
●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。256



人工木デッキ

ガーデンとリビングを心地よく
快適につなぐステージ。
お庭やテラスの趣を一新させることも、ちょっとしたスペースを快適に

生まれ変わらせたりすることも、「樹ら楽ステージ」なら発想は自在で

す。ご家族やゲストとの語らい、ペットとのふれあい、そしてガーデニン

グやホームパーティーといった趣味を楽しむ空間としても、ウッドデッキ

ライフをご堪能いただけます。日々の暮らしの中で、もっと自然とふれ

あい、健康的なひとときを育む時間があることをきっと発見していただ

けることでしょう。

TOEX 257

 樹ら楽ステージは、戸建て住宅の一階相当部施工用商品です。
 それ以外の場所への取付はしないでください。
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住まいの周りを、ちょっとだけ見回してく
ださい。もっと有効に使いたかった、フレ
キシブルに活用したかった敷地内の様々
なスペースが、「樹ら楽ステージ」で生ま
れ変わります。たとえば、段差があって 
出入りが不便だったり、デッドスペースと
して諦めていた部分が、快適なガーデニ
ング空間として彩られたり……。

空間をシームレスにつなぐ。
さらに、多彩な周辺コーディ

バックヤード

スロープ
アプローチからリビング
への動線に、安全性の高
いスロープを設けること
ができます。小さなお子
様の出入りや、車いすを
ご使用になられる際に
も、スムーズに空間をつ
なげられ安心です。

家の中には置きづらい物の保管ス
ペースに、ちょっとした洗濯物を干
すスペースに……。ウッドデッキを
設置したバックヤードには、嬉しい
メリットがたくさんあります。

狭い敷地にもぴったりのガーデンルーム
エクシオール フィリアⅡ

ガーデンルームのスタンダードモデル
エクシオール Zima

ハイグレードなガーデンルーム
エクシオール 暖蘭物語

エクステリアでインテリア空間を愉しめる
エクシオール cocomaⅡ

木の風合いを生かした人工木調テラス
樹の木テラス

エクシオール、
樹の木テラスにも

ぴったりフィットします。

▶P68 ▶P164

▶P202 ▶P220 ▶P242

アタリ ?

人工木デッキ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。258
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室内と戸外をデッキでつなげることで、 
暮らしの中に便利さや使い勝手の良さ 
が生まれます。さらに、ニーズにあった 
周辺コーディネートで、お住まいに新しい
表情を演出できます。
「樹ら楽ステージ」で、個性あふれる空間
を創造してください。

家族にやさしいウッドデッキ。
ネートで個性ある空間づくりを。

プ
ラ
ン
案
内

自然光を採り込み、隣家や街路から
の視線を遮断する「Gスクリーン」。

日よけ、雨よけなど、季節や気候の変
化に対応する「オーニング」。

やさしく風を通しながら、目隠し効果
も高い「デザイナーズパーツ」。

やわらかな光の演出で、夜間の安心
や安全を照らす「LED照明ユニット」。

鍛造調で洗練された瀟洒な趣を演出
する「ラフィーネフェンス」。

演出アイテムも
工夫いろいろ。

用途に合わせて個性も多彩。

ガーデンリビング
リビングと庭をスムーズにつなげて、
より快適に。家の中と外のあいだに生
まれる、もうひとつの自由な空間です。
LIXIL共通の木目色「クリエカラー」で、
ナチュラル感あふれるカラーコーディ
ネートをお楽しみいただけます。

TOEX 259
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クリエペールA

クリエラスクA
デザイン、施工性、メンテナンスといった基本性能を向上させ、

床材に求められるクオリティを進化させました。

芯材部は１００%リサイクル材の樹脂と木粉を使用した環境配慮商品です。

また、トータルコーディネートを実現する「クリエカラー」を採用。

LIXIL共通の木目色で、アプローチやバルコニー、

玄関などとカラー統一が可能です。

新色のクリエカラーを採用。
使いやすさが進化した
新しい人工木材です。

土汚れは水洗いできれいに。
表面キズは、サンドペーパーで
簡単に補修できます。

湿気で腐ったり、シロアリの食害の
心配がなく安心して使えます。

敷地に合わせて、いろいろな
サイズと形状に設計・加工が
できます。

材料そのものに着色しているので
色落ちしにくくなっています。

天然の木粉を配合。温もりのある
木質感が魅力のデッキです。

干割れやささくれができません。
小さなお子様も安心して使えます。

メンテナンスが
簡単

腐食、
シロアリに強い

自由な
サイズと形状

美しい木の
色が長持ち

リアルに表現された
木質感

干割れ、
ささくれがない

01 03

05

02

04 06

樹ら楽ステージの特長

選べる

全 5色

住宅のカラーや
外観・スタイルで

● 材質：人工木材
● カラー： クリエペールA/クリエラスクA/
  クリエモカA/クリエダークA/
  ダークグレー

人工木デッキ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。260
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クリエモカA 

