炭

備長炭やりんご炭を使ったアートパネル。
炭の風合いや自然のカタチを楽しめるシックなインテリアに仕上ました。

SUMI

炭／ストーン

［SUMI ３０３１］
注文品番：IN3031
¥25,000
（税込¥26,250）

［SUMI ３０３６］
注文品番：IN3036
¥27,000
（税込¥28,350）

w450×h450×d68mm 2.6㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（14）

w450×h450×d96mm 3.2㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4）

［SUMI ３５９３］
注文品番：IN3593
¥27,000
（税込¥28,350）

［SUMI ３５９５］
注文品番：IN3595
¥32,000
（税込¥33,600）

w600×h450×d71mm 3.8㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（18） ※タテ使用可

w600×h450×d96mm 4.3㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4） ※タテ使用可

［SUMI ３０３０］
注文品番：IN3030
¥26,000
（税込¥27,300）

［SUMI ３０３５］
注文品番：IN3035
¥28,000
（税込¥29,400）

［SUMI ３５９４］
注文品番：IN3594
¥32,000
（税込¥33,600）

［SUMI ３５９６］
注文品番：IN3596
¥36,000
（税込¥37,800）

w750×h250×d108mm 3.4㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（15） ※タテ使用可

w750×h250×d96mm 3.6㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4） ※タテ使用可

w600×h600×d71mm 5㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（18）

w600×h600×d96mm 5.6㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4）

備長炭
空気や水を浄化したり、インテリアとしても注目され
て久しい備長炭は、衰えることのない人気アイテムで
す。備長炭はウバメカシを
主に使いますが、樫全般を
原料にした白炭を指しま
す。一本一本カタチの違う
備長炭の風合いをぜひお楽
しみください。
IN3031、
IN3036、
IN3593、
IN3595、
IN3030、
IN3035、
IN3594、
IN3596、
IN3174、
IN3175、
IN3173

パネル
（14）詳細→P.177
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パネル
（18）詳細→P.178

パネル
（15）詳細→P.177

［SUMI ３１７５］
注文品番：IN3175
¥40,000
（税込¥42,000）

［SUMI ３１７３］
注文品番：IN3173
¥24,000
（税込¥25,200）

w450×h450×d96mm 3.3㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4）

w900×h350×d96mm 4.1㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

［SUMI ３１６０］
注文品番：IN3160
¥22,000
（税込¥23,100）

［SUMI ３１６３］
注文品番：IN3163
¥22,000
（税込¥23,100）

w450×h450×d56mm 2.1㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2）

w450×h450×d56mm 2.1㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2）

［SUMI ３１６１］
注文品番：IN3161
¥28,000
（税込¥29,400）

［SUMI ３１６４］
注文品番：IN3164
¥28,000
（税込¥29,400）

w600×h450×d56mm 2.7㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2） ※タテ使用可

w600×h450×d56mm 2.7㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2） ※タテ使用可

［SUMI ３１６２］
注文品番：IN3162
¥32,000
（税込¥33,600）

［SUMI ３１６５］
注文品番：IN3165
¥32,000
（税込¥33,600）

w900×h350×d56mm 3.1㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2） ※タテ使用可

w900×h350×d56mm 3.1㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（2） ※タテ使用可

