
不燃壁材

製品全般に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505 大建工業のホームページのご案内

DAIKEN 検 索

カチッ

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも！

（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

受付時間：
平日9:00 ～ 17:00

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計･施工･使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
●このカタログに掲載の製品には、使用用途･場所などを限定するものがあります。
　製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
●設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
●「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
●専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格･仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

（3）使用にあたっては…
●取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。
　ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、
必ずお施主様にお手渡しください。

業務用

本　　　社　〒530-8210
 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

　DAIKEN CORPORATION　2016.10
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

発行 2016年10月
［701-01］　　　　MK2016.10 TA・SI　（P1.1-08）第1刷

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

※価格・仕様は2016年10月21日現在。

壁（正面）:GRAVIO UB木目柄〈UB12〉
壁（右側）:GRAVIO UB木目柄〈UB33〉

※１ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品スピーデル工法用接着剤 F☆☆☆☆ 4VOC

基準適合

仕　様

主　成　分 変成シリコーン樹脂
カートリッジ型
333ｍｌ/ 本
F☆☆☆☆　日本接着剤工業会
４VOC 基準適合製品　日本接着剤工業会

容 器 形 態
容　　　量

VOC 放散性能
ホルムアルデヒド規制

仕　様

●弾力性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮など
　を吸収緩和。表面を保護します。
●初期接着性に優れたマスチックタイプ。

WF30-BS01 ￥2,100/ 本
本単位での発注品番

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 本 / 枚

WF30-BS00 ￥22,200/ 梱
梱単位での発注品番

（入数：ダンボールケース 10 本入り X２箱）

スピーデル工法用テープ

サ　イ　ズ 厚さ 1.0ｍｍ、幅 20ｍｍX10ｍ/ 巻

ポリエチレン系発泡体

規制対象外部位製品 ※１

材　　　質

ホルムアルデヒド規制

●一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。
　冬場の作業トラブルを解消します。
●特殊粘着性の両面テープ。

WF30-BT01 ￥1,900/ 巻
巻単位での発注品番

WF30-BT00 ￥20,400/ 梱
梱単位での発注品番

￥7,000/ 梱
※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 巻 / 枚

施工キット

底目地シート木目柄

WF30-BK00

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約２枚分 / セット

※内容
　スピーデル工法用接着剤：2 本
　スピーデル工法用テープ：2 巻

（入数：20 巻入り）
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GRAVIO 専用施工部材

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

回り縁
●長さ：4,000mm

出隅
●長さ：2,730mm

見切 (入隅兼用 )
●長さ：2,730mm

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕9ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕9ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

ホルムアルデヒド規制
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LA木目柄・UB木目柄 (3mm) 用 UB木目柄 (6mm) 用

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

WF53-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF53-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

回り縁
●長さ：4,000mm

※不燃材料ではありません。※全製品受注30日です。

※１

出隅
●長さ：2,730mm ●長さ：2,730mm

WF53-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF63-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF53-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF63-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF56-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF66-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF56-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF66-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

見切 (入隅兼用 )

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕7ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕7ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

※１：建築基準法施行例 20 条の 7 では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または国土交通大臣認定、JIS、JAS の F☆☆☆☆材料で構成されています。

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

ホルムアルデヒド規制

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品受 30 は受注生産品受注から工場出荷まで 30日

※品番の■■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲▲は、11 ～ 34 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

〔オレフィンシート部材〕
WF90-B5■■-79

●幅 20ｍｍ、長さ 50ｍ
〔コート紙部材〕
WF90-B5▲▲-79

￥8,000/ 巻

*DK70101*

下地材で実績のある「ダイライト」を基材とした、不燃の内装化粧板が新しく誕生しました。

「軽量性」「加工性」に優れ、木口形状の工夫により納まりをきれいに、施工の省力化を可能にした不燃壁材。

施設空間はもちろん、住空間にも幅広くおすすめできる、上質な木目柄を多彩にラインナップしました。

これからの内装仕上げ材のスタンダード、「GRAVIO」。美しく清潔な内装をキープし、施設や住宅の価値を高める化粧板です。

Debut.

壁：GRAVIO UB木目柄〈UB20〉

美しい仕上がりと省施工を実現する不燃壁材。

壁：GRAVIO LA木目柄〈ライトオーカー〉
ドア：おもいやりドア〈ライトオーカー〉
床：コミュニケーションタフDW〈オーク（クリア）〉

壁（正面）：GLAVIO   LA木目柄〈ダルブラウン〉
壁（左側）：GLAVIO   LA木目柄〈ネオホワイト〉
ドア：hapia basis 〈ネオホワイト〉
床：トリニティ〈ウォールナット〉

ダイライトの特長 優れた不燃性 優れた軽量性 優れた加工性
GRAVIOの基材は耐
熱性、防火性に優
れた鉱物繊維と火
山性ガラス質堆積
物を原材料にした
DAIKEN独自の高性
能基材「ダイライト」
を採用。

国土交通省の性能認定を受けた
高い不燃性能をもつ壁材です。

一般的なメラミン化粧板の2/3
の軽さ、持ち運びもラクです。

簡単な加工なら、手ノコでもOK。

GRAVIO
一般的な

メラミン化粧板

FOR FACILITY

FOR HOUSING

GRAVIO.indd   1-4 2016/09/28   12:21



不燃壁材

製品全般に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505 大建工業のホームページのご案内

DAIKEN 検 索

カチッ

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも！

（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

受付時間：
平日9:00 ～ 17:00

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計･施工･使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
●このカタログに掲載の製品には、使用用途･場所などを限定するものがあります。
　製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
●設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
●「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
●専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格･仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