クリエダークA 

ダークグレー

46mm

175mm（上面）
特
長

ご理解ください

・ 人工木材特有の製法上、部材ごとに濃い薄いなどの色の差が出る場合があります。特に温度上昇対策品は
 特性上違いが目立つ場合があります。
・ 木粉入りの材料であるため、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮き出てシミになる場合があります。
 お手入れについてはP263の「お手入れについて」をご覧ください。

昇温抑制効果のある顔料を
採用することで、夏季でも表面温度
の極端な上昇を抑えます。
〔対象〕
・クリエペールA
・クリエラスクA
・クリエモカA

表面温度が
熱くなりにくい

板厚
46mm×175mm
の頑強な構造

07 08

175mm

TOEX 261



WOOD DECK・KIRARA STAGE

『樹ら楽ステージ』は、デッキ材の色を表現する「顔料」に、太陽光線を反射する特殊タイプを採用しました。
デッキ材表面温度を当社従来商品の類似色比で、最大約10℃抑制しました。真夏の暑い時期でも表面が熱くなりすぎません。

温度の上昇を抑える

床板

滑りにくくするため、床板の表面を従来品よりやや粗く仕上げています。

表面色と芯部色
芯材に廃プラスチックをリサイクルした素材を
使っています。そのため、納入した床材によって
は、芯材の色に個体差が出る場合があります
が、デッキとしての仕上がりや強度には問題あ
りません。

芯材色の違いについて

当社従来品：ダークブラウン
樹ら楽ステージ：クリエモカA

0 30 60 90 120 150 180

（℃）

最大
10℃

経過時間（分）

70

60

50

40

30

20

10

0

新旧製品の表面温度比較グラフ

※赤外線ランプ照射による社内試験結果。実際の使用条件では、効果が異なる場合があります。

太陽光
反射：小

太陽光
反射：大

Before After

吸収：大 吸収：小

※クリエラスクA、クリエモカAが対象です。クリエ 
 ペールAは淡い色調にすることにより、熱くなり 
 にくくしています。

施工性もさらにアップ！より美しい仕上がりと安全性の向上を追求した、高性能床板です。

人工木デッキ

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。262
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仕様

材質 床板・幕板：人工木材
（木粉入高密度樹脂）
基礎部材（束柱・大引）：
アルミ形材 クリエペールA クリエラスクA クリエモカA

◆床板・幕板カラー

クリエダークA ダークグレー

表面にネジが見えない〈横止め〉施工

雨シミは水で拭き取ればOK

デッキ表面にキズがついても補修は容易です。

頑固な汚れ、黒い斑点（カビ）は、
カビ取り剤を用いて取り除いてください。

床板施工方法

お手入れについて

幕板には、反りを起こしにくい材質を使用しています。

大引は連結部ビス２本止めも可能となってい
ます。多連棟の現場などでより確実に床板を
固定することができます。

幕板を仮置きできる部材により施工時
間を短縮。

ネジの先端を保護する機能も付いて
施工時、施工後の安全性も向上しま 
した。

床板多連棟施工幕板B施工

▲ ▲

① 横止め金具を床板に当てるよう
にセットします。

② 大引に横止め金具を固定します。 ③ 横止め金具に引っ掛けるように
して次の床板をはめ込みます。

横止め専用の金具で床板同士を 
連結する方法です。床板の隙間が 
均一に施工でき、また外観から 
金具やネジが見えないので、美し
いデッキの仕上がりになります。 

雨シミが発生した場合は、デッキ全
体に十分に散水し、乾かないうちに
水を拭き取ってください。それでも
取れない場合は、もう一度繰り返し
て下さい。
●サンドペーパーによるシミ取りは行わ
　ないでください。

デッキ表面にキズがついた場合は、サンドペーパー（60～80番）を木片
や研磨器に取り付け、長手方向に沿って一方向に軽くこすってください。

次亜塩素酸塩系カビ取り剤（カビキラー等）を使用してください。カビ
取り剤を使用する前にデッキを水洗いし、表面を乾燥させてください。
表面全体にカビ取り剤をスプレーし、こすらずに放置してください。最
後に表面にカビ取り剤が残らないようにしっかり水で洗い流し、水を拭
き取ってください。カビ取り剤の使用方法に従い注意して行ってくだ
さい。

●研磨の際は、局部的に強くこすらず、周 
 辺をぼかすように数回こするときれい 
 に補修できます。
●キズやてかりが発生した周囲のみ研磨 
 してください。床板全面を研磨すると 
 色ムラが発生する場合があります。

