
●メンテナンスフリーでお手入れ簡単
●腐りに強く、塗装も必要としないので時間も費用も節約
●まるで高級天然木のような風合いで、デザイン性抜群 ！

ART WOOD アートウッド

次世代ハイブリッド木材 イーウッド  （人工木材・再生木材・合成木材・樹脂木材)
Ever
Ecology
EconomicalEee-Wood

人工木材の専門店

FAX・メールは24時間受付

TEL:088-657-7922
【受付時間】AM9:00～PM7:00（定休 日曜・祝日)

業務用
表示価格には、消費税
は含まれておりません。
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Eee-Woodのご紹介

「Eee-Wood」は裸足でも安心です。
なぜなら素材の特性上、ササクレが発生しないからです！

安全性も高いのも見逃せません。

主原料の一つ高密度ポリエチレン（HDPE)は、
食品の包装や、レジ袋にも使われるほど安全です。

そのうえ、塗料も防腐材も必要としません！

大切なお子様やペットも、安心してご使用いただけます。

しかも、
再塗装などによる高額なメンテナンス費用がかかりません。
天然木材と比べると、20年間で100万円以上コスト削減も?!

純度１００％の天然木粉を細かくすることにより
樹脂と結合された後に自然で均一な仕上がりになります。
 
素材が良くなった事で 
弊社独自のこだわりの表面加工が初めて意味を持ちます。
  
まるで『高級木材』のような風合いです。

※実物とは色調が多少異なる場合がございます。
　実際に無料サンプルを見てからのご注文をオススメします。

個性的でデザイン性抜群。 エクステリアの王道カラー。 天然木材の色合いを実現。

無垢の人工木材は、
大型トラックが踏んでも全然へっちゃらです。
頑丈だから、破損クレームの心配もほとんどありません。

4種類の表面加工
本木目加工(板目) 本木目加工(柾目)

ストライプ加工 木目無地加工

選べる３色カラー

●モダンブラック ■ライトブラウン ◆Hナチュラル
「Eee-Wood」は使用する人にとって一番近い部分・・つまり
 『見た目』や『手ざわり』や『質感』さらには『風合い』にまで
 こだわりを持って作られています。

次世代ハイブリッド木材「Eee-Wood」の特長次世代ハイブリッド木材「Eee-Wood」の特長
Eee-Woodは、『メンテナンスフリー』の人工木です。
耐候性が非常に高く、屋外や水場、凍結する地域でもご利用頂けます。
『質感』にもこだわり、天然の木が持つ暖かさや、やさしさを出来る限り再現いたしました。

お勧めできる５つのポイント

イー  ウッド

１．裸足でも歩ける安全・安心な素材

２．壊れにくく、維持コストも削減

３．まるで高級天然木のような風合いです。デザイン性抜群！

４．塗装は不要になりました！さらに色落ちは少なく腐りにくい！

５．とっても簡単お手入れ！しかも経済的です。

イー  ウッド

「Eee-Wood」は、吸水しない為、内部まで染みこまず
汚れたとしても表面だけになります。

水とデッキブラシだけで！簡単にキレイになります。天然木材と違い、
定期的な塗装や防腐処理などのメンテナンスは不要になりました。

今まで掛けられていた手間と時間だけでなく
維持費も抑える事ができ、とても経済的です。
 
今までにご利用頂いたお客様には大変喜ばれております。

「Eee－Wood」は、素材自体が着色されており塗装は不要となりました。

紫外線にも強く、色落ちも少ないのが特長です。
水に対しても強く、常に濡れるような場所や
凍結するような地域でもご利用頂けます。

さらに防虫性能も高いので、
シロアリなどの被害も受けにくいのも特長です。

腐らず、いつでも綺麗なウッドデッキ･エクステリアを
楽しむことが出来るようになりました。

EWH-D140

EWH-D135

EWH-D135,D140,B140

EWH-L90,B140
(Eee-Deck中空タイプのみ)

(Eee-Deck無垢タイプのみ)

１

人工木材ならではの都会的な
ブラックカラーです。

デザイン性の高いモダンな
雰囲気にピッタリです。

植木、ガーデニングなどの緑を
キレイに引き立てます。

落ち着きのある
雰囲気も演出できます。

まるで本物の木のような、
自然の暖かみと風合いを

演出します。
雰囲気も明るくなります。



デッキ材には、 Eee-Deck（イーデッキ）中空デッキ材　◆Hナチュラルを使用。P4の商品。
奥の猫専用出入り口には、Eee-Board（イーボード）無垢ボード材 ◆Hナチュラルを使用。P3の商品

こちらのウッドデッキの手すりやフェンス・幕板・目隠し・床材すべて
 Eee-Wood（イーウッド）　■ライトブラウンで施工しています。

上記写真のウッドフェンスには、Eee-Board(イーボード）■ライトブラウン 
 柱にはEee-Lumber(イーランバー)　■ライトブラウンを使用。

上記のルーバーには、Eee-Lumber(イーランバー）●モダンブラックを使用。 
　　　　　　

２

施工例・お客様の声

全国からご使用されたお客様の声を頂いております！
Eee-Deck（イーデッキ)ブラウンカラーでウッドデッキを作られたご感想
和歌山県　施工業者様にご依頼されたお施主様
デッキはほしいけれど、白蟻の多い地域ということもあり、ずっと良いものはないだろうか・・・と思っておりました。
他社で、ナカナカかわいいのはないです。