（3）使用にあたっては…
●取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。
　ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、
必ずお施主様にお手渡しください。

業務用
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 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F
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本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
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［701-01］　　　　MK2016.10 TA・SI　（P1.1-08）第1刷

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

※価格・仕様は2016年10月21日現在。

壁（正面）:GRAVIO UB木目柄〈UB12〉
壁（右側）:GRAVIO UB木目柄〈UB33〉

※１ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品スピーデル工法用接着剤 F☆☆☆☆ 4VOC

基準適合

仕　様

主　成　分 変成シリコーン樹脂
カートリッジ型
333ｍｌ/ 本
F☆☆☆☆　日本接着剤工業会
４VOC 基準適合製品　日本接着剤工業会

容 器 形 態
容　　　量

VOC 放散性能
ホルムアルデヒド規制

仕　様

●弾力性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮など
　を吸収緩和。表面を保護します。
●初期接着性に優れたマスチックタイプ。

WF30-BS01 ￥2,100/ 本
本単位での発注品番

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 本 / 枚

WF30-BS00 ￥22,200/ 梱
梱単位での発注品番

（入数：ダンボールケース 10 本入り X２箱）

スピーデル工法用テープ

サ　イ　ズ 厚さ 1.0ｍｍ、幅 20ｍｍX10ｍ/ 巻

ポリエチレン系発泡体

規制対象外部位製品 ※１

材　　　質

ホルムアルデヒド規制

●一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。
　冬場の作業トラブルを解消します。
●特殊粘着性の両面テープ。

WF30-BT01 ￥1,900/ 巻
巻単位での発注品番

WF30-BT00 ￥20,400/ 梱
梱単位での発注品番

￥7,000/ 梱
※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 巻 / 枚

施工キット

底目地シート木目柄

WF30-BK00

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約２枚分 / セット

※内容
　スピーデル工法用接着剤：2 本
　スピーデル工法用テープ：2 巻

（入数：20 巻入り）
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GRAVIO 専用施工部材

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

回り縁
●長さ：4,000mm

出隅
●長さ：2,730mm

見切 (入隅兼用 )
●長さ：2,730mm

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕9ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕9ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

ホルムアルデヒド規制
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LA木目柄・UB木目柄 (3mm) 用 UB木目柄 (6mm) 用

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

WF53-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF53-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

回り縁
●長さ：4,000mm

※不燃材料ではありません。※全製品受注30日です。

※１

出隅
●長さ：2,730mm ●長さ：2,730mm

WF53-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF63-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF53-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF63-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF56-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF66-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF56-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF66-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

見切 (入隅兼用 )

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕7ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕7ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

※１：建築基準法施行例 20 条の 7 では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または国土交通大臣認定、JIS、JAS の F☆☆☆☆材料で構成されています。

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

ホルムアルデヒド規制

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品受 30 は受注生産品受注から工場出荷まで 30日

※品番の■■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲▲は、11 ～ 34 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

〔オレフィンシート部材〕
WF90-B5■■-79

●幅 20ｍｍ、長さ 50ｍ
〔コート紙部材〕
WF90-B5▲▲-79

￥8,000/ 巻

*DK70101*

下地材で実績のある「ダイライト」を基材とした、不燃の内装化粧板が新しく誕生しました。

「軽量性」「加工性」に優れ、木口形状の工夫により納まりをきれいに、施工の省力化を可能にした不燃壁材。

施設空間はもちろん、住空間にも幅広くおすすめできる、上質な木目柄を多彩にラインナップしました。

これからの内装仕上げ材のスタンダード、「GRAVIO」。美しく清潔な内装をキープし、施設や住宅の価値を高める化粧板です。

Debut.

壁：GRAVIO UB木目柄〈UB20〉

美しい仕上がりと省施工を実現する不燃壁材。

壁：GRAVIO LA木目柄〈ライトオーカー〉
ドア：おもいやりドア〈ライトオーカー〉
床：コミュニケーションタフDW〈オーク（クリア）〉

壁（正面）：GLAVIO   LA木目柄〈ダルブラウン〉
壁（左側）：GLAVIO   LA木目柄〈ネオホワイト〉
ドア：hapia basis 〈ネオホワイト〉
床：トリニティ〈ウォールナット〉

ダイライトの特長 優れた不燃性 優れた軽量性 優れた加工性
GRAVIOの基材は耐
熱性、防火性に優
れた鉱物繊維と火
山性ガラス質堆積
物を原材料にした
DAIKEN独自の高性
能基材「ダイライト」
を採用。

国土交通省の性能認定を受けた
高い不燃性能をもつ壁材です。

一般的なメラミン化粧板の2/3
の軽さ、持ち運びもラクです。

簡単な加工なら、手ノコでもOK。

GRAVIO
一般的な

メラミン化粧板

FOR FACILITY

FOR HOUSING

GRAVIO.indd   1-4 2016/09/28   12:21



不燃壁材

製品全般に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505 大建工業のホームページのご案内

DAIKEN 検 索

カチッ

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも！

（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

受付時間：
平日9:00 ～ 17:00

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計･施工･使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
●このカタログに掲載の製品には、使用用途･場所などを限定するものがあります。
　製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
●設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
●「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
●専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格･仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

