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北米、カナダで解体されたビンテージウッドの旅立ちの日・・・
大量消費、使い捨てのイメージの強い北米ですが、実は古材は貴重な存在で大変高く評価され、高級素材として珍重されています。　

 アーミッシュの人達の手で丁寧に解体され、工場に運ばれ洗浄、釘抜きをした後に乾燥がされ日本向けのコンテナに搭載されます。

手作業により納屋から解体されます 種類別に倉庫にストックされます 長さ、幅、厚みはさまざまです

米西海岸に向けての陸送トラック 日本向けコンテナへの搭載風景 コンテナ船で日本に向けて出港
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　　　　　　　　　　　　　メイキング動画はYouTubeで配信中！
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新建材の表面を手作業による特殊加工技術で、ビンテージ加工、エイジング塗装を重ねて

風化した木目、質感、濃淡等をリアルに再現したエイジング材です。

古材と合わせて使用することにより、コストパフォーマンスを実現できる商材です。



     Page 04        　                       Show  Room (Ikeda-city)  

 

 

     価値ある古いモノを新たなステージへ　・　・　・

       「都会の中の異空間」「モダンとの融合」をテーマに、そんな空間をつくりあげ、お客様をおもてなしています。

       また、「完全予約制の来店型」のビジネスモデルを基本としており、お客様のニーズに寄り添った提案が可能です。

                                     ～　私たちが売るのは、「商品」ではなく《感動》です　～

 

 

株式会社　ブレット　ジャパン     アンティーク事業部
〒563-0050　大阪府池田市新町7-14
TEL　072-754-4160　　　　FAX　072-754-6565
E-mail   info@bulletjapan.co.jp    URL  https:www.bulletjapan.co.jp
営業時間（完全予約制）　　10：00～19：00　（日、祝）定休日

 

 

  

 

                 築90年の倉庫をショールームとして、古材、アンティーク、オリジナル家具をモデルルーム形式で展示しています。

                 実際に見て、手で触れて古材の魅力を存分にご堪能いただけるスペースです。



   　　　　          　                          Warehouse (Itami-city)    Page 05

 　 ブレット　ファクトリー　伊丹倉庫
　 〒664-0832　兵庫県伊丹市下河原2-13-30

　

　
　

 

 

　　　　　　　　　　敷地面積、約300坪、ショールームも兼ねた大型スペースではよりリアルな空間がイメージできます。

　　　　　　　　　　基本的にはストックヤードで常駐スタッフは無く、大口作業及びコンテナ搬出入のみ行きます。

　　　　　　　　　大型ディスプレイ空間として高さ約6ｍの壁面に古材、アイアンパネルを施工しています。



　 Page 06  　  　　　           　  Fence  Wood (ウッドフェンス)  

　 　

アメリカの厳しい自然がつくりあげた安定供給可能なグレイッシュな定尺古材

　Fence Wood （オリジナル）   （厚さ）18-25　 ｘ  （幅）140・180　ｘ  （長さ）2400 　無塗装品 　￥5,550/枚　（￥15,000/ｍ2）

　Fence Wood （ドレスボード）半割   （厚さ）7-12　   ｘ  （幅）140・180　ｘ  （長さ）2400 　無塗装品 　￥3,626/枚　（￥9,800/ｍ2）

　Fence Wood （ツーバイボード）   （厚さ）40-50　 ｘ  （幅）140　ｘ  （長さ）2400 　無塗装品 　￥6,660/枚　（￥18,000/ｍ2）

ホイルサンダー加工　：　古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です

サンディング加工　  　：　古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です

  
表面をホイルサンダー加工+オイルクリア仕上 無塗装材とホイルサンダー加工をランダムに施工

無塗装材をランダムに重ねて立体感を演出 フェイクビンテージとのランダム感を演出

自然がつくりあげたグレイッシュな表情 幅は140ｍｍと180ｍｍで半割加工品もあります

2x6で目隠しフェンス



　                    　              Fire Proofing Wood (不燃対応材) Page 07

即時に対応できるように不燃加工済の古材を常時ストックしています。（国土交通大臣認定　不燃天然木）

 Fence Wood FP（不燃古材）  　　（厚さ）20　ｘ （幅）140・180　ｘ （長さ）2400  無塗装品  　　 ￥9,620/枚  (\26,000/m2)

