【商品名称変更表】フローリング
旧名称

新名称
複合オーク150幅 無塗装
複合オーク150幅 ルビオ自然オイル・クリスタルカラー

ナラ複合150幅
複合オーク150幅 艶消ウレタン・クリア
複合オーク150幅 ルビオ自然オイル・ピュア
ナラ複合ワイルドバレルオークWAX仕上げ

複合オーク150幅 ワイルドバレル WAX

ナラ複合ワイルドバレルオーク自然オイル仕上げ

複合オーク150幅 ワイルドバレル ルビオ自然オイル

ナラ複合ワイルドバレルオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

複合オーク150幅 ワイルドバレル 艶消ウレタン

ナラ複合オールドブルースオークWAX仕上げ

複合オーク150幅 オールドブルース WAX

ナラ複合オールドブルースオーク自然オイル仕上げ

複合オーク150幅 オールドブルース ルビオ自然オイル

ナラ複合オールドブルースオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

複合オーク150幅 オールドブルース 艶消ウレタン
複合オーク190幅 無塗装
複合オーク190幅

ルビオ自然オイル・クリスタルカラー

複合オーク190幅

艶消ウレタン・クリア

複合オーク190幅

ルビオ自然オイル・ピュア

ナラ複合190幅

ナラ複合ワイルドバレルオークWAX仕上げ

複合オーク190幅ワイルドバレル

WAX

ナラ複合ワイルドバレルオーク自然オイル仕上げ

複合オーク190幅ワイルドバレル

ルビオ自然オイル

ナラ複合ワイルドバレルオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

複合オーク190幅ワイルドバレル

艶消ウレタン

ナラ複合オールドブルースオークWAX仕上げ

複合オーク190幅オールドブルース

WAX

ナラ複合オールドブルースオーク自然オイル仕上げ

複合オーク190幅オールドブルース

ルビオ自然オイル

ナラ複合オールドブルースオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

複合オーク190幅オールドブルース

艶消ウレタン

複合タモ150幅 無塗装
複合タモ150幅

ルビオ自然オイル・クリスタルカラー

複合タモ150幅

艶消ウレタン・クリア

複合タモ150幅

ルビオ自然オイル・ピュア

タモ複合150幅

複合ミモザ120幅 無塗装
ミモザラスティック複合120幅

ミモザラスティック複合120幅UV塗装品

複合ミモザ120幅

ルビオ自然オイル・ピュア

複合ミモザ120幅

UV塗装

直貼複合オーク150幅 無塗装
ナラ150幅複合直貼り

直貼複合オーク150幅

艶消ウレタン・クリア

直貼複合オーク150幅

ルビオ自然オイル・ピュア

オーク75幅フィンガージョイント 無塗装
ナラ75幅FJ

ナラ75幅UV塗装品

オーク75幅フィンガージョイント

艶消ウレタン・クリア

オーク75幅フィンガージョイント

ルビオ自然オイル・ピュア

オーク75幅フィンガージョイントUV塗装
チーク75幅フィンガージョイント 無塗装

ゴールデンチークFJ

ゴールデンチークFJ

自然オイルクリア塗装品

チーク75幅フィンガージョイント

艶消ウレタン・クリア

チーク75幅フィンガージョイント

ルビオ・ピュア

三層オーク150幅 無塗装
三層オーク150幅

ルビオ自然オイル・クリスタルカラー

三層オーク150幅

艶消ウレタン・クリア

三層オーク150幅

ルビオ自然オイル・ピュア

ナラ三層集成

三層ブラックウォールナット150幅 無塗装
アメリカンブラックウォールナット三層集成

三層ブラックウォールナット150幅

艶消ウレタンクリア塗装

三層ブラックウォールナット150幅

ルビオ自然オイル・ピュア

旧名称

チェリー三層集成

新名称
三層チェリー150幅

無塗装

三層チェリー150幅

艶消ウレタン・クリア

三層チェリー150幅

ルビオ・ピュア

三層メープル150幅 無塗装
ハードメープル三層集成

三層メープル150幅

艶消ウレタン・クリア

三層メープル150幅

ルビオ自然オイル・ピュア

オーク150幅 カンパーニュ 無塗装
カンパーニュ

オーク150幅 カンパーニュ 艶消ウレタン・クリア
オーク150幅 カンパーニュ ルビオ自然オイル・ピュア

ワイルドバレルオークWAX仕上げ

オーク150幅ワイルドバレル

WAX

ワイルドバレルオーク自然オイル仕上げ

オーク150幅ワイルドバレル

ルビオ自然オイル

ワイルドバレルオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

オーク150幅ワイルドバレル

艶消ウレタン

オールドブルースオークWAX仕上げ

オーク150幅オールドブルース

WAX

オールドブルースオーク自然オイル仕上げ

オーク150幅オールドブルース