（3）使用にあたっては…
●取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。
　ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、
必ずお施主様にお手渡しください。

業務用

本　　　社　〒530-8210
 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

　DAIKEN CORPORATION　2016.10
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

発行 2016年10月
［701-01］　　　　MK2016.10 TA・SI　（P1.1-08）第1刷

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

※価格・仕様は2016年10月21日現在。

壁（正面）:GRAVIO UB木目柄〈UB12〉
壁（右側）:GRAVIO UB木目柄〈UB33〉

※１ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品スピーデル工法用接着剤 F☆☆☆☆ 4VOC

基準適合

仕　様

主　成　分 変成シリコーン樹脂
カートリッジ型
333ｍｌ/ 本
F☆☆☆☆　日本接着剤工業会
４VOC 基準適合製品　日本接着剤工業会

容 器 形 態
容　　　量

VOC 放散性能
ホルムアルデヒド規制

仕　様

●弾力性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮など
　を吸収緩和。表面を保護します。
●初期接着性に優れたマスチックタイプ。

WF30-BS01 ￥2,100/ 本
本単位での発注品番

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 本 / 枚

WF30-BS00 ￥22,200/ 梱
梱単位での発注品番

（入数：ダンボールケース 10 本入り X２箱）

スピーデル工法用テープ

サ　イ　ズ 厚さ 1.0ｍｍ、幅 20ｍｍX10ｍ/ 巻

ポリエチレン系発泡体

規制対象外部位製品 ※１

材　　　質

ホルムアルデヒド規制

●一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。
　冬場の作業トラブルを解消します。
●特殊粘着性の両面テープ。

WF30-BT01 ￥1,900/ 巻
巻単位での発注品番

WF30-BT00 ￥20,400/ 梱
梱単位での発注品番

￥7,000/ 梱
※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 巻 / 枚

施工キット

底目地シート木目柄

WF30-BK00

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約２枚分 / セット

※内容
　スピーデル工法用接着剤：2 本
　スピーデル工法用テープ：2 巻

（入数：20 巻入り）
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GRAVIO 専用施工部材

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

回り縁
●長さ：4,000mm

出隅
●長さ：2,730mm

見切 (入隅兼用 )
●長さ：2,730mm

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕9ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕9ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

ホルムアルデヒド規制
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LA木目柄・UB木目柄 (3mm) 用 UB木目柄 (6mm) 用

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

WF53-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF53-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

回り縁
●長さ：4,000mm

※不燃材料ではありません。※全製品受注30日です。

※１

出隅
●長さ：2,730mm ●長さ：2,730mm

WF53-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF63-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF53-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF63-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF56-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF66-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF56-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF66-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

見切 (入隅兼用 )

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕7ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕7ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

※１：建築基準法施行例 20 条の 7 では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または国土交通大臣認定、JIS、JAS の F☆☆☆☆材料で構成されています。

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

ホルムアルデヒド規制

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品受 30 は受注生産品受注から工場出荷まで 30日

※品番の■■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲▲は、11 ～ 34 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

〔オレフィンシート部材〕
WF90-B5■■-79

●幅 20ｍｍ、長さ 50ｍ
〔コート紙部材〕
WF90-B5▲▲-79

￥8,000/ 巻

*DK70101*

下地材で実績のある「ダイライト」を基材とした、不燃の内装化粧板が新しく誕生しました。

「軽量性」「加工性」に優れ、木口形状の工夫により納まりをきれいに、施工の省力化を可能にした不燃壁材。

施設空間はもちろん、住空間にも幅広くおすすめできる、上質な木目柄を多彩にラインナップしました。

これからの内装仕上げ材のスタンダード、「GRAVIO」。美しく清潔な内装をキープし、施設や住宅の価値を高める化粧板です。

Debut.

壁：GRAVIO UB木目柄〈UB20〉

美しい仕上がりと省施工を実現する不燃壁材。

壁：GRAVIO LA木目柄〈ライトオーカー〉
ドア：おもいやりドア〈ライトオーカー〉
床：コミュニケーションタフDW〈オーク（クリア）〉

壁（正面）：GLAVIO   LA木目柄〈ダルブラウン〉
壁（左側）：GLAVIO   LA木目柄〈ネオホワイト〉
ドア：hapia basis 〈ネオホワイト〉
床：トリニティ〈ウォールナット〉

ダイライトの特長 優れた不燃性 優れた軽量性 優れた加工性
GRAVIOの基材は耐
熱性、防火性に優
れた鉱物繊維と火
山性ガラス質堆積
物を原材料にした
DAIKEN独自の高性
能基材「ダイライト」
を採用。