 Ashiba Board FP（不燃足場板）  　　（厚さ）15　ｘ （幅）200　ｘ （長さ）1900  無塗装品  　　 ￥7,600/枚  (\20,000/m2)

 Fake Vintage（エイジング不燃材）  　　（厚さ）20　ｘ （幅）135　ｘ （長さ）2000  エイジング塗装   　　￥5,130/枚  (\19,000/m2)

ホイルサンダー加工    　：　古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です（￥4,500/m2）

サンディング加工      　　：　古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です（￥4,500/m2）

 

  
  

Fence Wood のグレイッシュな素材を施工

古材は表面加工によって表情が変化します

Ashiba Boardサンディング加工（阪神梅田本店)

エイジング材3色アソート 古材加工品を壁面貼り

国土交通省認定不燃材をエイジング加工



 Page 08     　                    Barn Wood　(ビンテージランバー）

100年以上の時を経て、 無駄なものを削ぎ落としたシルバーグレイに風化した真の強さ。

　Vintage Lumber (幅250ｍｍ位k下） 　（厚み）18-25 x （幅）90-240 x （長さ）1000-3000 　無塗装 　　￥16,000/m2

　Vintage Lumber (幅250ｍｍ位上） 　（厚み）18-25 x （幅）250-310 x （長さ）1000-3000 　無塗装 　　￥18,000/m2

ホイルサンダー加工　　　：　古材表面の凹凸を残してワイヤーブラシで色だけを飛ばす仕上です（￥4,500/ｍ2）

サンディング加工　　　  　：　古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です（￥4,500/ｍ2）

オリジナルの存在感とモダンなインテリアが融合 プレーナー加工+OS塗装（深く刻まれた木肌が際立つ）

オリジナルを幅加工してランダムに（Apparel Display) プレーナー加工+OS塗装（深く刻まれた木肌が際立つ）

プレミアムバーンウッドの木肌 バーンウッドの幅、長さ、表情は様々



　　   　　　  　　　　　　　　　　　カラーバーンウッド(古材塗装仕上) Page 09

  

開拓時代のアメリカの建造物にも多く使用され当時の象徴的な色といえる赤レンガから抽した赤、ミルク等を原材料とした白は,

古き良き時代の色彩を見事に再現したワイルドなイメージの中に何かほっとした暖かさを感じさせる逸品です。

　ミルクペイント仕上　　　　　　当時の塗装が自然に風化したイメージの塗装仕上です 　￥3,000/ｍ2　～　ラスティック塗装仕上

*　希望色は、Old Villege バターミルクペイント　カラー20色から選べます。

 

  

フェンスウッド（ミルクペイント仕上）
バーンホワイト仕上（左） バーンレッド仕上（右）

バーンウッド（カラー仕上） フェンスウッド（バーンレッド仕上） フェンスウッド（バーンホワイト仕上）

カラーアソート ミルクペイント Dressing Table Blue 5-9 フェンスウッド（カラー仕上）



 Page 10　 　　　                    Barn Wood （板材・柱材・プランク材）  

  
 
100年以上、使い込んだ味わいや時間の経過で生まれた木目や色は自然が創った表情

　インチボード (厚み約25ｍｍ）1ｘ6-10 　（厚み）18-25 x （幅）120-300 x （長さ）1000-3000 　￥14,000 / m2　～

　ツーバイボード (厚み約50ｍｍ）2ｘ6-10 　（厚み）40-50 x （幅）140-280 x （長さ）1000-3000 　￥35,000 / m2　～

　フォーバイボード (厚み約100ｍｍ）4ｘ6-10 　（厚み）90-100 x （幅）140-230 x （長さ）1000-3000 　￥700,000 / m3　～

　フラットビーム (約150角材）8ｘ8 　（厚み）150 x （幅）150 x （長さ）3000-3500 　￥50,000 / 本　～

　

  

   

