サザンパイン材
ガイド
輸出用等級
A GUIDE TO
SOUTHERN PINE
LUMBER
EXPORT GRADES

目次 Contents
木材等級、グレードマーク、高密度材 Lumber
Grades, Grade Marks, Dense Lumber

本ガイドの利用方法
1

コンストラクション、人工乾燥、森林保護

Construction Grades, Kiln Drying,
Conservation

Timber
2

セレクト構造材 Select Structural

3

No. 1

4

NO 1 コンストラクション

No. 1 Construction Grade

5

No. 2

6

NO. 2 ベター

No. 2 & Better Construction Grade

7

No. 3

8

NO. 3 ベター

No. 3 & Better Construction Grade

9

サップ Saps

10

プライム Prime

11

マーチャンタブル Merchantable Timbers

12

モールディング用材 Moulding Stock

13

NO 1 ショップ No.1 Shop Grade

14

NO. 2 ショップ No. 2 Shop Grade

15

縁取りデッキ材 Radius Edge Decking

16

V型さねはぎ V-Groove Pattern

17

両玉縁 Double-Beaded Pattern

18

フローリング Flooring

19

ボード Boards

20

その他、再検査の利用方法 Additional Information,

Reinspection Availability

21

サザンパイン協会では、木材の等級格付けまたは試験
は行っておりません。本ガイドに掲載された資料は、
サザンパイン材検査局（SPIB）発行の２００２年サザ
ンパイン材標準等級格付規定および１９８２年版輸出
用等級格付規定から引用されたものです。
木材が建築に使用される環境や、木材を扱う職人の技
量は様々です。サザンパイン協議会またはその会員は、
いかなる建設プロジェクトに関しても、その建築方法
または職人の技量については関与いたしません。した
がって、完成した建造物のデザインまたは仕上がりに
ついては一切保証を行いません。
The Southern Pine Council does not grade or test
lumber. Information contained herein is taken from
the Standard Grading Rules for Southern Pine
Lumber, 2002 Edition, and the Export Grading
Rules, 1982 Edition, both published by the Southern
Pine Inspection Bureau (SPIB).
The conditions under which lumber is used in
construction may vary widely, as does the quality of
workmanship. Neither the Southern Pine Council
nor its members have knowledge of the quality of
the workmanship or construction methods used on
any construction project, and accordingly, do not
warrant the design or performance of the lumber in
completed structures.

本ガイドではサザンパイン材の写真を取
り混ぜながら、一般に広く利用されている
等級の木材を紹介しています。ここに示さ
れたサンプルは、製材工場で通常生産され
ているもので、各等級ごとに一般的な用途
と主な特性を説明しています。
本ガイドは木材等級格付マニュアルでは
ありません。ここに掲載されている資料は、
買い主、ユーザー、およびスペシファイヤ
ーの皆様が、それぞれのニーズに合った等
級のサザンパイン材を選択される際の手引
きとしてご利用ください。
製材方法は工場によって異なります。粗
挽き、人工乾燥の輸出市場向けサザンパイ
ン材メーカーでは、お客様それぞれのニー
ズまたは用途に合った様々な仕様の木材を
生産する能力を備えています。

USING THIS BOOKLET
This publication includes photographs of
Southern Pine lumber, illustrating a range of typical
lumber grades. The samples shown are
representative lumber mill production practices. The
primary characteristic of each grade are defined,
along with the typical applications.
This publication is not a lumber grading manual.
The information presented here is intended as a
guide for buyers, users, and specifiers to properly
identify the grade of Southern Pine that best meets
their requirements.
Lumber production practices vary from mill to mill.
Manufacturers of rough, kiln-dried Southern Pine
destined for export markets have the capability to
produce lumber to different specifications and
variances, depending on the specific needs of a
customer, or the intended application.

