SANO PANEL 0０７

　設計価格：￥　１１，０００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥  １６，５００/ 枚  (税込）

桧　節有　無塗装品



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍

＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

製品番号　SANO PANEL 00８

ICHIMATU WAVE

　設計価格：￥　７，７００/ 枚 　(税込）

　設計価格：￥ １1，０００/ 枚　 (税込）

　設計価格：￥　６，６００/ 枚　(税込）

市松

　設計価格：￥  ９，９００/ 枚　(税込）



桧　無地上小　無塗装品

  ９００×１０５×１０

WAVE BATH PANEL
製品番号　SANO PANEL 0０９

　設計価格：￥１７，６００/ ２枚 　(税込）

WAVE BATH PANEL

＊さざ波 or LEGEND
＊マグネットシール付き



ウェーブウッド（集成材）

  ３０００×１２０×１２０

ウェーブウッド（集成材）
構造用芯　クリア塗装品

  ３０００×１２０×１２０

＊カラーバリエーションは４割増

WAVE  WOOD
製品番号　SANO PANEL ０１０

　設計価格：￥　７７，０００/ 本　(税込）

構造用芯　　無塗装品

■現場でオイルステン塗装でオリジナルの

　設計価格：￥　４４，０００/ 本　(税込）

大黒柱や、ルーバー柱になります。　　



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増

＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

V-WAVE

　設計価格：￥　６，６００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥　５，５００/ 枚　(税込）

V-WAVE
製品番号　SANO PANEL ０１１

　設計価格：￥  ８，８００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥  ９，９００/ 枚　(税込）



  ２０００×１５０×１５   ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍 ＊無地上小は４割増
＊クリアー塗装は２割増 ＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊カラーバリエーションは４割増

OBIIRI　NAGURI

ストレート　（STREIGHT) ダブル（W)

　設計価格：￥　８，８００/ 枚　(税込） 　設計価格：￥　１１，０００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０１２
帯入りナグリ加工



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍

＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

製品番号　SANO PANEL ０１３

DIAMOND　WAVE 　ダイヤモンド

　設計価格：￥  １４，３００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥　　９，３５０/ 枚　(税込）

　設計価格：￥　１１，０００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥  １６，５００/ 枚　(税込）



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増

＊本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥　６，６００/ 枚　(税込）

STRAIGHT　４RIBS

　設計価格：￥ １１，０００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０１４
ストレート ４ リブ加工



  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

杉　節有　無塗装品

　設計価格：￥ １３，２００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥ １９，８００/ 枚　(税込）

LEGEND レジェンド
製品番号　SANO PANEL ０１５



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１２０×１５

  ３０００×１２０×１５

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

SNAKE WAVE

　設計価格：￥　９，９００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥ １９，２５０/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０１６

　設計価格：￥ １６，５００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥ １１，５５０/ 枚　(税込）

SNAKE WAVE 加工



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増

＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥ １６，５００/ 枚  (税込）

SAZANAMI WAVE
製品番号　SANO PANEL ０１７

　設計価格：￥　９，９００/ 枚　(税込）

さざ波　WAVE



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

　設計価格：￥ １６，５００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０１８
ズッキーニ

　設計価格：￥　９，９００/ 枚　(税込）

ZUCCHINI



杉　節有　無塗装品

  1０００×１０５×１５

  ２０００×１０５×１５

  ３０００×１０５×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥ ６，０００/ 枚　(税込）

3D WAVE PANEL

　設計価格：￥ ４，０００/ 枚　(税込）

3D WAVE PANEL
製品番号　SANO PANEL ０１９

　設計価格：￥ ２，０００/ 枚　(税込）



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１2０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

カマボコ

  ３０００×１2０×１５

　設計価格：￥　５，５００/ 枚　(税込）

　設計価格：￥  ８，８００/ 枚　(税込）

KAMABOKO　WAVE
製品番号　SANO PANEL ０２０



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×１５

  ３０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

CROSSROADS

　設計価格：￥　９，９００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０2１

　設計価格：￥ １６，５００/ 枚　(税込）

クロスロード



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

  ３０００×１５０×１５

　設計価格：￥  ９，９００/ 枚　(税込）

V-RIBS V-リブ

　設計価格：￥ １６，５００/ 枚　(税込）

製品番号　SANO PANEL ０２２



杉　節有　無塗装品

  １０００×１２０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

さくら SAKURA
製品番号　SANO PANEL ０2３

　設計価格：￥   ３，３００/ 枚　(税込）

  ２０００×１２０×１５

　設計価格：￥ 　５，５００/ 枚　(税込）



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１５０×３０

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

＊写真は無地上小

W-FINISH

　設計価格：￥  １６，５００/ 枚　(税込）

  ３０００×１５０×３０

　設計価格：￥  ２５，３００/ 枚　(税込）

W-finish
製品番号　SANO PANEL ０２4



杉　節有　無塗装品

  ２０００×１２０×１５

＊桧材は２倍
＊クリアー塗装は２割増
＊カラーバリエーションは４割増
＊無地上小は４割増
＊本実加工・埋め木パテ処理有り

　設計価格：￥   ５，５００/ 枚　(税込）

  ３０００×１２０×１５

　設計価格：￥   ８，８００/ 枚　(税込）

鎧 ＹＯＲＯＩ
製品番号　SANO PANEL ０2５



杉　無地上小　塗装品

  １８００×１３５×３０

セット内容： アルミレール　１８００㎜　　 1本
アルミフック　　 ４個
杉板WAVE １本
杉板用エンドキャップ ２個

＊アルミ棚板プレートはオプションです。
＊アルミレールはブラックまたはシルバーを選んで下さい。

＊カラーバリエーションは４割増

製品番号　SANO PANEL ０２６

　設計価格：￥　３２，０００/ set　(税込）

ブラックレール　セット シルバーレール　セット

ＷＡＶＥ　ＮＡＧＥＳＨＩ ＷＡＶＥ長押



Prduce by SANOMEI

カラーバリエーション ＣＯＬＯＲ　ＶＡＲＩＡＴＩＯＮＳ

　　 ブラウン  ウォールナット 　　　ワイン 　　　　藍 ダーク

＊受注生産品10日から14日（別途運送費が掛ります。）

ＨＰ

販売店 


