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自然を感じさせる木の壁で癒やしの空間を。

壁紙とは違う、天然木特有のばらつきのある美しい木目模様。
木肌のぬくもりを感じる手触り。
お家にいながら自然を感じる、そんな癒やしの空間を、木の壁材でつくりませんか。

ウッディワールド取り扱いの壁材は、全て天然木を使用しています。
香りのよいヒノキやヒバ等の無垢材、幅の選べるオーク、不燃下地と組み合わせた突板材等、様々取り揃えていま
すので、用途やお好みに合わせてご提案が可能です。

ぜひ、壁にも天然木を使ってみませんか。
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ホルムアルデヒドを含まない。

天然素材を使用しているため、ホルムアルデヒドを含む
接着剤や塗料を使用していません。
健康に害のない材です。

木は室内を快適に保つ。

木は繊維層と空気層を備えた細胞構造のため、季節
によって柔軟に変化します。
季節によって湿度を吸収したり放出したりの調湿効
果もあり、コンクリートよりも熱伝導が低いので保
温性に優れます。断熱材と併用すれば更に効果的に、
季節による外気の影響を和らげてくれます。

壁の張り方でお部屋のイメージが変わる。

木の壁は、縦や横、斜めに施工することで、お部屋のイメージを変えられます。

横張り
水平線は目線が安定してくつ
ろぎを感じます。
リビングにおすすめです。

縦張り
格式を感じる空間を演出。目
線が高くなる椅子を置くよう
な洋室に向いています。

斜め張り
動きのある、リゾートを思わ
せる遊び心を感じる空間にな
ります。
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杉

焼杉

ひのき

青森ヒバ

オーク
（複合）

道産タモ

不燃木
（杉・ひのき）

不燃壁材
（天然木突板+ダイライト不燃下地）
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※実際の商品とカタログの色味が異なる場合があります。ご了承ください。

※天然木を使用した商品のため、カタログに掲載しきれない節・色味の違い等あります。

※受注生産品はサンプルを作成するのに時間がかかる場合があります。
また、一部サンプルが有料になる場合もあります。ご了承ください。
サンプルが必要な際は営業までご相談ください。

※壁材に合わせた巾木も受注生産で承ります。営業までお問い合わせください。

OSB ……P10・P11

SOLIDeco
（桐・パイン）
（4mm板。両面テープor糊施工）

……P7



杉 節有 杉 上小

品番/品名 塗装 寸法
（厚×働き幅×長さmm）

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

WHK-0610
杉 節有

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 12ｘ105ｘ1,920 16枚 / 3.23㎡ 22,000円
(6,811円/㎡)

WHK-0620
杉 上小

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 9ｘ90ｘ1,920 20枚 / 3.46㎡ 24,000円
(6,936円/㎡)

WHK-0630
杉 上小

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 9ｘ105ｘ1,920 16枚 / 3.23㎡ 24,000円
(7,430円/㎡)

国産・九州の杉材。

受注
生産

※12mm×105×3,920mmの材もご用意できます。
お問い合わせ下さい。

国産・九州のひのき材。香りの良い木材。

受注
生産

ひのき 節有 ひのき 上小

品番/品名 塗装 寸法
（厚×働き幅×長さmm）

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

WHK-0910
ひのき 節有

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 9ｘ90ｘ1,920 20枚 / 3.46㎡ 30,000円
(8,671円/㎡)

WHK-0920
ひのき 上小

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 9ｘ90ｘ1,920 20枚 / 3.46㎡ 39,000円
(11,272円/㎡)

WHK-0930
ひのき 上小

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ艶消塗装 9ｘ105ｘ1,920 16枚 / 3.23㎡ 39,000円
(12,074円/㎡)

※12mm×105×3,920mmの材もご用意できます。
お問い合わせ下さい。
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断面図

断面図

納期：約2周間～

納期：約2週間～

本実式・目スカシタイプ

本実式・目スカシタイプ



断面図 ※長さ3,920mmの材もご用意できます。お問い合わせ下さい。
※水性塗装＝ガードラック ラテックス塗装です。
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135mm、150mm

国産・九州の杉材を、焼杉板に加工。

受注
生産

品番/品名 表面仕上 寸法
（厚×働き幅×長さmm）

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

WHK-C610
水性黒 浮造加工

水性塗装仕上

11ｘ150ｘ2,970 11枚 /4.90㎡ 22,800円
(4,633円/㎡)

WHK-C620
水性黒

11ｘ135ｘ2,970 8枚 / 3.20㎡ 15,200円
(4,750円/㎡)