国土交通省の性能認定を受けた
高い不燃性能をもつ壁材です。

一般的なメラミン化粧板の2/3
の軽さ、持ち運びもラクです。

簡単な加工なら、手ノコでもOK。

GRAVIO
一般的な

メラミン化粧板

FOR FACILITY

FOR HOUSING

GRAVIO.indd   1-4 2016/09/28   12:21



〈ネオホワイト〉
3mm：WFG3UBWH-52
6mm：WFG6UBWH-52

〈ミルベージュ〉
WFG3LAML-42

〈UB12〉
3mm：WFG3UB12-52
6mm：WFG6UB12-52

〈ダルブラウン〉
WFG3LAMW-42

〈UB24〉
3mm：WFG3UB24-52
6mm：WFG6UB24-52

〈LA65  チーク柄〉
WFG3LA65-42

〈UB18〉
3mm：WFG3UB18-52
6mm：WFG6UB18-52

〈LA62  メープル柄〉
WFG3LA62-42

〈UB30〉
3mm：WFG3UB30-52
6mm：WFG6UB30-52

〈ネオホワイト〉
WFG3LAWH-42

〈UB11〉
3mm：WFG3UB11-52
6mm：WFG6UB11-52

〈ティーブラウン〉
WFG3LAMT-42

〈UB23〉
3mm：WFG3UB23-52
6mm：WFG6UB23-52

〈LA64  オーク柄（グレー）〉
WFG3LA64-42

〈UB17〉
3mm：WFG3UB17-52
6mm：WFG6UB17-52

〈LA61  オーク柄（ホワイト）〉
WFG3LA61-42

〈UB29〉
3mm：WFG3UB29-52
6mm：WFG6UB29-52

〈LA67  マホガニー柄〉
WFG3LA67-42

〈UB14〉
3mm：WFG3UB14-52
6mm：WFG6UB14-52

〈UB26〉
3mm：WFG3UB26-52
6mm：WFG6UB26-52

〈UB20〉
3mm：WFG3UB20-52
6mm：WFG6UB20-52

〈UB32〉
3mm：WFG3UB32-52
6mm：WFG6UB32-52

〈ライトオーカー〉
WFG3LAMA-42

〈UB13〉
3mm：WFG3UB13-52
6mm：WFG6UB13-52

〈UB25〉
3mm：WFG3UB25-52
6mm：WFG6UB25-52

〈LA66  ウォールナット柄（ブラウン）〉
WFG3LA66-42

〈UB19〉
3mm：WFG3UB19-52
6mm：WFG6UB19-52

〈LA63  アッシュ柄〉
WFG3LA63-42

〈UB31〉
3mm：WFG3UB31-52
6mm：WFG6UB31-52

〈UB15〉
3mm：WFG3UB15-52
6mm：WFG6UB15-52

〈UB27〉
3mm：WFG3UB27-52
6mm：WFG6UB27-52

〈UB21〉
3mm：WFG3UB21-52
6mm：WFG6UB21-52

〈UB33〉
3mm：WFG3UB33-52
6mm：WFG6UB33-52

〈UB16〉
3mm：WFG3UB16-52
6mm：WFG6UB16-52

〈UB28〉
3mm：WFG3UB28-52
6mm：WFG6UB28-52

〈UB22〉
3mm：WFG3UB22-52
6mm：WFG6UB22-52

〈UB34〉
3mm：WFG3UB34-52
6mm：WFG6UB34-52

DAP 樹脂コート紙 コート紙
傷
や
水
に
も
強
い
12
柄
の
美
し
い
木
目
柄
。

29
柄
の
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
の
木
目
柄
。

3
mm

（3Ｘ9尺）910X2,730mm
2枚入り(4.96㎡）20kg/梱
¥34,600/梱（¥6,980/㎡）

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1203

3
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）12kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1333

6
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）16kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡）

木端切り放し
縁加工：四周切り放し、同系色塗装

標準縁加工：
長辺あいじゃくり、短辺切り放し

特注サイズ・目地形状

〈ミルベージュ〉
3mm：WFG3UBML-52
6mm：WFG6UBML-52

〈ダルブラウン〉
3mm：WFG3UBMW-52
6mm：WFG6UBMW-52

〈ティーブラウン〉
3mm：WFG3UBMT-52
6mm：WFG6UBMT-52

〈ライトオーカー〉
3mm：WFG3UBMA-52
6mm：WFG6UBMA-52

厚さ 幅 高さ 長辺木口形状・仕上げ

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

600

6
mm

3
mm

壁：GRAVIO LA木目柄〈LA67マホガニー柄〉 壁：GRAVIO UB木目柄〈UB14〉

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面層

JP00122309A0001T

※製品サイズおよび木口形状は以上の範囲内で特注対応可能
です。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。

抗　菌 ４ＶＯＣ
基準適合

４ＶＯＣ
基準適合

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口面取り巻き込み
底目地シート

木口面取り巻き込み
あいじゃくり目地

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口巻き込み
底目地シート

木口巻き込み
あいじゃくり目地

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。 ※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

国土交通大臣認定不燃材料
NM-2576

LA木目柄 UB木目柄
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〈ネオホワイト〉
3mm：WFG3UBWH-52
6mm：WFG6UBWH-52