サザンパイン材
サザンパイン材は、米国テキサス州東部
からバージニア州までの地域一帯に広く
成育してます。ダイオウマツ、ショートリ
ーフ・パイン、テーダマツおよびスラッシ
ュ・パインの主要４樹種をまとめて、サザ
ンパイン、またはサザンイエローパインと
呼んでいます。この4種から生産される全て
の木材がサザンパイン材として販売されて
おり、等級格付けはアメリカ針葉樹木材規
格委員会によって承認されたサザンパイン
材検査局（SPIB）認可の等級格付規定にも
とづいて行われています。利用範囲が広く
耐久性に優れた建築材であるサザンパイン
材は、下記のような特徴を備えています。
強度‐ サザンパイン材の設計価値は数
ある針葉樹材のなかでも特に優れおり、
「世
界で最も優れた構造用木材」として高い評
価を受けています。
耐久性‐ サザンパイン材は長年の使用
に耐える素材です。板張りの歩道、デッキ
およびフローリングなど人の通行が多い場
所に適しています。
留め具の固定‐ サザンパイン材は針
葉樹材のなかでも釘などの留め具を固定す
る能力に優れています。乾燥処理によりサ
ザンパイン材の留め具固定力はさらに高ま
ります。
防腐処理‐木材に防腐処理が必要な場
合には、これまでもサザンパイン材が広く
利用されてきました。サザンパイン材の独
特な細胞組織のお陰で防腐剤がむらなく深
く浸透し、木材を餌とするかび、白蟻およ
び微生物を寄せ付けません。
ほとんどの樹種はそのままでは防腐剤が
浸透しないため、まず最初に「切り込み」
(インサイジング)即ち木材表面の木目にそ
って一連の小さな細長い穴を開ける作業を
行わなければなりません。切り込みを入れ
ることによって、アメリカ木材防腐処理協

会（AWPA）の基準に合った十分な防腐処
理が可能になります。サザンパイン材は、
防腐処理前に切り込み作業を行う必要のな
い数少ない樹種のひとつです。
SOUTHERN PINE LUMBER
Southern Pine grows in a wide geographic belt,
stretching from East Texas through Virginia. The
name Southern Pine, or Southern Pine Yellow Pine,
is representative of a group of four principal tree
species: longleaf, shortleaf, loblolly, and slash.
Lumber from all four species is marketed as
Southern Pine and graded in accordance with the
grading rules of Southern Pine Inspection Bureau
(SPIB), approved by the American Lumber Standard
Committee. The natural characteristics that
distinguish Southern Pine as a most versatile and
durable building material are:
High Strength – Design values assigned for
Southern Pine are among the highest of all
softwoods. Southern Pine has earned a reputation
as the “Supreme Structural Wood of the World”.
Durability – Southern Pine is highly resistant
to wear. It is ideally suited for high-traffic applications
such as boardwalks, decks, and flooring.
Fastener Holding – Southern Pine’s ability to
hold nails and other fasteners is among the highest
of all softwoods. Drying (or seasoning) of Southern
Pine lumber enhances fastener-holding capability.
Treatability – Southern Pine has long been a
preferred species when pressure treatment with
preservatives is required. The unique cellular
structure of Southern Pine permits deep, uniform
penetration of preservatives, rendering the wood
useless as a food source for fungi, termites and
micro-organisms.
Most wood species do not readily accept
preservatives, and must first be incised, or
perforated with a series of small slits along the grain
of the wood’s surface. Incising allows sufficient
penetration of the preservative to meet American
Wood Preservers’ Association (AWPA) Standards.
Southern Pine is one of the few wood species that
does not require incising prior to treatment.
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木材の等級
サザンパイン材製品には、各種の等級お
よび寸法が揃っています。各木材等級では、
節目、干割れ、および縦裂けといった特性
に関して制限を設定しています。製造段階
で生じる欠陥に加えて、このような木材の
持つ特性は木材製品の外観全体に影響を及
ぼします。
木材製品の等級は、視覚検査によって製
材工場で製品一つ一つに対して行われ、決
められます。米国内建築市場向けの製品に
ついては、この検査では外観よりも各木材
製品の適切強度が判断されます。輸出用製
品では、各製品の適切強度とともに、その
外観も等級判断の重要な要素となります。
本ガイドに掲載された写真では、2002年
版SPIB標準等級格付規定および1982年版
SPIB輸出用等級格付規定に定められた各等
級のもとで認められている特性例を示して
います。この規定はアメリカ木材規格委員
会により認可されているもので、製品規格
PS 20-94に従ったものです。

