
カラー：ソフトミディアムメイプル

CIELO CEILING
洋室天井

シエロシーリング [ランダムタイプ・シングルタイプ]

キッチン上部でご使用の際は換気扇を取り付けて
過度の湿気にご注意ください。

▲

内装制限にかかるような場所に施工する場合は、
ご使用になられる地域の役所や消防署等にご確認ください。

▲

あらゆる住空間にマッチするシエロシーリング。
クロス貼りにはない、木目の豊かな表情が空間いっぱいに拡がります。

カラー：ダークオーク

ランダムタイプ
リビング・ダイニング・キッチン

カラー：ライトメイプルカラー：ライトメイプル
ランダムタイプ
共用スペースカラー：ダークチークカラー：ダークチーク

シングルタイプ
寝室

シングルタイプ
和 室

軽量鉄骨下地に洋室天井シエロシーリングが施工できる
「シエロシーリング軽量鉄骨用固定金具」がニューリリース。New Parts Release

軽量鉄骨下地に洋室天井シエロシーリング
を施工する場合に使用する固定金具です。

シエロシーリング
軽量鉄骨用固定金具

シングルタイプ ランダムタイプ シエロシーリング
軽量鉄骨用固定金具

軽鉄下地
石膏ボード

シエロシーリング

価格改定版
2023年4月1日以降受注対応



一般的なクロス仕上げ シエロシーリング仕上げ

メイプルの重厚感のある落ち着いた色味と素材感。
天井をクロスからシエロシーリングを選択することで、あたたかく深みのある味わいが生まれ
建具や家具など空間全体のテイストも上品にまとまります。

洋室天井材

ランダムタイプ 寸法：300×1818 入数：6枚（1坪）

ライトメイプル ソフトミディアムメイプル ミディアムメイプル

01201026 YC-6S6-SM300

重量＝16kg（1枚当たり約2.7kg）

コード 品番 入数 設計価格長さ幅

01201025 YC-6S6-LM

21,500円（税込23,650円）/坪

YC-6S6-MM

1818 6枚（1坪）

カラー

01201027

ライトメイプル

ソフトミディアムメイプル

ミディアムメイプル
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下地

製品図面

無垢板らしさを味わえる、メイプル柄が魅力です。ランダムタイプ

Maple
入皮や染み模様の独特な変化に加え、個性豊かな木目を表現。
リビングやベッドルーム、ダイニング・キッチンをはじめ、
住宅のあらゆる空間にマッチするカラーリングで取り揃えています。

シエロシーリング [ランダムタイプ・シングルタイプ]

カラー：ソフトミディアムメイプル

t5.5mm t5.5mm



一般的なクロス仕上げ シエロシーリング仕上げ

シングルタイプはウォールナット、オーク、メイプル、チークの上品さを感じさせるやわらかな木目の流れが特長。
一般的なクロスでは味わうことができない、温もりを感じる空間を演出します。

サイズ・入数の単位をよくご確認のうえ、ご注文ください。
ご注文の際の注意点

3Level VOC
Low

単位：mm

シングルタイプ 寸法：220×1818 入数：8枚（1坪）

ライトウォールナット ソフトミディアムウォールナット ミディアムウォールナット

製品図面

01201021 YC-6S8-SJ

220

重量＝16kg（1枚当たり約2kg）

コード 品番 入数 設計価格長さ幅

01201020 YC-6S8-LJ

21,500円
（税込23,650円）/坪

YC-6S8-MJ

YC-6S8-LO

YC-6S8-DO

1818 8枚（1坪）

カラー

01201022

01201023

YC-6S8-MO01201028

YC-6S8-CM01201029

YC-6S8-DT01201030

01201024

ライトウォールナット

ソフトミディアムウォールナット

ミディアムウォールナット

ライトオーク

ミディアムオーク

ダークオーク

クリアメイプル

ダークチーク

ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク

クリアメイプル ダークチーク 平面図
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カラーバリエーション豊富な全8色。人気の色がラインナップ。シングルタイプ

シングルタイプ／カラー：ライトウォールナット

8Colors
ウォールナット・オーク・メイプル・チークの木目柄4柄。
全8色をラインナップ。さらに洋室天井材を使用した、
コーディネートの可能性が拡がりました。カラー：ライトウォールナット

t5.5mm

t5.5mm



対象外造作材
スリム見切材

ライト ソフトミディアム ミディアム

シエロシーリングの意匠性とマッチする見切材です。

サイズ・入数の単位をよくご確認のうえ、ご注文ください。ご注文の際の注意点

接着剤とフィニッシュネイルで取り付けます。

この製品はクロス仕上げ前に取り付けを行なってください。
接着剤とステープルで取り付けます。

樹脂見切材
コード 入数 設計価格

4,300円（税込  4,730円）/ケース03140001
品番

1本
寸法

20×25×4000
10,900円（税込11,990円）/ケース03140002

L4M-WH
L4M-4WH 4本

シエロシーリング対応カラーカラー
ライトメイプル・ライトウォールナット

ソフトミディアムメイプル・ソフトミディアムウォールナット

ミディアムメイプル・ミディアムウォールナット

ライトオーク

ミディアムオーク

ダークオーク

クリアメイプル

ダークチーク

本社  〒760-0067　香川県高松市松福町1-15-10
https://www.nankaiplywood.co.jp/

TEL（087）825-3621
TEL（087）825-3621

FAX（087）825-3645
FAX（087）825-3645

首都圏 第1チーム 
首都圏 第2チーム 

TEL（087）825-3623
TEL（087）825-3624
TEL（087）825-3625

FAX（087）825-3647
FAX（087）825-3648
FAX（087）825-3649

TEL（087）825-3634 FAX（087）825-3649

近畿営業チーム    
中四国営業チーム    
九州営業チーム

首都圏営業
グループ

西日本営業
グループ

TEL（087）825-3632
TEL（087）806-3660
TEL（087）825-3622

FAX（087）825-3695
FAX（087）825-3645
FAX（087）825-3646

北海道・東北営業チーム    
関東甲信越営業チーム
中部営業チーム

東日本営業
グループ

365日。快適収納生活。

海外及び新規開拓営業グループ

■寸法単位：mm ■表示価格に施工費は含まれておりません。■ 製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。ご了承ください。
■ 印刷物と実物では色味が異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