ルビオ自然オイル
艶消ウレタン

オールドブルースオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

オーク150幅オールドブルース

ブラックオールドオーク

オーク150幅

オールドブラック

ホワイトオールドオーク

オーク150幅

オールドホワイト

シルバーベイオーク

オーク150幅

シルバーベイ

ブルゴーニュ

ワイルドバレルオークWAX仕上げ

オーク200幅 ブルゴーニュ

無塗装

オーク200幅 ブルゴーニュ

艶消ウレタン・クリア

オーク200幅 ブルゴーニュ

ルビオ自然オイル・ピュア

オーク200幅ワイルドバレル

WAX

ワイルドバレルオーク自然オイル仕上げ

オーク200幅ワイルドバレル

ルビオ自然オイル

ワイルドバレルオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

オーク200幅ワイルドバレル

艶消ウレタン

オールドブルースオークWAX仕上げ

オーク200幅オールドブルース

WAX

オールドブルースオーク自然オイル仕上げ

オーク200幅オールドブルース

ルビオ自然オイル

オールドブルースオーク アンティーク艶消ウレタン仕上げ

オーク200幅オールドブルース

艶消ウレタン

ブラックオールドオーク

オーク200幅

ブラックオールド

ホワイトオールドオーク

オーク200幅

ホワイトオールド

オーク90幅フィンガージョイント 無塗装
ナラCFJ

オーク90幅フィンガージョイント

艶消ウレタン・クリア

オーク90幅フィンガージョイント

ルビオ自然オイル・ピュア

オーク125幅ブラシ仕上げ 無塗装
ナラ125幅ラスティックブラシ仕上げ

オーク125幅ブラシ仕上げ

艶消ウレタン・クリア

オーク125幅ブラシ仕上げ

ルビオ自然オイル・ピュア

オールデンオーク

オーク125幅

オールデン

モスコンクリートオーク

オーク125幅

モスコンクリート

マーブルホワイトオーク

オーク125幅

マーブルホワイト

スモークブルーオーク

オーク125幅

スモークブルー

ホワイトコンクリートオーク

オーク125幅

ホワイトコンクリート

ブラックコンクリートオーク

オーク125幅

ブラックコンクリート

ラスティアンバーオーク

オーク125幅

ラスティアンバー

ラスティブラックオーク

オーク125幅

ラスティブラック

ラスティホワイトオーク

オーク125幅

ラスティホワイト

ラスティブラウンオーク

オーク125幅

ラスティブラウン

旧名称

新名称

バーンオーク

オーク180幅

バーン

ルーズオーク

オーク180幅

ルーズ

フレンチパイン170幅 無塗装
フレンチパイン170幅

艶消ウレタン・クリア

フレンチパイン170幅

ルビオ自然オイル・ピュア

フレンチパイン170幅

ルビオ自然オイル・クリスタルカラー

フレンチパイン170幅 ハイグレード

フレンチパイン170幅ブラシ仕上げ 無塗装
フレンチパイン170幅ブラシ仕上げ

フレンチパイン170幅ブラシ仕上げ

艶消ウレタン・クリア

フレンチパイン170幅ブラシ仕上げ

ルビオ自然オイル・ピュア

バーンスタイルパインWAX仕上げ

フレンチパイン170幅

バーンスタイル

WAX

バーンスタイルパイン自然オイル仕上げ

フレンチパイン170幅

バーンスタイル

ルビオ自然オイル

バーンスタイルパイン アンティーク艶消ウレタン仕上げ

フレンチパイン170幅

バーンスタイル

艶消ウレタン

ウェスタンブラックパインWAX仕上げ

フレンチパイン170幅

ウエスタンブラック

WAX

ウェスタンブラックパイン自然オイル仕上げ

フレンチパイン170幅

ウエスタンブラック

ルビオ自然オイル

ウェスタンブラックパイン アンティーク艶消ウレタン仕上げ

フレンチパイン170幅

ウエスタンブラック

艶消ウレタン

エイジングボーダーパイン・ブラウンWAX仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ブラウン

WAX

エイジングボーダーパイン・ブラウン自然オイル仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ブラウン

ルビオ自然オイル

エイジングボーダーパイン・ブラウン艶消ウレタン仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ブラウン

艶消ウレタン

エイジングボーダーパイン・ナチュラルWAX仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ナチュラル

WAX

エイジングボーダーパイン・ナチュラル自然オイル仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ナチュラル