日々のお手入れは簡単です。
汚れや雨シミが軽い場合は、水またはお湯で濡らした布で拭き、汚れ
や雨シミがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤
が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。
●洗浄には、雑巾やスポンジ、清掃用ブラシなどを使用してください。
　表面にキズがつきますので、金属製のブラシやスチールウールなどは使用しな 
　いでください。
●デッキ表面を清掃用ブラシなどで洗浄する際は、材料の長手方向に沿ってこすっ 
　てください。
　その際は、汚れの落ち方を見ながら、過度に強くこすらないようにしてください。

 長手方向に沿って一方向にサンドペー
パーで軽くこすってください。

※ サンドペーパー、研磨器は、市販品をお求め
ください。

※樹ら楽ステージは、一般住宅の一 
 階相当部施工用です。それ以外 
 の場所への取り付けはおやめくだ 
 さい。

特
長

TOEX 263
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敷地に合わせて設置できるフレキシブルさと細部にもこだわったデザインで、様々なデッキプランにお応えします。

人工木デッキ

幕板でカバーすることにより、束柱が見えないスッキリとした納まり
を実現。まさに“ステージ”と呼ぶにふさわしい、気品ある印象の 
デザインとなります。
※束柱B、ロング柱には取付けできません。

基礎部の施工手間を軽減します。また、束柱なしでもデッキが
設置できます（隅切り、アール施工はできません）。
対応範囲（G.L.から床上高さ）200～240mm
高さ調整部品を使用:247～287mm（P.318参照）

風通しを確保しつつデッキ下を塞ぐことで、犬や猫などの侵入を 
防止。また、小さなお子様が潜り込んだりという万が一の事故対策
にも役立ちます。

敷地に合わせたサイズにで
きるので、通路スペースにも
適応。犬走りや勝手口などの
わずかな空間も有効に活用
できます。

デッキ下の美観や安全性にも、ひと工夫。

大引土間固定仕様 通路スペース

多段幕板（幕板Bのみ）

幕板Ｂ（薄タイプ）
直線・曲線どちらにも対応します。

アール施工にも対応できる、柔軟
性のある薄型の幕板をご用意。 
直線と曲線を自由に組み合わせ
て、わが家だけの個性的なデッキ
がつくれます。 

自由なデッキデザインを
可能にするアール施工。

幕板A（厚タイプ）
直線・隅切りに対応します。

幕板A（厚タイプ）は、はめ込み式
なので、表面にネジが見えない 
美しい仕上がりとなります。
（ジョイント部やキャップの一部
に、ネジが見える箇所もあります）

はめ込み式の幕板A

床下メッシュ囲い

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。264
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クリエペールA クリエラスクA クリエモカA

◆床板・幕板カラー

クリエダークA ダークグレー

※樹ら楽ステージは、一般住宅の一 
 階相当部施工用です。それ以外 
 の場所への取り付けはおやめくだ 
 さい。

アプローチから玄
関や居室をつない
で出入りを楽に

すべり止めつきの
スターター部

LED照明で夜間の安心も安全も確保

駐車場からのアプローチにスロ
ープを設置し、ガーデンルーム
への出入りを段差レスに。さらに
庭や勝手口までデッキを延長し、
自然に囲まれた回廊のような贅
沢な空間を実現しました。

・ 勾配1/8以下としてください。
・ スロープ施工時は必ず手すりを
 設置してください。

※スロープ横の手すりは、デザイナーズパーツ柱材にアーキレールをアーキレールの壁付けブラケットで固定した既存品から
の提案品です。拾い出し方法などは自然浴エクステリア規格価格表2015-2016を参照してください。

アプローチから玄関や居間への動線に、安全性の
高いスロープを設けることができます。小さなお
子様の出入りや、車いすをご使用になられる際に
も、スムーズに空間をつなげられ安心です。

月を愛でたり星座を観察したり、虫たちの声に耳を傾けたり……。 
昼とはひと味違う趣あるデッキライフが生まれます。ゆったりとした
時間をお楽しみください。

スロープ部に照明を活用することで、夜間の安全性が向上します。
また、ポイントライト（LED照明）を併設することで、デッキに効果的
な光の演出をすることができます。

アプローチからリビング、バックヤードをつなげる。

スロープで生活の利便性UP

月の光と星の瞬きに浮かぶデッキには、昼間とは異なった、
ゆるやかで幻想的な時間が流れます。

仕様

材質 床板・幕板：人工木材
（木粉入高密度樹脂）
基礎部材（束柱・大引）：
アルミ形材

スロープを施工しやすく
するためのスロープスタ
ーターをご用意しました。

スロープスターター

※スロープ横の手すりは、デザイナーズパーツ柱
材にアーキレールをアーキレールの壁付けブ
ラケットで固定した既存品からの提案品です。
拾い出し方法などは自然浴エクステリア規格
価格表2015-2016を参照してください。

TOEX 265
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