
空気式床暖房・ソ－ラ－ハウス・基礎外断熱用住宅床下換気

ステンレスの輝きで高い意匠性
無垢のステンレス板を使用しています。ステンレ

ス無垢材で表面塗装等をしていませんので、自

然素材住宅など素材を大切にする家にマッチし

ます。

強度が向上しています。
厚さ1.5mmの厚いステンレス無垢の板を使用し

ています。また従来の長穴仕様に比べ、荷重が

四方に分散します。裏側にも曲げ加工をおこな

いより強度が向上しています。

お求めやすい価格です。
パンチング吹出口は、材料に品質のよい厚いス

テンレス板を使用し、従来品の１０倍以上の数の

穴空け加工し、さらに曲げ加工を増やしていま

す。材料と手間をかけたにもかかわらず、大変お

求めやすい価格です。

ステンレスにより高い耐久性
ステンレス無垢材を使用するととにより、錆の問

題を気にするこなく、洗面、台所など水まわりに

使用できます。土足の床での使用などにもおす

すめします。

簡易フィルタ－付きをご用意。
簡易フィルタ－をご用意しています。簡易フイル

タ－付きは、室内の埃が床下に落ちません。ま

た室内より大引き、根太など床下が見えません。

（※フィルタ－の使用を推奨していない冷暖房シ

ステムがあります。）

原 工 務 店
TEL 06-6704-6223
FAX 06-6704-6277E-mail koumuten@harachu.com
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資料はＰＤＦファイルでご用意しています。下記URLよりダウン
ロードしてください。http://harachu.com/p/p-016.html

※フィルター付きの商品は品番末尾が２(白）、３（黒）、４(樹脂網）５(金網付）
に変わります。

※規格表の括弧内は床開口寸法です。開口作業時は実物をお取り寄せの上現
物あわせをおすすめします。

※梱包送料は別途頂戴します。
※601、401、671,6F1以外は補助的な製品で 在庫が少数です。
※価格、仕様は予告なく変更することがあります。
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適度な隙間が必要です。(無垢の床材の場合は特に）
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※床材の開口作業は商品をお取り寄せの上、現物合わせでの開口をお勧めします。

原 工 務 店
〒546-0042大阪市東住吉区西今川2丁目１５番8号

TEL 06(6704)6223 FAX 06(6704)6277

規格表
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※税抜き価格 別途消費税を頂戴します。

在庫について ◯ 標準在庫品です。（12mm品は在庫少量です。）
△ 補助的な製品で在庫は少ないです。
注 原則受注生産品です。

ごく少数の在庫のみ御用意しています。

※ 価格は令和４年１１月１日出荷分より適応

品番 穴形状 巾 長さ 床厚 開口面積 設計価格 フィルター 樹脂網 金網 備考 在庫

床板厚15mm対応品　　（☆印は床厚12mm対応品あり）

ＴＨ－２２１-15 □ 4.5mm角 25 800 15 約39ｃ㎡ ¥5,100 ¥420 × × 超細巾型、角穴 注
ＰＰ－２４１-15 ○ φ４mm丸 25 800 15 約35ｃ㎡ ¥5,100 ¥420 × × 超細巾、丸小穴 注
ＺＹ－３０１-15(12)☆ ◯ φ５mm丸 74 300 15 約57ｃ㎡ ¥4,170 ¥470 ¥250 ¥950 短型、丸穴 △
ＴＨ－３２１-15 □ 4.5mm角 74 300 15 約57ｃ㎡ ¥4,170 ¥470 ¥250 ¥950 短型、角穴 △
ＺＹ－４０１-15(12)☆ ◯ φ５mm丸 40 600 15 約54ｃ㎡ ¥5,330 ¥470 ¥250 × 細型、丸穴 ◯
ＴＨ－４２１-15 □ 4.5mm角 40 600 15 約59ｃ㎡ ¥5,330 ¥470 ¥250 × 細型、角穴 △
ＰＰ－４４１-15 ○ φ４mm丸 40 600 15 約60ｃ㎡ ¥6,000 ¥470 ¥250 × 超細巾、丸小穴 注
ＫＯ－４７１-15 ◯ φ５mm丸 40 600 15 約52ｃ㎡ ¥10,400 ¥470 ¥250 × 細型、風量調整式、丸穴 △
ＺＹ－５０１-15 ◯ φ５mm丸 50 600 15 約75ｃ㎡ ¥5,600 ¥520 ¥270 × 中間型、丸穴 △
ＺＹ－６０１-15(12)☆ ◯ φ５mm丸 74 600 15 約119ｃ㎡ ¥5,800 ¥580 ¥300 ¥1,880 標準型、丸穴 ◯
ＴＨ－６２１-15 □ 4.5mm角 74 600 15 約118ｃ㎡ ¥5,800 ¥580 ¥300 ¥1,880 標準型、角穴 △
ＰＰ－６４１-15 ○ φ４mm丸 74 600 15 約118ｃ㎡ ¥6,670 ¥580 ¥300 ¥1,880 標準型、丸小穴 注
ＫＯ－６７１-15(12)☆ ◯ φ５mm丸 74 600 15 約118ｃ㎡ ¥10,900 ¥580 ¥300 × 標準型、風量調整式、丸穴 ◯
ＺＹ－７０１-15 ◯ φ５mm丸 100 600 15 約183ｃ㎡ ¥9,500 ¥700 ¥400 × 巾広型、丸穴 △

ツバ付き（床厚12mm以上に対応）

ＦＢ－３Ｆ１-12 ◯ φ５mm丸 84(74） 310 (300) 12 約72ｃ㎡ ¥8,580 ¥470 ¥250 ¥950 ツバ付、短型、丸穴 △
ＦＢ－４Ｆ１-12 ◯ φ５mm丸 50（40） 610 (600) 12 約73ｃ㎡ ¥10,900 ¥470 ¥250 × ツバ付、短型、丸穴 注
ＦＢ－６Ｆ１-12 ◯ φ５mm丸 84(74） 610 (600) 12 約145ｃ㎡ ¥12,000 ¥580 ¥300 ¥1,880 ツバ付、標準型、丸穴 ◯
ＦＢ－６Ｇ１-12 ◯ φ５mm丸 84(74） 610 (600) 12 約145ｃ㎡ ¥17,800 ¥580 ¥300 × ツバ付、標準型、丸穴 注

床板厚５５mm（畳）対応品

ＯＫ－４５１-55 ◯ φ５mm丸 40 600 55 約54ｃ㎡ ¥6,720 ¥470 ¥250 × 和室用、丸穴 △
ＯＫ－４９１-55 □ 4.5mm角 40 600 55 約59ｃ㎡ ¥6,720 ¥470 ¥250 × 和室用、角穴 △