WHK-C630
なごみの里 浮造加工

水性塗装仕上

11ｘ150ｘ2,970 11枚 / 4.90㎡ 27,000円
(5,510円/㎡)

WHK-C640
なごみの里

11ｘ135ｘ2,970 8枚 / 3.20㎡ 18,000円
(5,625円/㎡)

WHK-C650
ヴィンテージA 浮造加工

水性塗装仕上

11ｘ150ｘ2,970 11枚 / 4.90㎡ 39,000円
(7,959円/㎡)

WHK-C660
ヴィンテージA

11ｘ135ｘ2,970 8枚 / 3.20㎡ 26,000円
(8,125円/㎡)

焼き杉 水性黒 焼き杉 なごみの里 焼き杉 ヴィンテージA
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納期：約4週間～

相決り・突きつけタイプ

焼き杉 なごみの里 焼き杉 水性黒



国産青森ヒバ材は香り良く、耐水性に優れる。防腐、防虫効果のあるヒノキチオールが多く含まれる。

国産北海道タモ材は、柾目の細かさ・密度に定評がある銘木。

品番/品名 塗装 寸法
（厚×働き幅×長さmm）

1坪枚数 /㎡ 定価（坪）

WST-1213
青森ヒバ 節有

無塗装 10ｘ90ｘ1,820 20枚 / 3.276㎡ 35,000円
(10,683円/㎡)

WST-1223
青森ヒバ 上小

無塗装 10ｘ90ｘ1,820 20枚 / 3.276㎡ 43,750円
(13,355円/㎡)

WST-1233
青森ヒバ 無節

無塗装 10ｘ90ｘ1,820 20枚 / 3.276㎡ 47,500円
(14,499円/㎡)

青森ヒバ 節有 青森ヒバ 上小 青森ヒバ 無節

目透かしサネ

品番/品名 塗装 寸法
（厚×働き幅×長さmm）

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

WTH-0413
道産タモ 無節 柾目

無塗装 9ｘ101ｘ1,820 9枚 / 1.6544㎡ 30,250円
(18,285円/㎡)

WTH-0423
道産タモ 無節 板目

無塗装 9ｘ101ｘ1,820 9枚 / 1.6544㎡ 25,750円
(15,565円/㎡)

目透かしサネ

※厚さ12、15mmの材、長さ2800、3650mmの材、腰壁用910mmの材もご用意できます。お問い合わせ下さい。
ヒバの販売数量は1枚単位で調整できます。ご相談ください。

※長さ2,430mmの材もご用意できます。オイル塗装やウレタン塗装も可能です。お問い合わせ下さい。

道産タモ 無節 柾目 道産タモ 無節 板目
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断面図

断面図

受注
生産納期：約2週間～

受注
生産納期：約2週間～

本実式・目スカシタイプ

本実式・目スカシタイプ
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樹種名
商品名

塗装 表面加工 タイプ：品番
定価

（ケース）

桐
クリア

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装 なし
(フラット)

DIY用：WAS-D01
DIY用：17,500円

(11,589円/㎡)

PRO用：18,500円
(11,145円/㎡)

PRO用：WAS-P01

パイン
クリア

ｳﾚﾀﾝｸﾘｱ塗装
浮造り

+ノコ目

DIY用：WAS-D02

DIY用：17,100円
(11,325円/㎡)

PRO用：18,000円
(10,843円/㎡)

PRO用：WAS-P02

パイン
ブラッシュ

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
（ホワイト系）

浮造り
+目だし

DIY用：WAS-D03

PRO用：WAS-P03

パイン
ﾅﾁｭﾗﾙｴｲｼﾞﾝｸﾞ

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ系、
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系）

浮造り
+ノコ目

DIY用：WAS-D04

PRO用：WAS-P04

パイン
ｵｰｸﾅﾁｭﾗﾙ

プリント塗装
（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ系）

浮造り
DIY用：WAS-D05

DIY用：20,000円
(13,245円/㎡)

PRO用：21,000円
(12,651円/㎡)