買い主の注文書には、木材製品の等級を明
記してください。明記された等級は、買い主が
購入する木材等級が持つ特性について、買い主
と売り主に同意があったことを意味します。
LUMBER GRADES
Southern Pine lumber is produced in different
grades, as well as different sizes. Each lumber grade
limits certain characteristics such as knots, checks and
splits. Along with manufacturing imperfections, these
characteristics will contribute to the overall appearance
of a piece of lumber.
At the mill, lumber grades are assigned by visual
inspection of each piece. For lumber destined to be
used in U.S. construction markets, this inspection is
more a judgement of the relative strength properties
within a piece than of its appearance. For material to be
exported, appearance considerations as well as
relative strength properties of a piece are often a
deciding factor in assigning a lumber grade.
The samples pictured in this publication include
examples of allowable characteristics within each
grade, as described in SPIB’s 2002 Standard Grading
Rules, and SPIB’s Export Grading Rules, 1982 Edition,
approved by the American Standards Committee, in
accordance with Product Standard PS 20-94.
A complete lumber grade description should be
included with any buyer’s order, and is considered an
agreement between buyer and seller of specific
characteristics allowed within each grade purchased.

デンス（高密度）
（木目のつまっている材）
密度も木材の強度に影響を及ぼす特性
のひとつです。木目の緻密さは樹木の成
長速度と関連しています；1インチ
(25mm)の厚みに年輪の数が多いほど木材
の密度が高いことになります。
SPIBのサザンパイン材標準等級格付規
定に定義されているように、木材の等級
格付けのため、密度は二種に分類されて
います：
高密度材―1インチ (25mm) あたりの年
輪数が6以上で少なくとも3分の1が夏材で
あるもの、または1インチ (25mm) あたり
の年輪数が４で少なくとも50%が夏材で
あるもの。
低密度材（目あら材）― 高密度材より
も年輪数および夏材が少ないもの。
高密度材は、目あら材より強固で、高
い許容応力度が要求される場合に利用さ
れます。

グレードマークのついたサザンパイン材をご指定ください
高品質のサザンパイン材は、サザンパイ
ン検査局 (SPIB) の等級格付規定に従って等
級格付けされています。SPIB、木材製品検
査株式会社、再生可能資源協会株式会社
(RRA) 始めその他の機関が、SPIBの等級格
付規定によりサザンパイン材を検査し、等
級判断を行なうことを正式に認められてい
ます。
サザンパイン木材製品の一つ一つに付け
られた認可グレードマークは、皆様に指定
された製品を確実にお受け取りいただくた
めの証です。グレードマークには、製品の
等級、含水率、メーカーを示す工場識別番
号とともに、検査機関 (SPIB、TPまたは
RRA) が記載されています。米国南部林産
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物協会 (SFPA) の会員はグレードマークに協会
のロゴを加えることもできます。
SPECIFY GRADE-MARKED SOUTHERN PINE
Quality Southern Pine lumber is graded in accordance
with the grading rules of the Southern Pine Inspection
Bureau (SPIB). SPIB, Timber Products Inspection, Inc.
(TP), Renewable Resource Associates, Inc. (RRA) and
other organizations are accredited by American Lumber
Standard Committee, Inc. (ALSC) to inspect and grade
mark Southern Pine lumber in accordance with SPIB
grading rules.
An authorized grade mark on each piece of Southern
Pine lumber assures the buyer that the product specified
is being received. The inspection agency is identified
(SPIB, TP or RRA among others**) along with the grade of
the piece, its moisture content, and a mill number
identifying the manufacturer. SFPA members can include
the association’s logo in the grade mark, but this logo is
optional.

1.

4

検査機関：サザンパイン材検査局 (SPIB) Inspection Service:
Southern Pine Inspection Bureau (SPIB)

2. 検査機関：木材製品検査株式会社 (TP) Inspection Service:
Timber Products Inspection, Inc. (TP)

7
5
8
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3. 検査機関：再生可能資源協会株式会社 (RRA) Inspection
Service: Renewable Resource
Associates, Inc. (RRA)
4. 木材等級 Lumber Grade
5. 製材工識別番号 Mill Identificaiton Number
6. 樹種 Lumber Species
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7. （オプション）米国南部林産物協会 (SFPA) 加盟工場であること
を示すロゴ (optional) Logo denoting a member mill of
Southern Forest Products Association (SFPA)
8. 含水率：人工乾燥19%以下* Moisture Content: (MC) Kiln-dried
(KD) to a maximum of 19%*