〈ミルベージュ〉
WFG3LAML-42

〈UB12〉
3mm：WFG3UB12-52
6mm：WFG6UB12-52

〈ダルブラウン〉
WFG3LAMW-42

〈UB24〉
3mm：WFG3UB24-52
6mm：WFG6UB24-52

〈LA65  チーク柄〉
WFG3LA65-42

〈UB18〉
3mm：WFG3UB18-52
6mm：WFG6UB18-52

〈LA62  メープル柄〉
WFG3LA62-42

〈UB30〉
3mm：WFG3UB30-52
6mm：WFG6UB30-52

〈ネオホワイト〉
WFG3LAWH-42

〈UB11〉
3mm：WFG3UB11-52
6mm：WFG6UB11-52

〈ティーブラウン〉
WFG3LAMT-42

〈UB23〉
3mm：WFG3UB23-52
6mm：WFG6UB23-52

〈LA64  オーク柄（グレー）〉
WFG3LA64-42

〈UB17〉
3mm：WFG3UB17-52
6mm：WFG6UB17-52

〈LA61  オーク柄（ホワイト）〉
WFG3LA61-42

〈UB29〉
3mm：WFG3UB29-52
6mm：WFG6UB29-52

〈LA67  マホガニー柄〉
WFG3LA67-42

〈UB14〉
3mm：WFG3UB14-52
6mm：WFG6UB14-52

〈UB26〉
3mm：WFG3UB26-52
6mm：WFG6UB26-52

〈UB20〉
3mm：WFG3UB20-52
6mm：WFG6UB20-52

〈UB32〉
3mm：WFG3UB32-52
6mm：WFG6UB32-52

〈ライトオーカー〉
WFG3LAMA-42

〈UB13〉
3mm：WFG3UB13-52
6mm：WFG6UB13-52

〈UB25〉
3mm：WFG3UB25-52
6mm：WFG6UB25-52

〈LA66  ウォールナット柄（ブラウン）〉
WFG3LA66-42

〈UB19〉
3mm：WFG3UB19-52
6mm：WFG6UB19-52

〈LA63  アッシュ柄〉
WFG3LA63-42

〈UB31〉
3mm：WFG3UB31-52
6mm：WFG6UB31-52

〈UB15〉
3mm：WFG3UB15-52
6mm：WFG6UB15-52

〈UB27〉
3mm：WFG3UB27-52
6mm：WFG6UB27-52

〈UB21〉
3mm：WFG3UB21-52
6mm：WFG6UB21-52

〈UB33〉
3mm：WFG3UB33-52
6mm：WFG6UB33-52

〈UB16〉
3mm：WFG3UB16-52
6mm：WFG6UB16-52

〈UB28〉
3mm：WFG3UB28-52
6mm：WFG6UB28-52

〈UB22〉
3mm：WFG3UB22-52
6mm：WFG6UB22-52

〈UB34〉
3mm：WFG3UB34-52
6mm：WFG6UB34-52

DAP 樹脂コート紙 コート紙
傷
や
水
に
も
強
い
12
柄
の
美
し
い
木
目
柄
。

29
柄
の
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
の
木
目
柄
。

3
mm

（3Ｘ9尺）910X2,730mm
2枚入り(4.96㎡）20kg/梱
¥34,600/梱（¥6,980/㎡）

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1203

3
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）12kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1333

6
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）16kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡）

木端切り放し
縁加工：四周切り放し、同系色塗装

標準縁加工：
長辺あいじゃくり、短辺切り放し

特注サイズ・目地形状

〈ミルベージュ〉
3mm：WFG3UBML-52
6mm：WFG6UBML-52

〈ダルブラウン〉
3mm：WFG3UBMW-52
6mm：WFG6UBMW-52

〈ティーブラウン〉
3mm：WFG3UBMT-52
6mm：WFG6UBMT-52

〈ライトオーカー〉
3mm：WFG3UBMA-52
6mm：WFG6UBMA-52

厚さ 幅 高さ 長辺木口形状・仕上げ

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

600

6
mm

3
mm

壁：GRAVIO LA木目柄〈LA67マホガニー柄〉 壁：GRAVIO UB木目柄〈UB14〉

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面層

JP00122309A0001T

※製品サイズおよび木口形状は以上の範囲内で特注対応可能
です。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。

抗　菌 ４ＶＯＣ
基準適合

４ＶＯＣ
基準適合

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口面取り巻き込み
底目地シート

木口面取り巻き込み
あいじゃくり目地

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口巻き込み
底目地シート

木口巻き込み
あいじゃくり目地

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。 ※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

国土交通大臣認定不燃材料
NM-2576

LA木目柄 UB木目柄
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〈ネオホワイト〉
3mm：WFG3UBWH-52
6mm：WFG6UBWH-52

