Simula te your Sh innok i room

シンノキシミュレーターへ移動

シンノキシミュレーターのご案内

世界中のデザイナーからのご要望に応じて
シミュレーターを設置しました。

https://www.shinnoki.com/

1. ご希望の空間を選んでください。

2. ご希望の色、樹種を選んでください。

英語サイト

シンノキシミュレーターの使用手順

1

Decospan 社のシンノキの
ホームページへアクセスしてください。

3

ご希望のデザインを選んでください。きっとあなたの求めている
シンノキの素晴らしいデザインと雰囲気を発見できると思います。

2

壁面、キッチン、オフィスの中から
シミュレートしたい空間を選んで下さい。

4

最後に右下のダウンロードボタンで、イメージを保存して、クラ
イアントへのプレゼンテーションに使用することが可能です。

【製造元】Decospan 社
所在地

会社概要

シ ンノ キ

突板
革命

メナン市／ベルギー王国

工場

全 8 工場（ベルギー、フランス、クロアチア）

突板在庫保有量

7 百万㎡

創業

1978 年

日産パネル生産数

8,000 枚／日産

従業員

700 名

年商

1.1 億ユーロ（約 130 億円）

表面仕 上げ済み
プレフィニッシュ突 板 化 粧 板

約 165 種類

サンプル送付のご依頼は
メールで受け付けております。

Decospan 社は、ヨーロッパの突板化粧板メーカーのリーディングカンパニーとして、原
材料としての木材の「持続可能性」に重点を置いています。原材料である突板やコア
材の MDF には、持続可能な 森林認証を受けた商品を採用しております。また使用す
る接着剤においても、ホルムアルデヒドを含まない接着剤を使用しております。

graan@emachu.co.jp

メールに、御社名、ご担当者様名、メールアドレス、
電話番号をご記載の上、左記アドレスまでお送りく
ださい。48 時間以内に担当者よりご返信いたします。

実物のご確認のご要望は上記のメールアドレスまでご用命下さい。
東京都都内の 2 拠点（東京都渋谷区神宮前、東京都中央区晴海）にて現物の商品の確認が可能です。

オンライン面談も対応します！
ご希望の方は、上記の情報をご記載のうえ
メールにてお問い合わせください。

【輸入販売元】

江間忠木材株式会社
内装市場開発部

〒 104-8551 東京都中央区晴海 3-3-3
TEL:03-3533-8214 FAX:03-3533-8220
https://emachu.co.jp/

a product of Decospan ®

シンノキ化粧板が演出する
圧倒的な無垢木材の魅力

F ☆☆☆☆性能適合品

木 の しつ ら え
も く り

天 然の木 理そのままに、 森の鼓 動を感じたい。
十人十 色 、 木にも一本ずつ、木 理には一筋ずつ、
悠 久の軌 跡が 刻まれています。
柄や木 理のむらは個 性そのもの。
画一的な人工美ではなく、自然 美を表現したい。
パネルそのものが、 唯一 無二で
森の多様 性を表現しています。
ナチュラル・オーク

厚突板の迫力
通常日本では、0.2mm の薄突板を使用しますが、木材本来の魅力を引き出すため、
日本の 3 倍の厚みとなる 0.6mm の、厚突板を使用しております。無垢材と同様
の木材特有の雰囲気を醸し出します。

ミックスマッチの魅力
伝統的な突板の表現は、同一の木目、パターンを美としてきましたが、本来、木は、
2 つとして同じものがなく、
その違いが自然の空間を作り出すものです。
ミックスマッ
チはこの魅力を引き出すために、Decospan 社が培った技術により、自然かつ美
しい木目をコーディネートしております。

最新鋭の工場での一貫生産
最新鋭の全自動ラインにて、突板の選別、継ぎ、貼り合わせ、着色、仕上げを一
貫して行います。この一貫した工業生産により、木目の調和と、塗装の均質性を
保つことが可能となり、全自動ラインの生産により、大量生産が可能なため、大
型プロジェクトへの安定供給できます。

最先端の環境配慮型商品
使用する原材料の調達において、
「持続可能性」に重点を置いております。突板
と芯材の MDF は、すべて持続可能と合法性の証明が取れているものを採用し、
Shinnoki においては、FSC 認証を受けた商品となっております。