インチボード（厚み約25ｍｍ） ツーバイボード（厚み約50ｍｍ）

アンティークプランク（厚み約100ｍｍ 樹種はダグラスファーが中心

フラットビーム（ホイルサンダー加工）
ビンテージビーム（約150角）
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ハンドヒューンビーム（ナタ傷のある200角材）
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 Page 12　　　　　　　　　　Ashiba Board (足場板古材・不燃加工古材）

　

足場板は、道板とも呼ばれ日本の建設現場で3～5年使用された古材です。

　Ashiba Board 2M（古材足場板） 　　　（厚み)35 ｘ （幅)200 ｘ （長さ)2000 　無塗装品 　￥2,000/枚（￥5,000/ｍ2）

　Ashiba Board 4M（古材足場板） 　　　（厚み)35 ｘ （幅)200 ｘ （長さ)4000 　無塗装品 　￥4,000/枚（￥5,000/ｍ2）

　Ashiba Basebooard 2M（足場板巾木） 　　　（厚み)20 ｘ （幅)170 ｘ （長さ)2000 　無塗装品 　￥1,500/枚（￥4,400/ｍ2）

　Ashiba Basebooard 4M（足場板巾木） 　　　（厚み)20 ｘ （幅)170 ｘ （長さ)4000 　無塗装品 　￥3,000/枚（￥4,400/ｍ2）

　Ashiba Board　FP（不燃古材足場板） 　　　（厚み)15 ｘ （幅)200 ｘ （長さ)1900 　無塗装品 　￥7,600/枚  (￥20,000/ｍ2）不燃材　

　

　

　　　
　　　

　 　 　

自然風化による杉材の表情 風化により様々な色調があります

シュ弊社の足場板は、主に高速道路や橋梁や各種公共工事で使用された古材です。

巾木（20ｍｍｘ170ｍｍ）
足場板35ｍｍと巾木20ｍｍ



　　　　　　　　　　　　　　　　Ashiba Board （足場板古材　製作事例） Page 13

サンディング加工　　：　古材表面の凹凸をペーパーで削ってフラットにする仕上です（￥4,500/ｍ2）

クリア塗装仕上　　　：　含浸性塗料（透明色）を古材表面に塗装する仕上です（￥3,000/ｍ2）

無加工無塗装品 サンディング加工無塗装品 サンディング加工クリア塗装品

外部壁面サイン（無加工無塗装品）

床用（サンディング加工クリア塗装品）ダイニングテーブル＆ベンチ

オフィス用ビッグテーブル セミナー用テーブル

ウッドフェンス（巾木）



　 Page 14　　　　　　　　　　　Rusty  Iron  Panel  (錆トタン・錆パネル）

自然が創り上げた錆びは、エイジングでは表現できない歴史の重みを感じさせる。

 ラスティルーフィング（大波タイプ） （厚み）0.3-1.6  x  （幅）600-900  x  （長さ）1800-3000    ￥9,500 m2

 ラスティルーフィング（小波タイプ） （厚み）0.3-1.6  x  （幅）600-700  x  （長さ）1000-2400    ￥8,500/m2

 ラスティーフラットパネル（3ｘ6サイズ） （厚み）1.6  　x   （幅）914　 x   （長さ）1829    ￥16,000/枚

 シーリングティンパネル（正方形） （厚み）0.3 　 x   （幅）620　 x   （長さ）620    ￥15,000/枚　　￥10,000(ハーフ)

　

錆トタン（大波タイプ）

シーリングティンパネル（ハーフサイズ）
620 x 310 mm

シーリングティンパネル（正方形タイプ）
620 x 620 mm

このような建物の屋根に使用されていました。

フラットタイプ（3ｘ6サイズ）大波タイプ（天井貼り 大波タイプ



                                                        Rusty Iron Panel (Ceiling Tin Panel)  
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  Page 16                             スチームドライウッド(高熱乾燥処理材）

　

LOHAS WOOD　　地球、環境そして人に優しい天然無公害木材

コーヒー豆を焙煎するように、じっくりと熱を加えて落ち着きのある表情を再現。

 Steam Dry Wood (1 x 10 x 6F)    （厚さ）17　ｘ  （幅）230　ｘ  （長さ）1820   無塗装品　(半割加工）       ￥4,000/枚

