
 
お客様各位                                                                                                                                   

                               2019 年 5月吉日                   
                              DIC デコール株式会社 

                                                      建築材料営業部 

 
                                                              

DICフネン ソリッドカラー 価格改定及び、対応サイズ改定に関するご連絡 
 

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
早速ながら、日頃、ご愛顧を戴いております弊社の不燃化粧板におきまして、市場ニーズの多様化、 
原材料費の高騰等の諸般の事情により、昨年より価格改定を実施して参りましたが、この度、設計価格も

含めまして改定及び、対応サイズの集約をさせて頂くこととなりました。 

つきましては、誠に申し訳ございませんが、下記のとおり、価格の改定、及び対応サイズの改定を実施さ
せて頂くことになりましたので、お知らせ致します。 

新価格体系の実施は令和元年６月１日からとなり、内容は新改訂価格一覧表のとおりでございます。 

何卒、諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 
 

＜記＞ 
 

【対応サイズ改定】プレミアムカラー対応サイズを３×８（尺）中心と致します。 
 
【価格改定】 
新価格表に準じる。 
※ただし、標準色の価格改定、サイズ変更はございません。 
 

■ＤＩＣフネン S80-6mm新価格 

     

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥7,300（¥4,400/㎡） ー
3×8 ¥9,700（¥4,400/㎡） ¥18,500（¥8,400/㎡）
3×9 ¥10,900（¥4,400/㎡） ¥20,900（¥8,400/㎡）
3×10 ¥16,900（¥6,100/㎡） ー  

■ＤＩＣフネン SNA ｰ 6mm新価格 

           

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥8,300（¥5,000/㎡） ー
3×8 ¥10,900（¥5,000/㎡） ¥19,600（¥8,900/㎡）
3×9 ¥12,300（¥5,000/㎡） ¥22,100（¥8,900/㎡）
4×8 ¥15,200（¥5,200/㎡） ー     



 

 

■ＤＩＣフネン SNA ｰ 3mm新価格 

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥9,200（¥5,500/㎡） ー
3×8 ¥12,300（¥5,500/㎡） ¥21,100（¥9,600/㎡）
4×8 ¥17,100（¥5,800/㎡） ー  

■ＤＩＣフネン S80-6mm-ME新価格 

           

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥8,300（¥5,000/㎡） ー
3×8 ¥10,900（¥5,000/㎡） ¥19,800（¥9,000/㎡）
3×9 ¥12,300（¥5,000/㎡） ¥22,300（¥9,000/㎡）
3×10 ¥18,500（¥6,700/㎡） ー  

■ＤＩＣフネン SNA ｰ 6mm-2R 

           

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥9,100（¥5,500/㎡） ー
3×8 ¥12,100（¥5,500/㎡） ¥20,900（¥9,500/㎡）
3×9 ¥13,600（¥5,500/㎡） ¥23,500（¥9,500/㎡）
4×8 ¥16,700（¥5,700/㎡） ー  

 

■ＤＩＣフネン SNA-6mm-EX                 ■ＤＩＣフネン SNA ｰ 6mm-F                    

サイズ 準標準色
3×6 ¥10800（¥6,500/㎡）
3×8 ¥14,300（¥6,500/㎡）
3×9 ¥16,200（¥6,500/㎡）
3×10 ー
4×8 ¥19,700（¥6,700/㎡）                

サイズ 準標準色
3×6 ¥13,500（¥8,100/㎡）
3×8 ¥17,900（¥8,100/㎡）
3×9 ¥20,200（¥8,100/㎡）
3×10 ー
4×8 ¥24,500（¥8,400/㎡）  

 
以上 

 
 

 
 

【問い合わせ先】DIC デコール株式会社 建築材料営業部 東京：TEL: 03-6733-6172 
大阪：TEL: 06-6252-9551                                                       



 
お客様各位                                                                                                                                   

                               2019 年 5月吉日                   
                              DIC デコール株式会社 

                                                      建築材料営業部 

 
                                                              

DICフネン クリーンタフ 価格改定及び、対応サイズ改定に関するご連絡 
 

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
早速ながら、日頃、ご愛顧を戴いております弊社の不燃化粧板におきまして、市場ニーズの多様化、 
原材料費の高騰等の諸般の事情により、昨年より価格改定を実施して参りましたが、この度、設計価格も