ミックスマッチイメージ

商品ラインナップ

シンノキ

サンディー・ビーチ

Natural Oak

ナチュラル・オーク

Ivory Oak

アイボリー・オーク

Milk Oak

ミルク・オーク

Chalk Ash

チョーク・アッシュ

Desert Oak

デザート・オーク

Manhattan Oak

マンハッタン・オーク

Granite Walnut

グラナイト・ウォルナット

Dusk Fraké

ダスク・フレーク

Stone Triba

ストーン・トリバ

Mineral Triba

ミネラル・トリバ

Frozen Walnut

フローズン・ウォルナット

Cinnamon Triba

シナモン・トリバ

Smoked Walnut

スモーク・ウォルナット

Stardust Walnut

スターダスト・ウォルナット

Chocolate Oak

チョコレート・オーク

Raven Oak

レイヴン・オーク

4 種のナチュラルトーン

ヨーロピアンデザインとトレンドを組み込んだ、
4 つのトーン、全 16 色、オーク主体の
表面仕上げが不要のプレフィニッシュ化粧板
日本では職人芸とされている突板の貼り合わせ、着色、仕上げ塗装を、
ベルギーの全自動ラインを駆使し、工場で一貫生産しております。
家具工場では、低圧メラミン化粧板のように化粧板のカット、小口貼りを行えば、
高級な化粧パネル、家具部材を短納期かつ簡単に製作が可能です。
表裏面には、ウレタンアクリレート塗料を使用し、計 6 回の UV 照射を行い、

sandy beaches

自然の木肌を残した高品質な塗装仕上げとなっております。

4 natural tones

マウンテン・ウォーク

シンノキパネル

6 種のグレートーン

高品質の MDF コアを備えたパネル
表裏面の突板

0.6㎜ 厚突板

パネルサイズ

19mmx1220 ｘ 2440

突板の種類

全 16 種

着色料

水溶性の着色料

表面塗料

水溶性の UV 硬化型ウレタンアクリレート塗料

取得認定

F ☆☆☆☆性能適合品
森林認証品

ミックスマッチ
チ

MFN-3498

mountain walk
6 grey tones

薄物シート

エッジテープ

無制限の可能性のための薄物シート

完璧なエッジ仕上げ

表面はパネルと同仕上げ、裏面にはフェノールバッカーを貼った
商品となります。

0.6mm のベニヤタイプと 1㎜の ABS タイプの小口テープを各色
取り揃えております。

表面の突板

0.6mm

厚み

0.8-1.0mm

サイズ

1220 ｘ 3050

オータム・フォレスト
3 種のアーストーン

0.6mm ベニヤ 幅：24mm ／ 48mm

1.0mm ABS

長さ：100m/ ロール

幅：24mm ／ 48mm 長さ：50m/ ロール

autumn forest
3 earth tones

ナイト・フォール
シンノキ不燃シート

powered by

内装制限に対応すべく、シンノキのデザイン性を取り込んだ、
不燃シートをラインナップに加えました。

※ 1）本商品はシンノキシリーズ
に色合わせを行った商品です。基
材の突板の違いにより、色、木目、
雰囲気が変わることがあります。

0.23mm × 910 × 2,430mm または 2,730mm
F ☆☆☆☆性能適合品

MFN-2465

不燃認定

NM-4859（1）

※ 2）Dusk Frake 色の基材はオー
クにDusk Frake 色をコーディネー
トしたものとなります。

3 種のダークトーン

リペアグッズ
16 色のリペアーペンと表面のク
リアーペンを取り揃えております。

nightfall
3 dark tones

サンディー・ビーチ

アイボリー・オーク

ミルク・オーク

デザート・オーク

マンハッタン・オーク

グラナイト・ウォルナット

ダスク・フレーク

ストーン・トリバ

ミネラル・トリバ

シナモン・トリバ

スモーク・ウォルナット

ナチュラル・オーク

チョーク・アッシュ

マウンテン・ウォーク

シンノキがつくりだす︑
個性的で特別な空間︒

Sandy Beaches｜ナチュラル・オーク

オータム・フォレスト

フローズン・ウォルナット

ナイト・フォール

パネルの詳細は QR コード
からご覧いただけます。

ほかの物件事例は QR コー
ドからご覧いただけます。

スターダスト・ウォルナット

Sandy Beaches｜アイボリー・オーク

チョコレート・オーク

レイヴン・オーク

◎本製品の表面材は、天然木の突板のため、色調・木目は異なります。◎本カタログの画像は印刷のため、実物とは異なります。◎本製品は、内装用のため、屋外および水にぬれ・湿気の多い場所
では使用しないでください。◎天然木突板を使用しているため、自然光線や照明等から発生する紫外線により、色調変化が発生します。
（家具・調度品・掲示物などによる光線の遮蔽による色調変化を
含む）◎天然木突板を使用しているため、1 枚づつ色柄が異なります。