 Steam Dry Wood (1 x 10 x 12F)    （厚さ）17　ｘ  （幅）230　ｘ  （長さ）3650   無塗装品　(半割加工）       ￥8,000/枚

 Steam Dry Wood (2 x 10 x 6F)    （厚さ）38　ｘ  （幅）230　ｘ  （長さ）1820   無塗装品　       ￥7,000/枚

 Steam Dry Wood (2 x 10 x 12F)    （厚さ）38　ｘ  （幅）230　ｘ  （長さ）3650   無塗装品　      ￥14,000/枚

   

　  　

 

2x10 厚み38ｍｍでTVボード（クリア仕上） 2ｘ10 厚み38ｍｍの店舗天板（無塗装） サンディング加工+クリア仕上

1ｘ10のバンドソー跡と表面をランダムに施工（無印良品 神戸バル店）

ヘリンボーン貼天板カウンタートップ

どこをカットしても同じ色調です木材の樹液のみで染色された天然の色合い



 　　　　　　　　　　　スチームドライウッド（高熱乾燥処理・燻煙加工）角材            Page 17

　

深みのある色合いは、全てのインテリアを引き立てます。

　Steam Dry Wood　スチームドライウッド(プランク材)　    　　　　　  　 (厚さ)100  x   (幅)200  x   (長さ)2000 　　　￥9,500/本

　Steam Dry Wood　スチームドライウッド（90角材）　　 　 　　　　　　　 　 (厚さ)90    x   (幅)90   x   (長さ)3000 　　　￥9,500/本

　Smoked Beam スモークビーム（150角燻製加工材）　　　　　        　　　 　 (厚さ)150  x   (幅)150  x   (長さ)4000 　　￥35,000/本

　　　　　　　　　　　　表面加工費用（スモークビーム）　　　　　　￥8,400/本（4面サンディング加工・無塗装）

スモークビーム（Smoked Beam） とは・・・　150角に製材した（粗挽き杉材）を燻製加工した柱材です。

   

 

 

スチームドライウッド（90角材）は無加工、無塗装でも自然なブラウン色です。

スモークされた150角材の表面をサンディング加工することにより、さらに古材感を演出できます。

スチームドライウッドプランク 100 x 200 x 2000スモークビーム(Smoked Beam) 150角 x 4000



  Page 18　　　　　　   　　Fake Vintage Wood (SPF材エイジング加工）

　

エイジング。それは、木目、照り、色彩を詳細にコントロールする独自の技術です。

　Fake Vintage Wood (SPF材） 　　（厚さ）19　ｘ　（幅）140　ｘ　（長さ）1830 　基本カラー3色 　¥1,950/枚 (￥7,500/ｍ2)

　Fake Vintage Wood (サネ加工） 　　（厚さ）17　ｘ　（幅）170　ｘ　（長さ）1830 　基本カラー3色 　¥2,644/枚 (￥8,500/ｍ2)

　Fake Vintage Wood (不燃加工材） 　　（厚さ）20　ｘ　（幅）135　ｘ　（長さ）2000 　基本カラー3色 　¥5,130/枚 (￥19,000/ｍ2)

*　SPF材の規格は、厚さ19（1ｘ）ｍｍと38ｍｍ（2ｘ）がありますので天板や什器製作にも対応できます。

*　両面加工、ビンテージ加工具合、希望色等の対応も可能なのでご相談ください。

*　不燃材は、不燃注入済のパイン材の表面をエイジング加工してそれぞれの仕上りにします。（国土交通大臣認定　不燃認定番号　NM-0750）

　　　
　　　

　 　 　

SPF材1"x 6"をビンテージ加工 ミックスカラーアソート壁面貼り

エイジングホワイト ラスティックパイン アンティークブラウン

不燃材（カラーアソートのヘリンボーン貼り)

カラーアソートテーブル ラスティックパイ（38ｍｍで家具製作）



　　　　　　　　　　　Fake Vintage Wood (ラフソーン材エイジング加工）  Page 19

  

アメリカ西部開拓時代からノコギリで切って持ってきたイメージのパイン材です。

　Fake Vintage Wood (ラフソーン） 　（厚さ）13.5　ｘ （幅）150　ｘ （長さ）2000 　ホワイト・ブラウン 　¥1,950/枚 (￥6,500/ｍ2)