7
5

6
4

3

6

7
5

8

10

9. 含水率：人工乾燥15%以下* Moisture Content: (MC) Kiln-dried
(KD) to a maximum of 15%*
10. 海外輸出における植物衛生上の規定を満たす熱処理材 HeatTreated lumber that meets phytosanitary requirements for
international shipments
* 含水率 (MC) に関する情報は以下のように記されています。人工乾
燥19%以下は「KD」または「KD19」
、人工乾燥15%以下は「KD15」
、自
然乾燥後人工乾燥15%以下は「MC15」
。
*Information regarding Moisture Content (MC) can be denoted as
“KD” or “KD19”, kiln-dried to 19% moisture content; “KD15”, kilndried to 15% moisture content; “MC15”, air dried and/or kiln-dried
to a maximum moisture content of 15%.

** 注：SPIBの等級格付規定により、全ての、もしくは一部のサザンパイン材製品検査を行なう、以下のようなALSC公認機
関が他にもあります。カリフォルニア製材検査局 (CLIS)、北東部製材製造協会 (NELMA)、西海岸製材検査局 (WCLIB)、米国
西部木材製品協会 (WWPA)。
**NOTE: Other agencies are accredited by ALSC to inspect and grade all or selected Southern Pine products according to SPIB Grading
Rules, including: California Lumber Inspection Service (CLIS); Northeastern Lumber Manufacturers Association (NELMA); West Coast
Lumber Inspection Bureau (WCLIB); and Western Wood Products Association (WWPA).

Pictured: 2x4 Dense Select Structural (top);
2x4 No. 1 NonDense (bottom)

本ガイドでは目あら材の等級を紹介し
ています。高密度材等級の木材を生産す
るサザンパイン材製材工場もありますが、
高密度等級製品の供給には限りがありま
す。高密度材の等級は下記のように決め
られています：

高密度材セレクト構造材
No. 1 高密度材
No. 2 高密度材
Dense Lumber
Wood density is another characteristic that
affects the strength of a piece of lumber. Density is
related to a tree’s rate of growth; the more annual
growth rings per inch, the greater the density of
the lumber.
For purposes of lumber grading, and as defined
with the SPIB Standard Grading Rules for
Southern Pine Lumber, density is divided into two
classifications:
Dense – six or more annual growth rings per inch
and at least one third summerwood, or four rings
per inch and at least 50% summerwood.
NonDense – fewer rings and less summerwood
than in dense lumber.
Pictured:2x4 Dense Select Structural (top);
2x4 No. 1 NonDense (bottom)
Dense lumber, which is stronger than
nondense lumber, may be specified when higher
design values are required.
For this publication, nondense grades are
pictured. Certain Southern Pine mills produce
dense grades, though availability of all dense
grades may be limited. Grade designations for
dense lumber are:
Dense Select Structural
No. 1 Dense
No. 2 Dense
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コンストラクション
木材の製材方法は工場によって異な
ります。サザンパイン材製材工場の多
くが、「コンストラクション」という分
類で輸出市場向けに木材の生産販売を
行っています：

No. 1 コンストラクション
No. 2 ベター
No. 3 ベター
この等級の木材はすべて粗挽きしたも
のを人工乾燥したもので、呼称通りの幅、
厚みにカットされています。そして、
SPIB等級格付規定に定められた該当木材
等級の要件も満たしています。このコン
ストラクションは、米国外の輸入業者、
買い主およびスペシファイヤーの皆様に
ご利用いただけます。ニーズに合わせて
再製材したり、特定のサイズ（たとえば
メートル単位で）またはパターンに再カ
ットすることができます。
CONSTRUCTION GRADES
Lumber production practices vary among mills.
Many Southern Pine mills produce and market
material destined for export markets classified
under a category known as “Construction
Grades”:
No. 1 Construction Grade
No. 2 & Better
No. 3 & Better
This material is all rough-sawn, kiln-dried
lumber cut to full dimension widths and
thicknesses, and graded to meet the
requirements of the corresponding lumber grade
as described in the SPIB Standard Grading Rules
for Southern Pine Lumber, 1994 Edition.
Construction Grades are made available to
importers, buyers and specifiers outside the U.S.
for custom remanufacturing, or to be resawn to
specific sizes (e.g. metric) or patterns.