〈ミルベージュ〉
WFG3LAML-42

〈UB12〉
3mm：WFG3UB12-52
6mm：WFG6UB12-52

〈ダルブラウン〉
WFG3LAMW-42

〈UB24〉
3mm：WFG3UB24-52
6mm：WFG6UB24-52

〈LA65  チーク柄〉
WFG3LA65-42

〈UB18〉
3mm：WFG3UB18-52
6mm：WFG6UB18-52

〈LA62  メープル柄〉
WFG3LA62-42

〈UB30〉
3mm：WFG3UB30-52
6mm：WFG6UB30-52

〈ネオホワイト〉
WFG3LAWH-42

〈UB11〉
3mm：WFG3UB11-52
6mm：WFG6UB11-52

〈ティーブラウン〉
WFG3LAMT-42

〈UB23〉
3mm：WFG3UB23-52
6mm：WFG6UB23-52

〈LA64  オーク柄（グレー）〉
WFG3LA64-42

〈UB17〉
3mm：WFG3UB17-52
6mm：WFG6UB17-52

〈LA61  オーク柄（ホワイト）〉
WFG3LA61-42

〈UB29〉
3mm：WFG3UB29-52
6mm：WFG6UB29-52

〈LA67  マホガニー柄〉
WFG3LA67-42

〈UB14〉
3mm：WFG3UB14-52
6mm：WFG6UB14-52

〈UB26〉
3mm：WFG3UB26-52
6mm：WFG6UB26-52

〈UB20〉
3mm：WFG3UB20-52
6mm：WFG6UB20-52

〈UB32〉
3mm：WFG3UB32-52
6mm：WFG6UB32-52

〈ライトオーカー〉
WFG3LAMA-42

〈UB13〉
3mm：WFG3UB13-52
6mm：WFG6UB13-52

〈UB25〉
3mm：WFG3UB25-52
6mm：WFG6UB25-52

〈LA66  ウォールナット柄（ブラウン）〉
WFG3LA66-42

〈UB19〉
3mm：WFG3UB19-52
6mm：WFG6UB19-52

〈LA63  アッシュ柄〉
WFG3LA63-42

〈UB31〉
3mm：WFG3UB31-52
6mm：WFG6UB31-52

〈UB15〉
3mm：WFG3UB15-52
6mm：WFG6UB15-52

〈UB27〉
3mm：WFG3UB27-52
6mm：WFG6UB27-52

〈UB21〉
3mm：WFG3UB21-52
6mm：WFG6UB21-52

〈UB33〉
3mm：WFG3UB33-52
6mm：WFG6UB33-52

〈UB16〉
3mm：WFG3UB16-52
6mm：WFG6UB16-52

〈UB28〉
3mm：WFG3UB28-52
6mm：WFG6UB28-52

〈UB22〉
3mm：WFG3UB22-52
6mm：WFG6UB22-52

〈UB34〉
3mm：WFG3UB34-52
6mm：WFG6UB34-52

DAP 樹脂コート紙 コート紙
傷
や
水
に
も
強
い
12
柄
の
美
し
い
木
目
柄
。

29
柄
の
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
の
木
目
柄
。

3
mm

（3Ｘ9尺）910X2,730mm
2枚入り(4.96㎡）20kg/梱
¥34,600/梱（¥6,980/㎡）

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1203

3
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）12kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1333

6
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）16kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡）

木端切り放し
縁加工：四周切り放し、同系色塗装

標準縁加工：
長辺あいじゃくり、短辺切り放し

特注サイズ・目地形状

〈ミルベージュ〉
3mm：WFG3UBML-52
6mm：WFG6UBML-52

〈ダルブラウン〉
3mm：WFG3UBMW-52
6mm：WFG6UBMW-52

〈ティーブラウン〉
3mm：WFG3UBMT-52
6mm：WFG6UBMT-52

〈ライトオーカー〉
3mm：WFG3UBMA-52
6mm：WFG6UBMA-52

厚さ 幅 高さ 長辺木口形状・仕上げ

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

600

6
mm

3
mm

壁：GRAVIO LA木目柄〈LA67マホガニー柄〉 壁：GRAVIO UB木目柄〈UB14〉

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面層

JP00122309A0001T

※製品サイズおよび木口形状は以上の範囲内で特注対応可能
です。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。

抗　菌 ４ＶＯＣ
基準適合

４ＶＯＣ
基準適合

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口面取り巻き込み
底目地シート

木口面取り巻き込み
あいじゃくり目地

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口巻き込み
底目地シート

木口巻き込み
あいじゃくり目地

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。 ※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