アートウッドさんのホームページを見て、他とは違う色やデザインに一目でひかれました。
実際本物をみて大満足でした。家の外のまわりもすてきになりました。

デッキが完成した今では、おてんきのよい休日の朝などは、デッキで朝食を楽しんでいます。
見た目も機能もばっちりな、Eee-Deck材 皆にもおすすめしていきたいです。
アートウッドさんに出あえてよかったです！！

Eee-Deck（イーデッキ)でウッドデッキを作られたご感想
徳島県　施工業者様にご依頼されたお施主様

雨が降っても、全然気にしなくていいところが気に入っています。
ずっと放置してても綺麗なEee-Woodは最高に良いですね。

洗濯物も干せるし、家族にとっても使いやすい場所なんです。

Eee-Board（イーボード)でウッドフェンスを作られたご感想
愛知県　個人のお施主様
車庫、玄関周りのフェンスを考えており、有名メーカー品での施工工事は高額な見積となってしまい、
何か良い材料で安価にできるものはないかと捜しておりました。
インターネットなどで人工木材の存在を知りました。

人工木材は、コスト的、メンテナンス的に良い商品と考え、
インターネットで検索し、Eee-Boardが見つかりました。
加工も簡単に出来ると判断し、自作(DIY)で施工する決心をしました。
DIYながら満足いく仕上がりとなりました。

スタッフの方の対応もよく、安近短ではないですが、
安簡短(安心・安価、簡単加工、短納期）で、よかったです。

Eee-Lumber（イーランバー)ライトブラウンを施工されたご感想
福島県　施工業者様

介護保険を利用しての住宅改修業者ですが、
コンクリート床の空間に浴槽がポツンと置かれている状況での相談で、
洗い場を作るのに使わせて頂きました。

大きなホームセンターにも置いてなく、ネットで見つけた時には嬉しく、尚且つ、
安価でご利用者の負担も少なく助かりました。　

施工後も仕上がりのよさに喜ばれています。

Eee-Board（イーボード)ナチュラルカラーでウッドフェンスを作られたご感想
北海道　個人のお施主様

北海道なので、冬場雪に埋もれてしまうので、木だと腐食が心配だったので、アートウッドの素材には期待しています。
来年の春に雪が溶けた後の状態を見るのが楽しみ。

今後もウッドデッキ作成などの機会があれば是非利用したいと思っています。
また、発注から商品が届くまでの手続きがスムーズで急ぎの対応もバッチリしていただけたので、感謝しております。



商品ラインナップ

Eee-Deck(イーデッキ） 無垢タイプデッキ材・床材 

無垢タイプ 

【リバーシブル表面加工 表：本木目（板目調）　裏：本木目（柾目調）】

ウッドフェンス、目隠し、幕板、プランター、ＲＣ壁・家具等の装飾にも！

Eee-Board(イーボード）無垢タイプ板材・フェンス・幕板 

断面図

98mm

11mm

表：本木目加工(柾目) 裏：木目無地加工

本物そっくりな表面加工！ 細めのボード材なので、仕上がりが繊細で上質です。

型　番：EWH-D140
サイズ：139×22×2000mm　重量：8kg/本

139mm

22mm

表：本木目加工(板目) 裏：本木目加工(柾目)

断面図

頑丈で綺麗な仕上がり！ ウッドデッキ、ボードウォーク、桟橋など、雨ざらしのエクステリアに最適！ 公共事業にも安心して使用できます。
厚みがあるのでウッドフェンスにも使用可能です。

型　番：EWH-B100
サイズ：98×11×2000mm　重量：3kg/本

３
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●施工イメージ写真は、実物とサイズや色調が異なります。予めご了承下さい。

無垢タイプは、天然木と同じように、丸ノコ切断、コーススレッドで固定（要下穴）など自由な施工が可能です！

【リバーシブル表面加工 表：本木目（柾目調）　裏：木目無地】



商品ラインナップ

中空タイプ 
Eee-Deck(イーデッキ） 中空タイプデッキ材・床材 

Eee-Lumber(イーランバー） 中空タイプ柱材 

中空デッキ材・床材！

■専用ジョイントクリップ（別売付属品)使用方法 

オプション（別売付属品)

断面図

表：本木目
　  加工(柾目)