炭／ストーン

［SUMI ３１７４］
注文品番：IN3174
¥30,000
（税込¥31,500）

りんご炭
青森県内の林檎の剪定枝で作
ら れ た 炭 で す。 林 檎 の 枝 は 小
ぶりでキメの細かい木肌が特
徴で、独特な風合いを楽しめる

［SUMI ３０３４］
注文品番：IN3034
¥31,000
（税込¥32,550）

インテリア炭として注目され
ています。

w750×h250×d96mm 4.6㎏
材質：アルミ・アクリル・炭
パネル
（4）

IN3160、
IN3163、
IN3161、
IN3164、
IN3162、
IN3165、
IN3034

パネル
（4） 詳細→P.177

パネル
（2） 詳細→P.177

パネル
（13）詳細→P.177
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炭

りんご炭をモダンな雰囲気にアレンジ額装したアートパネル。
さりげなくおしゃれな空間を作ります。

SUMI

炭／ストーン

［SUMI ３４７４］
注文品番：IN3474
¥14,000
（税込¥14,700）

［SUMI ３４７５］
注文品番：IN3475
¥19,000
（税込¥19,950）

w300×h300×d40mm 1.2㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

w600×h300×d40mm 1.7㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

［SUMI ３１６６］
注文品番：IN3166
¥24,000
（税込¥25,200）

［SUMI ３１６７］
注文品番：IN3167
¥24,000
（税込¥25,200）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

［SUMI ３１６８］
注文品番：IN3168
¥24,000
（税込¥25,200）

［SUMI ３１６９］
注文品番：IN3169
¥24,000
（税込¥25,200）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

パネル
（13）詳細→P.177

パネル
（10）詳細→P.177
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［SUMI ３１７１］
注文品番：IN3171
¥31,000
（税込¥32,550）

［SUMI ３１７２］
注文品番：IN3172
¥31,000
（税込¥32,550）

［SUMI ３１７０］
注文品番：IN3170
¥41,000
（税込¥43,050）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

w450×h450×d43mm 2.2㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（13）

w600×h600×d46mm 3.4㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17）

パネル
（17）詳細→P.178

磨き炭、角炭を使ったアートパネル。
旅館などゆったり落ち着く和モダンなシーンの演出におすすめです。

［SUMI ３４７０］
注文品番：IN3470
¥12,000
（税込¥12,600）

［SUMI ３４６８］
注文品番：IN3468
¥14,000
（税込¥14,700）

［SUMI ３４７１］
注文品番：IN3471
¥17,500
（税込¥18,375）

w300×h300×d56mm 0.8㎏
材質：木シート貼り・アクリル・炭
パネル
（25）

w300×h300×d40mm 1.2㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

w300×h300×d40mm 1㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

w600×h300×d40mm 1.9㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

炭／ストーン

［SUMI ３４６６］
注文品番：IN3466
¥12,000
（税込¥12,600）

磨き炭
備長炭は炭の中でも硬い炭
［SUMI ３０３２］
注文品番：IN3032
¥30,000
（税込¥31,500）

［SUMI ３０３７］
注文品番：IN3037
¥34,000
（税込¥35,700）

w750×h250×d68mm 2.9㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（14） ※タテ使用可

w750×h250×d96mm 4.7㎏
材質：アルミ・木・アクリル・炭
パネル
（5） ※タテ使用可

で、叩くと「カキィン」と高
い音がします。この備長炭
を丁寧に割り、長時間磨い
たものが、磨き炭です。独
特な光沢感は「黒いダイヤ
モンド」とも呼ばれます。
IN3032、
IN3037

パネル
（5） 詳細→P.177

［SUMI ３４６７］
注文品番：IN3467
¥21,000
（税込¥22,050）

［SUMI ３４６９］
注文品番：IN3469
¥23,000
（税込¥24,150）

［SUMI ３４７２］
注文品番：IN3472
¥17,000
（税込¥17,850）

［SUMI ３４７３］
注文品番：IN3473
¥23,000
（税込¥24,150）

w300×h300×d56mm 0.6㎏
材質：木シート貼り・アクリル・炭
パネル
（25）

w300×h300×d40mm 0.9㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

w300×h300×d40mm 1.1㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

w600×h300×d40mm 1.7㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（10）

角炭
［SUMI ３０３３］
注文品番：IN3033
¥30,000
（税込¥31,500）
w750×h250×d68mm 2.6㎏
材質：アルミ複合板・アクリル・炭
パネル
（14） ※タテ使用可