ルビオ自然オイル

エイジングボーダーパイン・ナチュラル艶消ウレタン仕上げ

フレンチパイン170幅 エイジングボーダー ナチュラル

艶消ウレタン

フレンチパイン・クラッキング

フレンチパイン170幅 クラッキング

ブランジョーヌパイン

フレンチパイン100幅 ブランジョーヌ

ブランナチュールパイン

フレンチパイン100幅 ブランナチュール

ミモザラスティック

ミモザラスティック-ブラウン

ミモザ122幅

無塗装

ミモザ122幅

艶消ウレタン・クリア

ミモザ122幅

ルビオ自然オイル・ピュア

廃盤
ブラックウォールナット150幅 無塗装

アメリカンブラックウォールナット無垢

スーパー杉重源

クリ120幅ユニ

自然オイル仕上げ

ナラヘリンボーン

ブラックウォールナット150幅

艶消ウレタン・クリア

ブラックウォールナット150幅

ルビオ自然オイル・ピュア（匠仕上げ）

杉180幅 重源

無塗装

杉180幅 重源

艶消ウレタン・クリア

杉180幅 重源

ルビオ自然オイル・ピュア

クリ120幅フィンガージョイント ルビオ自然オイル・スーパーホワイト
オーク57幅ヘリンボーン

無塗装

オーク57幅ヘリンボーン

艶消ウレタン・クリア

オーク57幅ヘリンボーン

ルビオ自然オイル・ピュア

ワイルドバレルオークヘリンボーンWAX仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

ワイルドバレル

WAX

ワイルドバレルオークヘリンボーン自然オイル仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

ワイルドバレル

ルビオ自然オイル

ワイルドバレルオークヘリンボーンアンティークウレタン仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

ワイルドバレル

艶消ウレタン

オールドブルースオークヘリンボーンWAX仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

オールドブルース

WAX

オールドブルースオークヘリンボーン自然オイル仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

オールドブルース

ルビオ自然オイル

オールドブルースオークヘリンボーンアンティークウレタン仕上げ

オーク57幅ヘリンボーン

オールドブルース

艶消ウレタン

シルバーベイオークヘリンボーン

オーク57幅ヘリンボーン

シルバーベイ

旧名称

ミモザヘリンボーン

新名称
ミモザ57幅ヘリンボーン

無塗装

ミモザ57幅ヘリンボーン

艶消ウレタン・クリア

ミモザ57幅ヘリンボーン

ルビオ自然オイル・ピュア

複合オーク120幅フレンチヘリンボーン 無塗装
複合オーク120幅フレンチヘリンボーン 艶消ウレタン・クリア
ナラ複合120幅スマートヘリンボーン45°
複合オーク120幅フレンチヘリンボーン ルビオ自然オイル・ピュア
複合オーク120幅フレンチヘリンボーン ルビオ自然オイル・クリスタルカラー
オーク90幅フレンチヘリンボーン 無塗装
フレンチオークスマートヘリンボーン45°

オーク90幅フレンチヘリンボーン 艶消ウレタン・クリア
オーク90幅フレンチヘリンボーン ルビオ自然オイル・ピュア

フレンチオークスマートヘリンボーン45°ブルックリンスタイル

オーク90幅フレンチヘリンボーン ブルックリンスタイル

フレンチオークスマートヘリンボーン45°ラスティカスタード

オーク90幅フレンチヘリンボーン ラスティカスタード

フレンチオークスマートヘリンボーン45°ラスティカスタード

オーク90幅フレンチヘリンボーン ラスティグレー
複合ブラックウォールナット90幅フレンチヘリンボーン

複合ブラックウォールナットヘリンボーン45°

無塗装

複合ブラックウォールナット90幅フレンチヘリンボーン 艶消ウレタン・クリア
複合ブラックウォールナット90幅フレンチヘリンボーン ルビオ自然オイル・ピュア
直貼イエローカリンヘリンボーンパーケット 無塗装

イエローカリン直貼りヘリンボーンパーケット

直貼イエローカリンヘリンボーンパーケット

艶消ウレタン・クリア

直貼イエローカリンヘリンボーンパーケット ルビオ自然オイル・ピュア
直貼チークパーケット無塗装
ゴールデンチーク直張りパーケット

直貼チークパーケット・艶消ウレタン・クリア
直貼チークパーケット・ルビオ自然オイル・ピュア
オーク600角パーケット ベルサイユ 無塗装

ベルサイユパネル
オーク866角パーケット ベルサイユ 無塗装
オーク90幅 ラフ 無塗装
ラフオーク90幅

オーク90幅 ラフ 艶消ウレタン・クリア
オーク90幅 ラフ ルビオ自然オイル・ピュア

ペイントラフオーク90幅

オーク90幅 ラフ ペイント
オーク150幅 ラフ 無塗装

ラフオーク150幅

オーク150幅 ラフ 艶消ウレタン・クリア
オーク150幅 ラフ ルビオ自然オイル・ピュア

ペイントラフオーク150幅

オーク150幅 ラフ ペイント
ヒッコリー90幅 ラフ 無塗装

ラフヒッコリー90幅

ヒッコリー90幅 ラフ 艶消ウレタン・クリア
ヒッコリー90幅 ラフ ルビオ自然オイル・ピュア
ヒッコリー150幅 ラフ 無塗装

ラフヒッコリー150幅

ヒッコリー150幅 ラフ 艶消ウレタン・クリア
ヒッコリー150幅 ラフ ルビオ自然オイル・ピュア
アカシア75幅 ラフ 無塗装

ラフアカシア75幅

アカシア75幅 ラフ 艶消ウレタン・クリア
アカシア75幅 ラフ ルビオ自然オイル・ピュア

ククロングヘリンボーン ブラシ仕上げ

クク60幅ロングヘリンボーンブラシ仕上げ