人口乾燥で正確な製品作り
Aサザンパイン材の大部分には、含水
率が19%以下になるように人工で適切な
乾燥処理が施されています。人工乾燥は、
単に寸法を正確に保ち強度や外観の美し
さを高めるだけでなく、実際に使用され
る最終製品における収縮をも最小限に押
える効果があります。さらに、不要な微
生物の転移を防ぐ殺菌方法としても広く
利用されています。
サザンパイン材の等級規定では、厚さ2
インチ (50mm) 以下の木材における含水
率を19%以下に制限しています。「KD19」
と指定されている場合には含水率は19%
以下です。含水率制限は、買い主への出
荷時、また表面加工が施された木材の場
合には表面加工時に適用されます。製品
に付けられた認可グレードマークは、サ
ザンパイン材が適切に乾燥されているこ
とを証明するものです。また、十分な殺
菌が行われた証として、このグレードマ
ークはほとんどの輸入国からの信頼を得
ています。
木材は周囲環境の温度および湿度によ
って水分を吸収・発散します。通常の出
荷では、含水率19%以下に乾燥されたサ
ザンパイン材では平均で15%、含水率
15%に乾燥されたものでは平均12%の水
分を含んでいます。
人工乾燥サザンパイン材は、出荷後も
寸法の狂いを防ぐために適切な状態で保
管されることが大切です。費用がかさむ
だけでなく見苦しい反り、変色および曲
がりなどの問題が少ない人工乾燥木材は、

ビルダーをはじめとしたユーザーの皆様
にとっては魅力です。
KILN DRYING ASSURES
DIMENSIONAL STABILITY
The vast majority of Southern Pine lumber
production is properly seasoned, by drying in a kiln, to a
maximum moisture content of 19%. Kiln drying the
lumber not only improves dimensional stability, its
strength and appearance, but also minimizes shrinkage
of the final product in service. In addition, kiln drying is
an accepted method of sterilizing the lumber from the
unwanted transfer of micro-organisms.
Southern Pine grading rules restrict moisture content
of lumber 50mm (2") or less in thickness to a maximum
of 19%. If specified as “KD19”, the maximum is 19
percent . Moisture content restrictions apply at the time
of shipment to the buyers, as well as at the time of
dressing if dressed lumber is involved.
Material identified by a certified grade mark is
evidence that the Southern Pine lumber has been
properly seasoned, and is considered sterilized by most
importing countries.
Lumber absorbs or loses moisture depending on the
surrounding temperature and humidity. Within a typical
shipment, Southern Pine lumber dried to a maximum
moisture content of 19% will average 15% and if dried to
a maximum moisture content of 15% will average 12%.
Once kiln-dried Southern Pine shipments are
delivered, proper storage is essential to maintain
dimensional stability. For builders and other users, kilndried lumber reduces costly and unsightly problems
such as warp, twist, stain, and crook.

環境資産

AN ENVIRONMENTAL ASSET
木材製品はその他の建築資材と比較しても、価格
や施工面で多くの利点があります。そのため、木材
の使用が素晴らしい環境への財産であることがしば
しば忘れられがちです。
木材は再加工、再利用が可能で、土壌中で生物分
解されます。構造用建築資材においても最も優れた
断熱材であり、木材建築の場合、冷暖房に使用する
エネルギーが少ないため、限りある化石燃料や石炭
の節約につながるのです。また、木材を製品加工す
る際にも、鉄、アルミニウム、石材、プラスチック
の場合と比べても使用するエネルギーが少ないた
め、大気や水質汚染への影響も少なくなります。
木材は再生も可能です。非木材製品に使用される
金属や石油は再生不可能であり、１度使えばそれで
終わりなのです。
しかし木材は永遠です。世間の憶測に反して、ア
メリカが木材を使い果たしたという事実はありませ
ん。アメリカ国内では、伐採や病気、害虫、火災な
どで失われる樹木よりも多くの樹木が毎年生育され
ています。今日では、国土の3分の1が森林に覆われ
ており、これは75年前をはるかに上回ります。さら
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に1日に4百万本の植林が行われており、これは1年間
で、アメリカ人１人あたり５本の割合に相当します。
最後に、森林に生育するこれらの樹木は温暖化ガ
スや二酸化炭素を取り除きし、私たちに必要な酸素
を放出しています。これ以上の環境における還元サ
イクルはありません