PRO用：WAS-P05

パイン
ｵｰｸ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ

プリント塗装
（ホワイト系）

浮造り
DIY用：WAS-D06

PRO用：WAS-P06

パイン
ﾚｲﾝｵｰﾙﾄﾞ

プリント塗装
（ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系）

浮造り
DIY用：WAS-D07

PRO用：WAS-P07

タイプ 寸法
（厚×幅×長さmm）

1ケース枚数 /㎡

DIY用 （両面テープ付き） 4.5ｘ128ｘ1,180 10枚 / 1.51㎡

PRO用 （両面テープ無し） 4ｘ128ｘ1,180 11枚 / 1.66㎡

＜共通サイズ・入数＞

＜定価表＞

受注
生産納期：約1週間～

※プリント塗装：基材に木目模様等を印刷したもの。

両面テープや糊で気軽に施工できる壁材。サネ無し。
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オークの表層2mm無垢挽き板を使用した複合タイプ。フローリングとしてもご使用いただけます。

ブラッシングも、白の着色も薄めです。

断面図（表層2mm無垢挽き板）本実式

受注
生産

品番/品名 塗装・表面仕上 寸法
（厚×幅×長さmm）

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

YPP-01MS-1280
オーク・ミスト

ウレタンクリア艶
消塗装＋ホワイト
ワイピング着色＋

ブラッシング

12ｘ80ｘ1,818
(5％以内で乱尺が入ります)

12枚 / 1.747㎡ 22,700円
(13,000円/㎡)

※赤白源平部分混ざります
※合板下地を使用する場合、5.5mm以上の物をご使用下さい。

納期：約4週間～

オーク・ミスト

オーク・ミスト施工例
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オークの表層2mm無垢挽き板を使用した複合タイプ。フローリングとしてもご使用いただけます。

受注
生産納期：約4週間～

品番/品名 塗装・表面仕上
寸法

（厚×幅×長さ※mm）
※5％以内で乱尺が入ります

1ケース入数 /㎡ 定価（ケース）

YPP-01CL-15215

ウレタンクリア
艶消塗装

＋ブラッシング

15ｘ215ｘ1,818 5枚 / 1.957㎡ 35,650円
(18,200円/㎡)

YPP-01CL-15140 15ｘ140ｘ1,818 7枚 / 1.784㎡ 29,500円
(16,500円/㎡)

YPP-01CL-1580 15ｘ80ｘ1,818 12枚 / 1.747㎡ 27,100円
(15,500円/㎡)

断面図（表層2mm無垢挽き板）本実式

※合板下地を使用する場合、5.5mm以上の物をご使用下さい。

※全て赤白源平部分混ざります

215幅 140幅 80幅

YPPシリーズの同厚の商品同士はサネが合うので、幅の違う商品を組み合わせてランダムな貼り方を楽しむ事ができます。

215、140、80

※節有の商品もご用意できます。 140幅、80幅の商品は厚さ12mmの商品もご用意できます。お問い合わせください。

YPPシリーズは
フローリングとして
も壁材としてもご利
用いただけるので、
床から壁・天井まで
一体感のあるお部屋
づくりができます。

表面ブラッシングの様子215・140・80幅の商品をランダムに並べた様子
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欧州レッドパインのOSBの壁材。着色塗装で様々な雰囲気を演出可能。サネ無し。

品番/品名 塗装 寸法
（厚×幅×長さmm）

販売単位
定価

（販売単位）

WYB-OSB03 無塗装 8.5ｘ910ｘ1,820 2枚/ 3.31㎡ 8,000円
(2,417円/㎡)

WYB-OSB00 ウレタンクリア塗装 8.5ｘ910ｘ1,820 4枚 / 6.62㎡ 21,200円
(3,202円/㎡)

WYB-OSBC1
ウレタン着色塗装

ホワイト系
8.5ｘ910ｘ1,820 4枚 / 6.62㎡ 24,000円

(3,625円/㎡)

WYB-OSBC2
ウレタン着色塗装

レッド系
8.5ｘ910ｘ1,820 4枚 / 6.62㎡ 24,000円

(3,625円/㎡)

WYB-OSBC3
ウレタン着色塗装

ブラウン系
8.5ｘ910ｘ1,820 4枚 / 6.62㎡ 24,000円

(3,625円/㎡)

WYB-OSBC4
ウレタン着色塗装

ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ系
8.5ｘ910ｘ1,820 4枚 / 6.62㎡ 24,000円

(3,625円/㎡)

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
ホワイト系

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
レッドﾞ系

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
ブラウン系

ｳﾚﾀﾝ着色塗装
ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ系

無塗装 ウレタンクリア塗装
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品番：WYB-OSBPB
塗装：無塗装
ｻｲｽﾞ：8.5ｘ375ｘ600mm  5φ-25ピッチ
出荷単位：1セット
定価：5,200円/セット

同梱物
• J型フック10本
• ポイントビス(35mm)6本
• ポイント用スペーサー(15mm)6個
• ポイント用ビスキャップ6個
• 石膏壁用アンカー6個