四角形に整えた木材を炭に
焼き上げ、丁寧に木目を浮
パネル
（25）詳細→P.178

かび上がらせたのが角炭で
す。木目が立体的な模様と
なり、静寂な雰囲気が楽し
めます。
IN3467、
IN3469、
IN3472、
IN3473、
IN3033

パネル
（14）詳細→P.177
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炭

竹炭の風合いや質感が楽しめるアートパネル。
落ち着きのある上質な空間を作り出します。

SUMI

炭／ストーン

［SUMI ３１７６］
注文品番：IN3176
¥25,000
（税込¥26,250）

［SUMI ３１７９］
注文品番：IN3179
¥25,000
（税込¥26,250）

［SUMI ３１７７］
注文品番：IN3177
¥29,000
（税込¥30,450）

［SUMI ３１８０］
注文品番：IN3180
¥39,000
（税込¥40,950）

w450×h450×d46mm 2.1㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17）

w450×h450×d46mm 2.1㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17）

w450×h600×d46mm 2.7㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17） ※ヨコ使用可

w600×h600×d46mm 3.4㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17）

竹炭
竹炭は主に燃料として使われる木炭と異なり水や空気
を浄化する効能に特に優れ
た 炭 で す。800度 以 上 で 焼

［SUMI ３１７８］
注文品番：IN3178
¥34,000
（税込¥35,700）

き上げるためいぶし銀の輝
きがあり、陶器にもみえる

w900×h350×d46mm 3.1㎏
材質：アルミシート貼り・アクリル・炭
パネル
（17） ※タテ使用可

風合いがあります。竹炭の
節のみを用いることで独特
な雰囲気が楽しめます。

43

JANコードは、
4520385以下の数字を記載しております

パネル
（17）詳細→P.178

ストーン

枯山水のように石を配したモノトーンでクールなアートパネル。
おしゃれでモダンな空間にマッチします。

STONE

炭／ストーン

［STONE ３０３９］
注文品番：IN3039
¥19,500
（税込¥20,475）
w450×h450×d56mm 2.5㎏
材質：アルミ・アクリル・石
パネル
（2）

［STONE ３０４１］
注文品番：IN3041
¥19,500
（税込¥20,475）
w450×h450×d56mm 2.5㎏
材質：アルミ・アクリル・石
パネル
（2）

［STONE ３０４０］
注文品番：IN3040
¥21,000
（税込¥22,050）

［STONE ３０３８］
注文品番：IN3038
¥21,000
（税込¥22,050）

w750×h250×d56mm 2.5㎏
材質：アルミ・アクリル・石
パネル
（2） ※タテ使用可

w750×h250×d56mm 2.4㎏
材質：アルミ・アクリル・石
パネル
（2） ※タテ使用可

パネル
（2） 詳細→P.177

カジュアルタイプ

［STONE GARDEN0077］
注文品番：IN0077［JAN 700723］
¥12,000
（税込¥12,600）
w350×h350×d60mm 1.0kg
材質：アルミ・木シート貼り・アクリル・石
パネル
（46）

［STONE GARDEN0078］
注文品番：IN0078［JAN 700730］
¥12,000
（税込¥12,600）
w350×h350×d60mm 1.0kg
材質：アルミ・木シート貼り・アクリル・石
パネル
（46）

パネル
（46）詳細→P.180

石とバックボード柄とのコントラストが立体感を感じさせます。
雑貨感覚で楽しめます。

［STONE GARDEN0079］
注文品番：IN0079［JAN 700747］
¥15,000
（税込¥15,750）
w250×h500×d60mm 1.1kg
材質：アルミ・木シート貼り・アクリル・石
パネル
（46）

［STONE GARDEN0080］
注文品番：IN0080［JAN 700754］
¥15,000
（税込¥15,750）
w250×h500×d60mm 1.1kg
材質：アルミ・木シート貼り・アクリル・石
パネル
（46）
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