
木質系廃材と廃プラスチックを原材料とする人工木デッキシリーズに、よりリアルに木肌感を再現した「アースデッキ
ソリッドグレイン」が登場しました。
無垢材のため、従来の中空材に比べて角欠けや過度な衝撃にも耐えることができ、重歩行部や階段踏面等にもご使
用いただけます。また、芯層部分を発泡させることにより軽量化を実現。天然木無垢デッキ材と同じように角度の異
なるカット等も可能です。

木肌感をよりリアルに再現した無垢タイプの人工木デッキ材。
自然な質感と色調がさまざまな景観にマッチします。



●二層発泡無垢材のため、カット断面に「巣状」のわずかな空洞部が表れる場合があります。
●表層と芯層に多少の色調差があります。ご了承ください。
●製造ロットにより、カット断面に多少の色調差（濃淡）が混在します。ご了承ください。
●加工は現場対応となります。

EDJ-5

❶ショートトップ  
　（φ100㎜）
❷ロングトップ  
　（φ100㎜）
❸ロックリング
❹エクステンション
❺ベース  
　（φ120㎜）

■加工例

加工性
「アースデッキソリッドグレイン」は中空部を設けていない無垢材タイプの人工木デッキ材です。そのため天然木無垢デッキ材と
同じようにRカット・斜めカットなどの加工が可能。より幅広い施工場所にご活用いただけるようになりました。

特長

安全性
従来の人工木デッキ材で主流の中空材に比べ、角欠けや過
度な衝撃にも耐えるため、重歩行部や階段踏面等にもご使
用いただけます。また、天然木に見られるトゲやささくれが
ないので素足での歩行が可能です。
※夏期は表面温度が急激に高くなり火傷するおそれがありますのでご注意ください。

木肌感
天然木のような木目流れ模様を再現し、木肌感をよりリアル
に表現しています。

仕上がり
専用ディスク「SGディスク（鋼製根太用）」を使用することで
ビス頭が隠れるすっきりとした美しい仕上げが可能です。

新工法
「アースデッキソリッドグレイン」では、新工法の「アースデッ
キジャック工法」をご使用いただけます。樹脂製部材を組み
合わせることで高さ100㎜～725㎜（根太・デッキ材別途）ま
で対応可能です。屋外にも使用できる高耐候・高耐水の樹脂
製束工法です。

❶

❷

❸

❹

❸

❺

Rカット 斜めカット 切り欠き 穴あけ



ウォールナットブラウン オークブラウン
●原材料に廃木材と廃プラスチックを使用しているため、また製造ロットにより、多少の色調差（濃淡）が混在します。ご了承ください。

●ハット型鋼製根太材・SGディスクを含む参考材料設計価格¥27,560/㎡
●一時的に在庫切れを生じることがあります。あらかじめ在庫と納期をご確認ください。
●長さは1,795㎜定寸となります。

●1本単位での出荷も承ります。（別途梱包費￥2,000/式）
●㎡使用量（目安）は2.3本です。
●各部材セットされた状態で納品されます。

表面仕上げ カラー 長さ(㎜) サイズ(㎜) 重量（1本） 品番 材料設計価格

リブ
ウォールナットブラウン
オークブラウン

1,795 25×145 6.5kg
SG218W
SG218K

¥6,080/本 ・ ¥22,500/㎡

品名 サイズ（㎜）・〈カラー〉 梱包入数 品番 材料設計価格

SGディスク
（鋼製根太用）

アースデッキジャック
（アースデッキ用樹脂製束材）

専用ビス：φ3.5×30（SUS）〈こげ茶〉
専用ディスク：14.5×40〈こげ茶〉

各100個
（0.7㎏） SG-K ¥14,000/ケース ・ ¥2,100/㎡

品番 材料設計価格（1本）
100～160
155～215
210～330
265～385
375～555
485～725

EDJ-4
EDJ-5
EDJ-6
EDJ-7
EDJ-8
EDJ-9

梱包入数（ケース）高さレンジ(㎜)
0.20㎏
0.25㎏
0.34㎏
0.37㎏
0.50㎏
0.63㎏

100本
100本
60本
50本
30本
30本

¥790
¥905
¥1,480
¥1,710
¥2,070
¥2,590

重量（1本）品名

カラーバリエーション

●発泡材のため、カット断面に「巣状」のわずかな空洞部が表れる場合が
あります。ご了承ください。
●夏期は表面温度が高くなり火傷するおそれがありますので、素足での
歩行時はご注意ください。
●経年変化により表面にチョーキング現象が発生し、衣類等に粉が付着
することがありますので、ご注意ください。
●施工場所の外気温差・湿度の影響を受け、伸縮や変形する場合があります。

●金属類を直接デッキ材の上に置かないでください。また施工中の金属
切粉が残らないようにしてください。木の成分と金属（鉄・銅）が反応し
て黒ずむことがあります。
●木紛入り樹脂製品のため、使用環境により静電気が発生する場合があります。
●材料の特性上、重いものを落としたり、強い衝撃を与えないでくださ
い。デッキ材の破損につながり、ケガをするおそれがあります。
●ハット型鋼製根太の切り口でケガをしないようにご注意ください。

規格・価格

備考

03-3507-7282　     03-3507-7395
info-03@abc-t.co.jp乾式材事業部（直通）

●施工に関しては全ての情報を記載しているわけではありません。詳細な情報につきましては、施工前に弊社担当者までお問い合わせください。
●専用接着剤には有機溶剤を含む商品があります。施工前に必ず商品貼付のラベルやSDS等に記載の注意事項をお読みのうえ、正しく安全に施工してください。
●仕様・サイズ・価格は製品改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。注意

札　幌　1 011-231-7042

福　岡　1 092-413-9056

仙　台　1 022-791-8357

沖　縄　1 098-864-1250

埼　玉　1 048-433-7766 東　京　1 03-3507-7282 名古屋　1 052-979-1852 大　阪　1 06-6944-4905

株式会社 エービーシー商会 本社 : 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-12-14

■営業所別連絡先（営業担当員が不在の場合は受注・業務センターに転送されることがあります）

TEL FAX

TEL FAX

MAIL

03-3507-7040              03-3507-7340

カタログ掲載商品 問い合わせ

その他商品のご案内は

●本カタログ記載内容の無断転載・複製・引用等はかたくお断りします。

www.abc-t.co.jp
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