４面：木目無地加工

Eee-Lumber(イーランバー）無垢タイプ柱材・根太材 

133mm

26mm

断面図

裏：ストライプ
      加工

使用例

89mm

39mm

価格表

断面図

フェンスの柱や根太材に使えるのはもちろん、公園や施設のベンチ、手すりなど様々な場所に使えます！ 腐りにくいのでモルタルに直埋めも可能です。

型　番：EWH-L90
サイズ：89×39×2000mm　重量：7.9kg/本

型　番：EWH-D135
サイズ：133×26×2000mm　重量：5.4kg/本

型　番：EWH-L100
サイズ：98×98×2000mm　重量：12kg/本

1.施工前 2.クリップを根太に仮止め
   します。

3.デッキをクリップに差込み
　ネジを締めて固定して下
    さい。

4.施工後
   ネジが見えないので
   仕上がりが綺麗です。　

※Eee-Lumber使用時は
   下穴を開けてから作業
    して下さい。

４面：木目無地加工
型　番：EWH-CLIP 型　番：EWH-CAP 型　番：EWH-COVER

専用ジョイントクリップ Eee-Lumber中空用キャップ Eee-Deck中空用カバー

４

98mm

98mm
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●人工木の特性で、材が伸縮する場合があります、隙間を設けて施工してください。(約5mm程度) ●すべての人工木材は、加重がかかった方向に反る特性がございます。製品を平らな場所に置き、反りと反対方向の加重をかけると、
　1~2日程度で直ります。施工前に一度真っ直ぐにするようお願いします。
●根太ピッチ40cm以下で基礎の作成お願いします。安全上の推奨ピッチは30cmです。

●半分は天然の木粉で出来ている為、色合いはすべてが均一ではありません。
●製造時や配送時、ごく稀にキズ・カケ・気泡が発生する可能性があります。施工上は問題ありませんので、予めご了承下さい。

中空タイプは、サイズの割りに軽い！ しかも、専用オプションも充実！ 人工木材ならではの形状です。

【表面加工 ：4面木目無地】

【 リバーシブル表面加工 表：本木目（柾目調）　裏：ストライプ】

※運送費別途必要。お見積又は、お問合わせにてご確認下さい。



５

ご購入までの流れ

サンプル請求
まずは、無料サンプルを実際に手に取って品質・質感をお確かめ下さい。
ご不明な点などありましたら、スタッフが迅速にお答えいたします。
遠慮なくお問い合わせ下さい。

ご注文頂いた内容をもとに、確認の為お見積をFAXかメールにてお送りします。（即日又は、翌営業日)

基本的にお見積書の送付方法は、

送付方法を変更希望の方は、事前にお申し付け下さい。

●FAX,お電話で注文された方は、ＦＡＸにてお見積書をお送りします。
●インターネットから注文された方は、お見積メールをお送りします。

銀行振込の場合、弊社指定の銀行口座に商品代金を振込み下さい。

※必ず商品の在庫を事前にご確認下さい。数量によっては注文分を用意できない可能性がございます。

ご注文

お見積をお送りします

ご注文の型番、数量、色、値段、支払い方法などご確認下さい。

問題が無ければ、
●FAX,お電話で注文された方は、お見積書にサインをしFAXにてご返送ください。
●インターネットから注文された方は、お見積メールのフォームにてお見積内容に同意してご返信下さい。

これにて商品の正式発注となります。

お見積内容に同意して正式発注

お支払・振込

ご注文・入金確認後、即日～3営業日以内に商品を発送いたします。

商品発送後に、「商品発送のお知らせ」メールをお送りします。
伝票番号を記載しておりますので、配達業者様へご確認お願いします。

商品発送

P.6の「FAX注文書」を記入頂き、弊社にFAXして下さい。

ご注文の際は、下記の事項をお伝え下さい。 TEL: 088-657-7922(営業時間AM10:00~PM7:00 定休 日曜日)

・お名前
・貴社名
・ご購入者様の住所
・電話/FAX番号
・メールアドレス

FAX番号：088-657-7923（24時間受付)

・支払い方法（銀行振込・代金引換便)
・お届け先住所
・受取人様名
・お届け希望日
・商品型番/カラー/数量

●モダンブラック ■ライトブラウン ◆Hナチュラル

もちろん、お電話・メール・インターネットからも注文お受けします。

●施工イメージ写真は、実物とサイズや色調が異なります。予めご了承下さい。



TEL:088-657-7922
ART WOOD アートウッド
サーロジック株式会社

人工木材の専門店

FAX・メールは24時間受付 ●設計価格は原料価格の変動などにより予告無く変更される事があります。
●在庫切れや販売が中止された場合にご購入いただけないことがあります。
●商品改良のため、予告なく仕様が変更する場合があります。予めご了承下さい。
●ご発注の前に必ず在庫確認をして下さいますようお願い致します。
●表示価格には、加工費・取付費・搬入費・消費税などは含まれておりません。
●実物と色調が多少異なります。印刷の特性上予めご了承下さい。

FAX ： 088-657-7923   Eメール： ad@art-deco.jp
所在地： 〒770-0861 　徳島県徳島市住吉６-３-３

【受付時間】AM9:00～PM7:00（定休 日曜・祝日)

次世代ハイブリッド木材 イーウッド (人工木材・再生木材・合成木材・樹脂木材)
・Ever
・Ecology
・EconomicalEee-Wood
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