Wood products have so many cost and
construction advantages over other building materials
that it is easy to forget what an environmental asset it
is to use wood.
We sometimes forget that wood is naturally
reusable, recyclable and biodegradable. Or the best
insulator of all structural building materials, thus
conserving finite fossil fuel and coal by requiring less
energy to heat an cool a home built with wood. Or that
it takes far less energy to transform trees into wood
products than it does to manufacture steel, aluminum,
masonry or plastic products. Less pollution of the air
and water, too.
Wood is also renewable. Ores and petroleum used
for nonwood products, once use are not renewable.
They are gone forever.
Trees however, are forever. Contrary to what
alarmists say. America is not running out of trees.
More trees are grown each year in the U.S. than are
harvested or lost to disease. insects and fire. A third
of America is covered with trees today, more than we
had 75 years ago. And being planted at the rate of
nearly four million a day -- five trees a year for every
American.
Finally, remember that a growing forest removes
the greenhouse gas carbon dioxide, while giving off
life-sustaining oxygen. Can you think of a better
environmental exchange than that?

セレクト構造材
セレクト構造材は高品質等級で、強度または硬
さを損なわせる特性はあまり見られません。優
れた強度、硬さ、外観の美しさが求められる用
途に最適です。一般には、天井、床根太、木材
をそのまま見せた屋根たるきなどに使われます。
SELECT STRUCTURAL
This is a high-quality grade, relatively free of characteristics which
impair strength or stiffness. Recommended for uses where high
strength, stiffness, and good appearance are desired.
Typical applications may include ceiling and floor joists, and
exposed roof rafters.

写真：2x4 (38mm x 89mm) セレクト構造材 長さ：12フィート (3.94m)
Pictured: 2x4 (38mm x 89mm) Select Structural; Length: 12' (3.94m)
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NO. 1

No. 1は、一般ユティリティー用および強度、硬さ、美観が求められる建築に適
しています。優れた強度が求められる構造計算されたトラスの下弦材、またはロ
ングスパンの床根太によく利用されます。
NO. 1
This grade is recommended for general utility and construction where high strength, stiffness, and good
appearance are desired. Typical uses may include the bottom chord of an engineered truss, the part where
is highest strength is required, or for long-span floor joists.

写真：2x6 (38 mm x 140mm) No.1 長さ：10フィート (3.048mm)
Pictured: 2x6 (38mm x 140mm) No. 1 Length: 10' (3.048m)
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No. 1
コンストラクション

粗挽き、人工乾燥。厚み、幅ともに実寸で製材されています。
NO. 1

CONSTRUCTION GRADE
Rough sawn, kiln dried, and manufactured to full dimension sizes in thickness and width.*

写真：2x6 (50mm x 100mm) No. 1 コンストラクション
長さ：10フィート(3.048mm)

ページの「コンストラクション 」製品説明を参照。
2ペ
*See the product description
“Construction Grades” on page 2.

Pictured: 2x6 (50mm x 100mm) No.1 Construction Grade
Length: 10' (3.048m)
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No. 2

No. 2は最も一般的な等級で、やや高い許容応力度が求められる一般建築に適して
います

No. 2
This grade is the most commonly available and is recommended for most general uses where moderately high
design values are required.

写真：2x6 (38mm x 140mm) No.2; 長さ：10フィート (3.048mm)
Pictured: 2x6 (38mm x 140mm) No. 2; Length:10' (3.048m)
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No. 2 ベター

粗挽き、人工乾燥。厚み、幅ともに実寸で製材されています。
NO. 2 & BETTER CONSTRUCTION GRADE
Rough sawn, kiln dried, and manufactured to full dimension sizes in thickness and width.*

写真：2x6 (50mm x 150mm) No. 2 コンストラクション
長さ：10フィート (3.048mm)
Pictured: 2x6 (50mm x 150mm) No. 2 Construction Grade
Length: 10' (3.048m)

ページの「コンストラクション 」
* 2ペ
製品説明を参照 。
*See the product description
“Construction Grades” on page 2.
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No. 3