PP-CRT2305-05 A 2023年5月発行

サイズ・入数の単位をよくご確認のうえ、ご注文ください。ご注文の際の注意点

コード 入数 設計価格
03140003

品番寸法カラー
SMZ1209-L

4,600円（税込5,060円）/本

03140005

2本12×9×2730

SMZ1209-M

03140004
ライト

ミディアム

ソフトミディアム SMZ1209-SM

03140006 SMZ1209-LO
03140013

ライトオーク

ミディアムオーク

ダークオーク

クリアメイプル

ダークチーク

ライト

ミディアム

ソフトミディアム

ライトオーク

ミディアムオーク

ダークオーク

クリアメイプル

ダークチーク

SMZ1209-MO

03140014 SMZ1209-CM

03140015 SMZ1209-DT

03140007 SMZ1209-DO

ライトオーク ミディアムオーク ダークオーク クリアメイプル ダークチーク

4面すべてに実を設定 長手方向オス実

長手方向メス実

厚さ5.5mmのシエロシーリング 

天井材表面の化粧紙をウレタン樹脂でプレコートしていますの
で、耐候性・耐汚染性に優れています。タバコのヤニや、エアコン
の吹き出し口近くに付着する黒ずみ系の汚れ等、目立ちにくく、
万一汚れても簡単に拭き取れます。

汚れても簡単に拭き取れます。

ウォールナット柄には、よりリアルなテクスチャー表現をするた
め、木目部分にグロストップコート、木肌部分にマットトップコー
トを施し、その差によって柔らかな木目の表情を再現しています。
※ライトオーク・ミディアムオーク・ダークオーク・クリアメイプル・
ダークチークは非対応

柄のエンボス感を表現する
グロストップコートテクノロジー。

4面実加工なので、4.5mを超えるロングな空間でも、従来必要
だった縦継接続材などのジョイント材を必要としません。このた
め、凹凸のないフラットな上部空間設計が可能となり、よりシン
プルな天井空間創りを実現します。

長尺プランでもジョイント材なしの
フラットな上部空間を実現。

画期的な4面実加工でニュープロダクト。
取り回しの良い1818mmショートサイズに加え、継ぎ足
す場合の施工性も高くするデザイン形状です。目立ちに
くいシンプルな目地ラインで、空間に拡がりをあたえ、ど
こまでもロング＆フラットな美しい仕上がりになります。
※サンプルはシングルタイプです。

4面実加工でどこまでも美しく。

薄型シエロシーリングは、目地のラインもシングルタイ
プが3mm、ランダムタイプは1.8mmと細く、よりフラッ
トで柔らかな印象の仕上がりです。木目柄が強調される
ため、空間のデザイン性が一層高まります。
また、クロスにはないよりリアルな表情を演出すること
ができます。

シンプルでフラットな目地ライン。

本体一体型の実形状にすることで、コストダウンを追求
しました。また、長さを従来の3915・4450mmから
1818mmにすることで、運搬時や施工時の負担も軽減
します。

薄型設計でコストダウンと
施工性向上。

短手方向オス実
（逆側はメス実）

グロストップコート層（木目部分）

マットトップコート層（木肌部分）

インキ層

原紙

製品特長

1.8/3mm

ステープル

●内装制限にかかるような場所に施工する場合は、ご使用になられる地域の役所や
　消防署等にご確認ください。
●不燃・準不燃・難燃には対応していません。　
●一般木造住宅向けの内装材です。RC造への施工は避けてください。　

●下地として、合板（9mm以上）か石膏ボード（9.5mm以上）を捨て張りしてください。
●キッチン上部でご使用の際は換気扇を取り付けて過度の湿気にご注意ください。
●製品の特性上、実部分の塗装にはムラ等がありますが、施工後は隠れる部分なので、
　意匠性に問題ありません。　
●施工・取り付け作業は、2人以上で行うことをおすすめします。

仕　　様
■基材＝MDF 　
■表面＝特殊加工化粧紙

シエロシーリング [ランダムタイプ・シングルタイプ]

シエロシーリング軽量鉄骨用固定金具

使用の目安（1袋分）　シエロシーリング…1坪分

ランダムタイプ　軽量鉄骨用固定金具×48個／ビスL＝32×48本　
シングルタイプ　軽量鉄骨用固定金具×64個／ビスL＝32×64本

セット内容（1袋分）

ご注文の際の注意点 ランダムタイプとシングルタイプで入数が異なります。
ご注文の際にはもう一度、入数をご確認ください。

6,900円 7,590円）/袋（税込

コードタイプ 品番 入数 設計価格寸法
03630006 CKR-1ランダムタイプ

シングルタイプ
1袋（48個入）

03630007 CKS-1 1袋（64個入）
30×28.4×5

9,000円 9,900円）/袋（税込

NEW

「軽量鉄骨用固定金具」使用例

※目地幅＝シングルタイプ：3mm
　　　　　ランダムタイプ：1.8mm材質：亜鉛鋼板

　　 金具厚0.5mm
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石膏ボード

軽量鉄骨

天井材

※

軽量鉄骨下地に洋室天井シエロシーリングを
施工する場合に使用します。