含めまして改定及び、対応サイズの集約をさせて頂くこととなりました。 

つきましては、誠に申し訳ございませんが、下記のとおり、価格の改定、及び対応サイズの改定を実施さ
せて頂くことになりましたので、お知らせ致します。 

新価格体系の実施は令和元年６月１日からとなり、内容は新改訂価格一覧表のとおりでございます。 

何卒、諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

＜記＞ 
 

【対応サイズ改定】プレミアムカラー対応サイズを３×８（尺）中心と致します。 
 
【価格改定】 
新価格表に準じる。 
※ただし、標準色の価格改定、サイズ変更はございません。 
 

■ＤＩＣフネン クリーンタフ 80新価格 

 

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥7,600（¥4,600/㎡） ー
3×8 ¥10,100（¥4,600/㎡） ¥18,900（¥8,600/㎡）
3×9 ¥11,300（¥4,600/㎡） ¥21,300（¥8,600/㎡）
3×10 ¥17,400（¥6,300/㎡） ー  

■ＤＩＣフネン クリーンタフ 100新価格 

                   

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥8,500（¥5,100/㎡） ー
3×8 ¥11,300（¥5,100/㎡） ¥20,000（¥9,100/㎡）
3×9 ¥12,700（¥5,100/㎡） ¥22,500（¥9,100/㎡）
4×8 ¥15,600（¥5,300/㎡） ー    

            



 
 
  
 
 
 

■ＤＩＣフネン  クリーンタフ 160新価格 

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥9,600（¥5,800/㎡） ー
3×8 ¥12,700（¥5,800/㎡） ¥21,500（¥9,800/㎡）
4×8 ¥17,600（¥6,000/㎡） ー  

 

■ＤＩＣフネン  クリーンタフ 100-2R新価格 

         

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥9,400（¥5,700/㎡） ー
3×8 ¥12,500（¥5,700/㎡） ¥21,300（¥9,700/㎡）
3×9 ¥14,100（¥5,700/㎡） ¥24,000（¥9,700/㎡）
4×8 ¥17,200（¥5,900/㎡） ー  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 
 

【問い合わせ先】DIC デコール株式会社 建築材料営業部 東京：TEL: 03-6733-6172 
大阪：TEL: 06-6252-9551                                                       



 
お客様各位                                                                                                                                   

                               2019 年 5月吉日                   
                              DIC デコール株式会社 

                                                      建築材料営業部 

 
                                                              

ＤＩＣフネン クリーンカラー 価格改定及び、対応サイズ改定に関するご連絡 
 

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
早速ながら、日頃、ご愛顧を戴いております弊社の不燃化粧板におきまして、市場ニーズの多様化、 
原材料費の高騰等の諸般の事情により、昨年より価格改定を実施して参りましたが、この度、設計価格も

含めまして改定及び、対応サイズの集約をさせて頂くこととなりました。 

つきましては、誠に申し訳ございませんが、下記のとおり、価格の改定、及び対応サイズの改定を実施さ
せて頂くことになりましたので、お知らせ致します。 

新価格体系の実施は令和元年６月１日からとなり、内容は新改訂価格一覧表のとおりでございます。 

何卒、諸般の事情をご賢察の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

敬具 
 

＜記＞ 
 

【対応サイズ改定】プレミアムカラー対応サイズを３×８（尺）中心と致します。 
 
【価格改定】 
新価格表に準じる。 
※ただし、標準色の価格改定、サイズ変更はございません。 
 

■ＤＩＣフネン クリーンカラー 3mm新価格 

 

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥10,800（¥6,500/㎡） ー
3×8 ¥14,300（¥6,500/㎡） ¥23,300（¥10,600/㎡）  

■ＤＩＣフネン クリーンカラー 6mm新価格 

                   

サイズ 準標準色 プレミアムカラー
3×6 ¥9,100（¥5,500/㎡） ー
3×8 ¥12,100（¥5,500/㎡） ¥20,900（¥9,500/㎡）  

            
以上 

 
【問い合わせ先】DIC デコール株式会社 建築材料営業部 東京：TEL: 03-6733-6172 

大阪：TEL: 06-6252-9551                                                       