使用イメージ

WYB-OSB00
クリア塗装（日焼けして色が濃くなっています）

様々な使い方のできる、有孔タイプもあります。

※上記はビスやフック等一式セットになった商品です。

他のOSB材と同じサイズもご用意できます（金具別売り）。

価格や納期は営業までご相談ください。

有孔タイプ （金具同梱セット）



不燃 杉シリーズ 不燃 桧シリーズ

品番 等級・寸法
(長×幅×厚mm)

定価 単位 備考 品番 等級・寸法
(長×幅×厚mm)

定価 単位 備考

WSFH-11012L
杉 上小無節
3900×110×12

¥11,200 枚 本実 WHFH-11012L
桧 上小無節
3900×110×12

¥14,800 枚 本実

WSFH-11012M
杉 上小無節
2900×110×12

¥8,300 枚 本実 WHFH-11012M
桧 上小無節
2900×110×12

¥10,900 枚 本実

WSFH-11012S
杉 上小無節
1900×110×12

¥5,200 枚 本実 WHFH-11012S
桧 上小無節
1900×110×12

¥7,000 枚 本実

WSF-10030L
杉 上小無節
3900×100×30

¥22,300 本 WHF-10030L
桧 上小無節
3900×100×30

¥30,000 本

WSF-10030M
杉 上小無節
2900×100×30

¥17,200 本 WHF-10030M
桧 上小無節
2900×100×30

¥22,300 本

WSF-10030S
杉 上小無節
1900×100×30

¥10,600 本 WHF-10030S
桧 上小無節
1900×100×30

¥14,900 本

WSF-6025L
杉 上小無節
3900×60×25

¥12,300 本 WHF-6025L
桧 上小無節
3900×60×25

¥16,600 本

WSF-6025M
杉 上小無節
2900×60×25

¥9,300 本 WHF-6025M
桧 上小無節
2900×60×25

¥12,900 本

WSF-6025S
杉 上小無節
1900×60×25

¥6,000 本 WHF-6025S
桧 上小無節
1900×60×25

¥8,300 本

WSF-4020L
杉 上小無節
3900×40×20

¥8,200 本 WHF-4020L
桧 上小無節
3900×40×20

¥10,600 本

WSF-4020M
杉 上小無節
2900×40×20

¥6,000 本 WHF-4020M
桧 上小無節
2900×40×20

¥7,900 本

WSF-4020S
杉 上小無節
1900×40×20

¥4,000 本 WHF-4020S
桧 上小無節
1900×40×20

¥5,500 本
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国産の杉材とひのき材に不燃の薬液を含浸させる不燃処理(浸漬工法)を施した材。

上記以外にも、ご希望のサイズで作成することも可能ですので、ご相談ください。

受注
生産納期：約6週間～

杉 ひのき

断面図（12mm厚）

12mm厚は本実式
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受注
生産納期：約6週間～

サネのない材（ルーバー材等）も作成できます。

国産の杉材とひのき材に不燃の薬液を含浸させる不燃処理(浸漬工法)を施した材。

浸漬工法

未乾燥の
グリーン材
を使用

薬液にどぶ漬け

養生(自然乾燥)
→乾燥(乾燥機)

加工仕上

• 浸積工法で不燃処理された杉・ひのき材です。
※浸漬工法：製材したての未乾燥の材を、薬液に
浸し、薬剤と木中の水分の濃度置換作用を利用し、
不燃液を木材内部に浸透させていく加工方法。

• 不燃薬液は酸性のため、取付金物等はステンレス
等の錆びにくい素材を使用してください。

• 白華現象といって、取付状況や現場環境によって
表面に白い粉が浮いてくる場合があります。品質
には問題ありません。気になる場合は布巾等で拭
き取ってください。
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チーク ウォールナット カバ

オーク
ホワイト着色 オーク

天然木の0.2mm突板を不燃下地に貼った、不燃の壁材。

受注
生産納期：約4週間～

基材：火山性ガラス質複層板（ダイライト）

断面図（サネなし・突きつけタイプ）

表層：天然木突板（0.2mm） ウレタン塗装

側面は同系色の着色塗装→

1. 基材の火山性ガラス質複層板（ﾀﾞｲﾗｲﾄ）は、鉱物質繊維と 軽
量ガラス質材料を原料に作られた人や環境に優しい新素材です。
ゼロアスベスト・低ホルムアルデヒド・高強度・高耐久・軽
量・防耐火などなどハイレベルな物性を備え、加工性にも優れ
ているので多様なニーズに対応します。

