
オーダーカウンター加工　平面加工

平面加工
充実の設備により、各種加工に対応いたします。

【加工形状一覧】 写真／ゴム積層　厚30mm

加工種類 加工条件など

共通

角R(外丸め) 1R～厚100mmまで加工可能

角R(内丸め) 厚50mm以下　8R～厚51mm～ 100mm　10R～

角斜めカット 1mm～
厚100mmまで加工可能

角落としカット 厚50mm以下　入隅8R　　直角にする場合、指示必要
厚51～ 100mm　入隅10R　直角にする場合、指示必要

相欠き
厚20mm　溝巾7mm以上
厚21～ 50mm　溝巾17mm以上
厚51～ 100mm　溝巾20mm以上

丸穴
（貫通・突止）

3・6・9・12・15mmφは厚100mmまで加工可能
厚50mm以下　直径17mm～加工可能
厚51～ 100mm　直径21mm～加工可能

四角穴
（貫通・突止）

巾25mm×長さ25mm以上で加工可能
厚50mm以下　入隅4角8R　　直角にする場合、指示必要
厚51～ 100mm　入隅4角10R　直角にする場合、指示必要

ザグリ穴 丸穴・四角穴対応

トメ加工 巾1300mmまで対応可能
厚100mmまで加工可能　厚100mm以上は特殊加工対応

くり抜き加工 CAD図面や型枠支給によるくり抜き加工
厚100mmｍまで加工可能

その他の加工についてはお問い合わせください。

角R（外丸め） 角R（内丸め） 角斜めカット 角落としカット 相欠き

1R～
厚100まで加工可能

厚50以下　8R～
厚51～ 100　10R～

1mm～
厚100まで加工可能

入隅直角対応可能
厚50以下入隅8R
厚51～ 100入隅10R

厚20　溝巾7mm～
厚21～50　溝巾17mm～
厚51～100　溝巾20mm～

100R 100R 斜め部分140mm 100mm角落とし 溝巾30mm×100mm

丸穴 四角穴 ザグリ穴 トメ加工 くり抜き加工

3・6・9・12・15φ厚100まで
厚50以下　直径17mm～
厚51～100　直径21mm～

入隅4角直角対応可能
厚50以下　入隅8R
厚51～ 100　入隅10R

丸穴・四角穴対応 巾1300mmまで対応
厚100まで加工可能

図面・型枠が必要
厚100まで加工可能

50φ 50mm×100mm 50φ+100φ 巾200mm 45°トメ



オーダーカウンター加工　平面加工

【加工パターン例】

角R　実寸サンプル

片角アール加工 両角アール加工 片側アール加工 片側U型アール加工 両側U型アール加工

全角アール加工 L型片側U型加工 L型片側アール加工 P型アール加工 前円後方型

コーナーA型 コーナーB型 円型 半円型 楕円型

ニッチ型加工 L型ボルトジョイント加工(A) L型ボルトジョイント加工(B) L型ボルトジョイント加工(C) くり抜きアール加工

5R
10R
15R
20R

30R

50R

100R

150R



オーダーカウンター加工　断面加工

断面加工―面加工
階段、カウンター、造作材など、幅広い用途の加工に対応いたします。

加工種類 加工条件など

面加工

糸面(上のみ・上下)

角面（上のみ・上下） 1mm面～

R面（上のみ・上下） 3・5・10・12.5・15・18・20R

変形R面 5・10R

ボーズ面 厚10・20・25・30・36・40mm

ゆるやかアール面 35R面　厚25～ 40mmまで対応

サジ面 3分面

両段サジ面 2・3・4分面

ギンナン面 1.5・2・3分面　（1.5分面は長手のみ加工）

船底面(A) 厚25・30・36mm 
巾200mm以上必要

船底面(B) 傾斜60° 面巾35mmまで

船底面(C) 傾斜30° 面巾35mmまで

前垂れ面(A) 天板勝ち

前垂れ面(B) 前垂れ勝ち

その他の面加工についてはお問い合わせください。

角R　実寸サンプル
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【面加工形状一覧】 
写真／ゴム積層　厚30mm

糸面 角面 R面 変形R面 ボーズ面

2

5R・10R

1mm面～ 3・5・10・12.5
15・18・20R 5・10R 厚10・20・25

30・36・40mm

上下糸面 上下5mm面 上下5R面 10Rタイプ

ゆるやかアール面 サジ面 両段サジ面 ギンナン面

35R

9 6・9・12 4.5・6・9

35R面　
厚25～40mm 3分面 2・3・4分面 1.5・2・3分面　

1.5分面は長手のみ

3分面 3分面

船底面(A) 船底面(B) 船底面(C) 前垂れ面(A) 前垂れ面(B)

5R
面巾35mmまで 面巾35mmまで

厚25・30・36mm
巾200mm以上必要

傾斜60°
面巾35mmまで

傾斜30°
面巾35mmまで 天板勝ち 前垂れ勝ち

面巾35mm 面巾35mm 前垂れ30mm×30mm 前垂れ60mm×30mm

オーダーカウンター加工　断面加工



オーダーカウンター塗装　

【標準塗装】 【オプション塗装】

ウレタン（クリアー or着色） 自然塗料（クリアー or着色）　オスモ・リボスなど

セミオープン塗装（木目出し・導管出し） クローズ塗装（木目出し・導管つぶし）
塗りつぶし（木目つぶし・導管つぶし）

3分ツヤ有り 各種ツヤ対応（全ケシ、5分ツヤ、全ツヤなど）

3面（表面+見付2面）塗装　裏面捨て塗り（反り止め塗装） 4面全面塗装／木口塗装

クリアー

ホワイト

ライト

ミディアム

ダーク

塗装
塗装により木材の美観を高め、汚れや水分から木材を保護して耐久性を高めます。

【標準塗装とオプション塗装】

【塗装サンプル】
色見本による各種色合わせに対応いたします。
写真／ゴム積層



オーダーカウンター塗装

ウレタン 自然塗料

合成樹脂塗料による塗装で、木材表面に塗膜を形成し、保護膜とな
るため、耐摩耗性・耐久性に優れ、キズがつきにくい。
光沢があり、ツルツルとした手触り。

植物由来の天然成分を主原料とした塗料による塗装で、木材に含
浸し、塗膜を形成しないため、木材の調湿機能を妨げず、自然の風
合いを保つ。
光沢はあまり無く、ザラザラとした手触り。

【ウレタン塗装と自然塗装】
写真／タモ積層　クリアー塗装

【塗装による木目・導管の表現の違い】
写真／ゴム積層　ホワイト塗装

セミオープン塗装（標準塗装） クローズ塗装 塗りつぶし

木目 ○
木目出し

○
木目出し

×
木目つぶし

導管 ○
導管出し

×
導管つぶし

×
導管つぶし

サンプル