国土交通大臣認定不燃材料
NM-2576

LA木目柄 UB木目柄

GRAVIO.indd   5-8 16/09/29   3:43



〈ネオホワイト〉
3mm：WFG3UBWH-52
6mm：WFG6UBWH-52

〈ミルベージュ〉
WFG3LAML-42

〈UB12〉
3mm：WFG3UB12-52
6mm：WFG6UB12-52

〈ダルブラウン〉
WFG3LAMW-42

〈UB24〉
3mm：WFG3UB24-52
6mm：WFG6UB24-52

〈LA65  チーク柄〉
WFG3LA65-42

〈UB18〉
3mm：WFG3UB18-52
6mm：WFG6UB18-52

〈LA62  メープル柄〉
WFG3LA62-42

〈UB30〉
3mm：WFG3UB30-52
6mm：WFG6UB30-52

〈ネオホワイト〉
WFG3LAWH-42

〈UB11〉
3mm：WFG3UB11-52
6mm：WFG6UB11-52

〈ティーブラウン〉
WFG3LAMT-42

〈UB23〉
3mm：WFG3UB23-52
6mm：WFG6UB23-52

〈LA64  オーク柄（グレー）〉
WFG3LA64-42

〈UB17〉
3mm：WFG3UB17-52
6mm：WFG6UB17-52

〈LA61  オーク柄（ホワイト）〉
WFG3LA61-42

〈UB29〉
3mm：WFG3UB29-52
6mm：WFG6UB29-52

〈LA67  マホガニー柄〉
WFG3LA67-42

〈UB14〉
3mm：WFG3UB14-52
6mm：WFG6UB14-52

〈UB26〉
3mm：WFG3UB26-52
6mm：WFG6UB26-52

〈UB20〉
3mm：WFG3UB20-52
6mm：WFG6UB20-52

〈UB32〉
3mm：WFG3UB32-52
6mm：WFG6UB32-52

〈ライトオーカー〉
WFG3LAMA-42

〈UB13〉
3mm：WFG3UB13-52
6mm：WFG6UB13-52

〈UB25〉
3mm：WFG3UB25-52
6mm：WFG6UB25-52

〈LA66  ウォールナット柄（ブラウン）〉
WFG3LA66-42

〈UB19〉
3mm：WFG3UB19-52
6mm：WFG6UB19-52

〈LA63  アッシュ柄〉
WFG3LA63-42

〈UB31〉
3mm：WFG3UB31-52
6mm：WFG6UB31-52

〈UB15〉
3mm：WFG3UB15-52
6mm：WFG6UB15-52

〈UB27〉
3mm：WFG3UB27-52
6mm：WFG6UB27-52

〈UB21〉
3mm：WFG3UB21-52
6mm：WFG6UB21-52

〈UB33〉
3mm：WFG3UB33-52
6mm：WFG6UB33-52

〈UB16〉
3mm：WFG3UB16-52
6mm：WFG6UB16-52

〈UB28〉
3mm：WFG3UB28-52
6mm：WFG6UB28-52

〈UB22〉
3mm：WFG3UB22-52
6mm：WFG6UB22-52

〈UB34〉
3mm：WFG3UB34-52
6mm：WFG6UB34-52

DAP 樹脂コート紙 コート紙
傷
や
水
に
も
強
い
12
柄
の
美
し
い
木
目
柄
。

29
柄
の
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
の
木
目
柄
。

3
mm

（3Ｘ9尺）910X2,730mm
2枚入り(4.96㎡）20kg/梱
¥34,600/梱（¥6,980/㎡）

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1203

3
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）12kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡

国土交通大臣認定不燃材料
NM-1333

6
mm

（2Ｘ9尺）600X2,730mm
2枚入り(3.27㎡）16kg/梱
¥18,800/梱（¥5,750/㎡）

木端切り放し
縁加工：四周切り放し、同系色塗装

標準縁加工：
長辺あいじゃくり、短辺切り放し

特注サイズ・目地形状

〈ミルベージュ〉
3mm：WFG3UBML-52
6mm：WFG6UBML-52

〈ダルブラウン〉
3mm：WFG3UBMW-52
6mm：WFG6UBMW-52

〈ティーブラウン〉
3mm：WFG3UBMT-52
6mm：WFG6UBMT-52

〈ライトオーカー〉
3mm：WFG3UBMA-52
6mm：WFG6UBMA-52

厚さ 幅 高さ 長辺木口形状・仕上げ

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

910

2,730
以下

300

〜

600

6
mm

3
mm

壁：GRAVIO LA木目柄〈LA67マホガニー柄〉 壁：GRAVIO UB木目柄〈UB14〉

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に
基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・
情報公開された製品に表示されています。

無機抗菌剤・練込
表面層

JP00122309A0001T

※製品サイズおよび木口形状は以上の範囲内で特注対応可能
です。詳しくは弊社担当窓口までご相談ください。

抗　菌 ４ＶＯＣ
基準適合

４ＶＯＣ
基準適合

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

ホルムアルデヒド
告示対象外製品

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口面取り巻き込み
底目地シート

木口面取り巻き込み
あいじゃくり目地

木口面取り巻き込み
突き付け目地

木口巻き込み
底目地シート

木口巻き込み
あいじゃくり目地

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。 ※〈ネオホワイト〉〈ミルベージュ〉〈ライトオーカー〉〈ティーブラウン〉〈ダルブラウン〉柄は、大建工業のドア・床とのコーディネート対応色です。

受 30 は受注生産品
受注から工場出荷まで 30 日

※全製品受注30日です。

国土交通大臣認定不燃材料
NM-2576

LA木目柄 UB木目柄
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不燃壁材

製品全般に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505 大建工業のホームページのご案内

DAIKEN 検 索

カチッ

お問い合わせ、カタログ請求は、Webでも！

（土・日・祝日・年末年始・お盆は休みとなります。）

受付時間：
平日9:00 ～ 17:00

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計･施工･使用にあたっては、下記の点をお守りください。

（1）製品の検討・設計にあたっては…
●このカタログに掲載の製品には、使用用途･場所などを限定するものがあります。
　製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
●設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

（2）施工にあたっては…
●「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
●専門施工を必要とする製品は、必ず専門の工事店様にご依頼ください。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格･仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

（3）使用にあたっては…
●取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。
　ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、
必ずお施主様にお手渡しください。

業務用

本　　　社　〒530-8210
 大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ）22F

　DAIKEN CORPORATION　2016.10
本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