この等級は幅広い設計要件を満たす許容応力度を有しています。外観が重視されない一般建築に
適しています。No.2と同等の品質ですが、何らかの欠点のためにNo. 3に格下げされています。こ
の木材等級は一般にトラスウェッブとして使用されるほか、パレット、コンクリート型枠材およ
びその他の工業用途に使用されます。
NO. 3
This grade is assigned design values to meet a wide range of design requirements. It is recommended for general construction applications
where appearance is not a controlling factor. Many pieces within this grade would qualify as No. 2 except for a single limiting characteristic. This
lumber grade is commonly used for truss webs, or for non-building applications such as pallets, concrete forming, and other industrial uses.

写真：2x6 (38mm x 140mm) No. 3
長さ： 10フィート (3.048mm)
Pictured: 2x6 (38mm x 140mm) No. 3; Length: 10' (3.048m)
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No. 3ベター

粗挽き、人工乾燥。厚み、幅ともに実寸で製材されています。*
NO. 3 & BETTER CONSTRUCTION GRADE
Rough sawn, kiln dried, and manufactured to full dimension sizes in thickness and width.*

* 2ページの「コンストラクション」製品説明
を参照。
*See the product description
“Construction Grades”
on page 2.
Pictured: 2x6 (50mm x 150mm) No. 3 Construction Grade Length: 10' (3.048m)
写真： 2x6 (50mm X 150mm) No. 3 コンストラクション
長さ： 10フィート (3.048mm)
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サップ
（白太）

粗挽き。人工乾燥含水率19%以下。この製品には厚さ7/8インチ (22mm)、幅3インチ (75mm)
以上のサイズのものから、厚さ3インチ (75mm)、幅3インチ (75mm) 以上のサイズのものがあ
ります。サップグレードは主に再製材および再製造に利用され、建具、モールディング、木
工品、家具、パネル、サイディングなどの生産に利用されます。
SAPS
Rough sawn, and kiln dried to a maximum moisture content of 19%, this material measures 7/8" x 3" and wider through 3" x 3" and wider. Saps
are primarily used in resaw and remanufacturing operations to produce items for joinery, moulding, millwork, furniture, paneling, and drop siding.

写真：1x4 (25mmx100mm) サップ
長さ：10フィート (3.048mm)
Pictured: 1"x4" (25mm x 100mm) Saps
Length: 10' (3.048m)
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注：この製品については、出荷に先立って買い主と売り主間で
当等級材の内容詳細が決定されます。
NOTE: Prior to shipment, the buyer and seller will
determine what constitutes a complete grade
description of this material.

プライム

粗挽き、人工乾燥含水率19%以下。この製品には、厚さ1-1/2インチ (37.5mm)、幅4インチ (100mm) 以
上のサイズから4インチ x 4インチ (100mm x 100mm) 以上のサイズのものがあります。プライム製品
からはディメンション材に近い厚手のサイズを再製造することができます。木材をそのまま見せるた
るきのような構造材として利用することもできます。家具、フローリング、建具に最適。
PRIME
Rough sawn and kiln dried to a maximum moisture content of 19%, this material measures
11⁄2" x 4" and wider through 4" x 4" and wider. Prime material can be remanufactured into thicker sizes, similar to dimension. It may be
suitable for structural uses, such as exposed rafters. It is also ideal for furniture, flooring, and joinery applications.

写真：3x8 (75mmx200mm) プライム
長さ：10フィート (3.048mm)
Pictured: 3"x8" (75mm x 200mm) Prime
Length: 10' (3.048m)

注：この製品については、出荷に先立って買い主と売り主間で、
当等級材の内容詳細が決定されます。
NOTE: Prior to shipment, the buyer and seller will determine
what constitutes a complete grade description of this material.
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マーチャンタブル

この製品は大きなサイズの製品を目的とした再製造業に適しています。SPIB輸出等級規定によ
ると、この粗挽き製品の寸法は6インチ x 6インチ (150mm x 150mm) 以上とされています。この
木材は木目が緻密でなければならず、下記のような特性を持っています。
● 縦裂け、穴、腐れ、大きな表面干割れのないこと
MERCHANTABLE TIMBERS
This material is suitable for remanufacturing operations requiring finished material of large sizes. According to the SPIB Export
Grading Rules, this rough-sawn material measures 6" x 6" and larger. These timbers must be dense grain, and permit certain
characteristics, including: • No splits, holes, or unsoundwood • Large surfaces checks