2. 塗料、接着剤はF☆☆☆☆対応のものを使用しております
3. 上記の定寸サイズ以外にカットサイズも対応致します。
4. 小口貼りも可能です。

3mm
or

6mm

150mm

樹種 品番
寸法

（厚×幅×長さmm）
販売単位 定価(販売単位)

3mm6mm共通

チーク
3mm厚：WDT-0710-3
6mm厚：WDT-0710-6

3 or 6 × 150 × 2,400 6枚/2.16㎡ 60,000円
(27,778円/㎡)

ウォールナット
3mm厚：WDT-1810-3
6mm厚：WDT-1810-6

3 or 6 × 150 × 2,400 6枚/2.16㎡ 57,000円
(26,389円/㎡)

カバ
3mm厚：WDT-0310-3
6mm厚：WDT-0310-6

3 or 6 × 150 × 2,400 6枚/2.16㎡ 66,000円
(30,556円/㎡)

オーク
ホワイト着色

3mm厚：WDT-0120-3
6mm厚：WDT-0120-6

3 or 6 × 150 × 2,400 6枚/2.16㎡ 54,000円
(25,000円/㎡)

オーク
3mm厚：WDT-0110-3
6mm厚：WDT-0110-6

3 or 6 × 150 × 2,400 6枚/2.16㎡ 50,400円
(23,333円/㎡)



◆ 商品について ◆

• これらの商品は、受注生産品・輸入品を含みます。ご発注前に納期・在庫状況を確認して下さい。

• 商品写真と実物では色調が異なる場合があります。

• 表示価格は税抜き、工事費別、送料別価格です。

• 商品改良や経済情勢により、予告無く仕様、価格を変更することがありますのでご了承ください。

• 全ての商品の施工後の返品は受け付けかねます。また、梱包箱無し、梱包箱が破損している状態での返品も受け付けかねます。

• 返品はお届けした状態と全く同じ状態での返品をお願い致します。施工前に、今一度ご確認ください。

• 框・巾木も受注生産でお受けできます。営業までご相談ください。

◆ 施工上の注意点 ◆

• 天然木は、湿度による影響で膨張・収縮します。施工前に環境に慣らす為、1週間の仮置きを行って下さい。

• 施工は、施工説明書に従って下さい。

• 天然木は色、柄等バラツキがあります。施工前、仮並べをしてバランス良く貼り込んで下さい。

• 施工に使用する接着剤は、ウレタン系、エポキシ系の接着剤を使用して下さい。

水性ボンドは反り・変形の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

• 養生テープは絶対に壁材に直に貼らないで下さい。

◆ お手入れ ◆

• 日頃のお手入れははたきでほこりを落とす程度で十分です。

• 無塗装品やオイル塗装品は、ささくれなどができてしまっていたら適宜サンドペーパー等で削ってください。※突

板材は表面は1mm以下の薄い材のため、削らないでください。

• 化学ぞうきんを使用する場合、水濡れ箇所には絶対に使用しないでください。使用後も壁面にあたるような形

で放置しないでください。壁材が変色する可能性があります。

• 天然木を使用した壁材は、ウレタン塗装であっても水気を嫌いますので、水分を多く含んだ状態の雑巾等での

水拭きは絶対にしないで下さい。

水気を含んで木が膨らむのでたわみや傷み、水分によるシミやカビ、腐食、また無塗装であれば毛羽立ちの原

因になります。

• ウレタン塗装品は耐水性に優れたウレタン塗装で表面を保護していますが、長時間濡れたり湿気の高い状態

にするとシミや汚れの原因となりますので、水分は速やかに拭き取って下さい。

• オイル塗装品や無塗装品は耐水塗膜が無いためウレタン塗装品よりも汚れや水分に注意して下さい。

• 壁は床のように常に触れたり擦れたりするものではないので、床ほど傷みません。そのため、ウレタン塗装品もオイル塗装品も、追加でワックスや

オイルを塗る必要はありません。

◆ 使用上の注意点 ◆

• 湿気のたまりやすい場所や、窓からの雨の吹込みや結露も、カビやシミ、傷みの原因となります。

• 壁面に硬いものを当てたりこすったりすると、傷がつくことがあります。

• 天然木は紫外線などを吸収して変色します。変色を防ぎたい場合、カーテン等でさえぎってできるだけ直射日光を避けて下さい。

• 壁面にエアコンやヒーター等、暖房機器の熱が直接当たると、目隙や割れを起こすことがあります。
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