発行 2016年10月
［701-01］　　　　MK2016.10 TA・SI　（P1.1-08）第1刷

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は
含まれておりません。

※価格・仕様は2016年10月21日現在。

壁（正面）:GRAVIO UB木目柄〈UB12〉
壁（右側）:GRAVIO UB木目柄〈UB33〉

※１ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品スピーデル工法用接着剤 F☆☆☆☆ 4VOC

基準適合

仕　様

主　成　分 変成シリコーン樹脂
カートリッジ型
333ｍｌ/ 本
F☆☆☆☆　日本接着剤工業会
４VOC 基準適合製品　日本接着剤工業会

容 器 形 態
容　　　量

VOC 放散性能
ホルムアルデヒド規制

仕　様

●弾力性があり、外的要因による衝撃・振動・膨張・収縮など
　を吸収緩和。表面を保護します。
●初期接着性に優れたマスチックタイプ。

WF30-BS01 ￥2,100/ 本
本単位での発注品番

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 本 / 枚

WF30-BS00 ￥22,200/ 梱
梱単位での発注品番

（入数：ダンボールケース 10 本入り X２箱）

スピーデル工法用テープ

サ　イ　ズ 厚さ 1.0ｍｍ、幅 20ｍｍX10ｍ/ 巻

ポリエチレン系発泡体

規制対象外部位製品 ※１

材　　　質

ホルムアルデヒド規制

●一般品に比べ、低温時の粘着力を大幅にアップ。
　冬場の作業トラブルを解消します。
●特殊粘着性の両面テープ。

WF30-BT01 ￥1,900/ 巻
巻単位での発注品番

WF30-BT00 ￥20,400/ 梱
梱単位での発注品番

￥7,000/ 梱
※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約 1 巻 / 枚

施工キット

底目地シート木目柄

WF30-BK00

※使用量の目安
　3X9 尺、2X9 尺サイズ：約２枚分 / セット

※内容
　スピーデル工法用接着剤：2 本
　スピーデル工法用テープ：2 巻

（入数：20 巻入り）
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GRAVIO 専用施工部材

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

回り縁
●長さ：4,000mm

出隅
●長さ：2,730mm

見切 (入隅兼用 )
●長さ：2,730mm

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕9ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕9ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

ホルムアルデヒド規制
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LA木目柄・UB木目柄 (3mm) 用 UB木目柄 (6mm) 用

仕　様

巾木
●長さ：4,000mm

WF53-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF53-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF63-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

回り縁
●長さ：4,000mm

※不燃材料ではありません。※全製品受注30日です。

※１

出隅
●長さ：2,730mm ●長さ：2,730mm

WF53-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF63-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF53-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF63-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF56-B8■■-92
￥10,500/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B8▲▲-92
￥10,500/ 梱

〔コート紙部材〕

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B9■■-92
￥8,000/ 梱

〔オレフィンシート部材〕

（2 本入り）

WF66-B9▲▲-92
￥8,000/ 梱

〔コート紙部材〕

（2 本入り）

WF56-B1■■-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

WF66-B1▲▲-41
￥7,200/ 梱（1 本入り）

〔オレフィンシート部材〕

〔コート紙部材〕

WF56-B3■■-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

WF66-B3▲▲-42
￥7,600/ 梱（2 本入り）

見切 (入隅兼用 )

基　　　材 〔巾木・回り縁・出隅・見切〕 MDF
オレフィンシート・コート紙

／
〔巾木・回り縁・出隅・見切〕
〔巾木〕7ｍｍ厚さ、50X4,000mm

〔巾木〕ダンボールケースに２本入り 〔回り縁〕ダンボールケースに２本入り

〔回り縁〕7ｍｍ厚さ、30X4,000mm
／
／

〔出隅〕長さ 2,730mm 〔見切 ( 入隅兼用 )〕長さ 2,730mm

／〔出隅〕紙管に１本入り
規制対象外部位製品

※１：建築基準法施行例 20 条の 7 では、規制を受けない部位ですが、内装仕上げ部分は告示対象外材料または国土交通大臣認定、JIS、JAS の F☆☆☆☆材料で構成されています。

〔見切 ( 入隅兼用 )〕紙管に 2 本入り

表　　　面
サ　イ　ズ

梱包・入数

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の■■は、 WH、ML、MA、MT、MW の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

※品番の▲▲は、 11 ～ 34 の各色を表します。
ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

ホルムアルデヒド規制

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品受 30 は受注生産品受注から工場出荷まで 30日

※品番の■■は、WH、ML、MA、MT、MW、61 ～ 67 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。
※品番の▲▲は、11 ～ 34 の各色を表します。
 ご注文の際は、上の英文字でお知らせください。

〔オレフィンシート部材〕
WF90-B5■■-79

●幅 20ｍｍ、長さ 50ｍ
〔コート紙部材〕
WF90-B5▲▲-79

￥8,000/ 巻

*DK70101*

下地材で実績のある「ダイライト」を基材とした、不燃の内装化粧板が新しく誕生しました。

「軽量性」「加工性」に優れ、木口形状の工夫により納まりをきれいに、施工の省力化を可能にした不燃壁材。

施設空間はもちろん、住空間にも幅広くおすすめできる、上質な木目柄を多彩にラインナップしました。

これからの内装仕上げ材のスタンダード、「GRAVIO」。美しく清潔な内装をキープし、施設や住宅の価値を高める化粧板です。

Debut.

壁：GRAVIO UB木目柄〈UB20〉

美しい仕上がりと省施工を実現する不燃壁材。

壁：GRAVIO LA木目柄〈ライトオーカー〉
ドア：おもいやりドア〈ライトオーカー〉
床：コミュニケーションタフDW〈オーク（クリア）〉

壁（正面）：GLAVIO   LA木目柄〈ダルブラウン〉
壁（左側）：GLAVIO   LA木目柄〈ネオホワイト〉
ドア：hapia basis 〈ネオホワイト〉
床：トリニティ〈ウォールナット〉

ダイライトの特長 優れた不燃性 優れた軽量性 優れた加工性
GRAVIOの基材は耐
熱性、防火性に優
れた鉱物繊維と火
山性ガラス質堆積
物を原材料にした
DAIKEN独自の高性
能基材「ダイライト」
を採用。

国土交通省の性能認定を受けた
高い不燃性能をもつ壁材です。

一般的なメラミン化粧板の2/3
の軽さ、持ち運びもラクです。

簡単な加工なら、手ノコでもOK。

GRAVIO
一般的な

メラミン化粧板

FOR FACILITY

FOR HOUSING
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