　Fake Vintage Wood (ラフソーン） 　（厚さ）13.5　ｘ （幅）150　ｘ （長さ）2000 　カラー・グレイ 　¥2,250/枚 (￥7,500/ｍ2)

　Fake Vintage Wood (不燃加工材） 　（厚さ）20　ｘ （幅）135　ｘ （長さ）2000 　エイジング各色 　¥5,130/枚 (￥19,000/ｍ2)

*　オフホワイト系及びカラー系の仕上は、お好みでランダム塗装仕上、ベース色の変更等のオーダー可能

*　SPF材(19mm・38ｍｍ）や不燃パイン材を使用して同仕様のエイジング塗装仕上も可能です。　

*　不燃材は、不燃注入済のパイン材の表面をエイジング加工してそれぞれの仕上りにします。（国土交通大臣認定　不燃認定番号　NM-0750）

　

ロンハーマンホワイト（オフホワイト仕上) ヒストリーパイン(グレイ）

ビンテージホワイト（ホワイト仕上)ホワイトベースカラーヒストリーパイン（ブラウン)

ビンテージホワイト（オフホワイトとのランダム）ロンハーマンホワイトetc



  Page 20               　　　Fake Vintage Beam (角材エイジング加工）

 
実際にナタを使って理想の木目や色、表情までを追求し、幅広い表情や色合いを再現しました。

　ビンテージ加工ビーム(105角） 　（厚さ）105　ｘ　（幅）105　ｘ　（長さ）3000 　エイジング各色 　¥19,500/本 (￥6,500/ｍ)

　ハンドヒューン加工（105角） 　（厚さ）105　ｘ　（幅）105　ｘ　（長さ）3000 　エイジング各色 　¥22,500/本 (￥7,500/ｍ)

　ビンテージ加工ビーム（120角） 　（厚さ）120　ｘ　（幅）120　ｘ　（長さ）3000 　エイジング各色 　¥22,500/本 (￥7,500/ｍ)

　ハンドヒューン加工（120角） 　（厚さ）120　ｘ　（幅）120　ｘ　（長さ）3000 　エイジング各色 　¥25,500/本 (￥8,500/ｍ)

　スモークビーム（150角燻製加工） 　（厚さ）150　ｘ　（幅）150　ｘ　（長さ）4000 　無塗装品 　¥35,000/本（スモークビーム） 

*　規格サイズの角材（60角・75角・90角・プランク材105ｘ180等）での対応やエッジング加工も可能です。

　

　　　

　　　
　　　

ハンドヒューン加工ビーム

150角（ワイルドグレイ） ライトエッジング加工 150角スモークビーム(加工）

ビンテージ加工各色
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独自のエイジング技術により、理想の木目や色、表情までを追求し、幅広い表情や色合いを再現しました。

　SPF材（二方向ホンサネ加工品） 　　（厚さ）17　ｘ　（幅）170　ｘ　（長さ）1830 　エイジング各色 　¥2,644/枚 (￥8,500/ｍ2)

　オークフローリング（無垢材） 　　（厚さ）15　ｘ　（幅）150　ｘ　（長さ）乱尺 　無塗装品 　￥9,500/m2（1.62ｍ2/束）

　オークフローリング（積層材） 　　（厚さ）18　ｘ　（幅）260　ｘ　（長さ）1820 　無塗装品 　￥13,500/m2(1.89ｍ2/束)

　ビンテージ加工塗装費　：　￥3,500/ｍ2　～　（SPF材は加工塗装仕上品です）

*　エイジング各色

　　　　アンティークブラウン 　　　　　　ラスティックパイン 　　　　　　エイジングホワイト 　　　　　ジャンクホワイト

 
 

 

　 　 　 　 　 　

 
 

 
 
　　　 　 　 　 　 　 　

 

　

  

SPF材（アンティークブラウン）

SPF材（エイジングホワイト）

オーク材（ビンテージホワイト）ワイドオークW260（クリア仕上）

SPF材（ハーベストブラウン）

ワイルドオーク（ラフ仕上）
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