写真：3x8 (75mm x 200mm) マーチャンタブル
長さ：10フィート(3.048mm)
Pictured: 3"x8" (75mm x 200mm)
Prime Length: 10' (3.048m)
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注：「マーチャンタブル」と表示して販売されているサザンパイン材のサイズにはかなりの開きがあり、
SPIB輸出等級規定で指定された6インチ x 6インチ (150mm x 150mm) のサイズより小さいものもしばしば含
まれています。このようなサイズの開きは一般に、木材資源を最大限に利用する製材方法によるものですが、
このような製材方法は一般に広く受け入れられています。
NOTE: Available sizes of Southern Pine timbers marketed as “merchantable” vary
widely, often smaller than the 6" x 6" size specified in the SPIB Export Grading Rules.
This descrepancy is usally the result of standard and accepted lumber production
practices intended to achieve maximum recovery from the timber resource.

モールディング用材
高品質のモールディング用材
は、モールディング、建具、
家具などの特殊製品への再製
造に適しており、幅1インチ
(25mm) 以上、長さ10フィート
(3,048mm) 以上のストリップに
縦挽きすることができます。
品質が最も劣る面をもとに等
級格付けがされています。通
常、幅6インチ (150mm) から
12インチ (300mm) の乱尺で生
産され、厚みは4/4 (25mm) か
ら 8/4 (50mm)。 2面 仕 上 げ
(S2S)、人工乾燥最高含水率
12%。
MOULDING STOCK
This high-quality grade is recommended
for remanufacturing into specialty
products, including mouldings, millwork
items and furniture. Moulding stock is
material suitable for ripping into strips 1"
(25mm) and wider, 10' (3,048m) and
longer. It is graded from the poorest face.
Typically, this grade is produced in
random widths ranging from 6" (150mm)
through 12" (300mm); thicknesses range
from 4/4 (1" or 25mm) through 8/4 (2" or
50mm). Typically, this material is
surfaced two sides (S2S), and kiln dried
to a maximum moisture content of 12%.

注：サンプルに示された裁断線は、当等級
材がどのように使用できるかを図を使って
補足説明するために描かれたものです。通
常、縦挽きが横挽きに先立って行われます。
NOTE: Cutting lines shown on these
samples are representational. These
lines serve only as a visual guide to
supplement the explanation of how
this grade of material may be used.
Typically, rips are made before
crosscuts.

写真：
2x6 (38x140mm)、2x8 (38x190mm)、2x10
(38x250mm)、
2x12 (38x300mm) のモールディング・ショップ
長さ：16フィート (4.88mm)
Pictured:
2x6 (38mm x140mm)
2x8 (38mm x 190mm)
2x10 (38mm x 250mm)
2x12 (38mm x 300mm)
Moulding Shop Grade
Length: 16' (4.88m)
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No. 1ショップ
高品質のこのショップ材は、
モールディング、窓／ドア部
材、さらに家具などの特殊製
品への再製造に適しており、
幅6インチ (150mm) から12イ
ン チ (300mm)、 厚 さ 4/4
(25mm) から8/4 (50mm) までの
乱尺で生産されています。通
常この等級材は、2面仕上げ
(S2S)、人工乾燥最高含水率
12%。
NO. 1 SHOP GRADE
This high-quality grade is recommended
for remanufacturing into specialty
products, including mouldings, window
and door components, as well as
furniture. This grade is produced in
random widths ranging from 6" (150mm)
through 12" (300mm); thicknesses range
from 4/4 (1" or 25mm) through 8/4 (2" or
50mm). It is graded from the poorest
face. Typically, this material is surfaced
two sides (S2S), and kiln dried to a
maximum moisture content of 12%.

注：サンプルに示された裁断線は、当等級
材がどのように使用できるかを図を使って
補足説明するために描かれたものです。通
常、縦挽きが横挽きに先立って行われます。
NOTE: Cutting lines shown on these
samples are representational. These
lines serve only as a visual guide to
supplement the explanation of how
this grade of material may be used.
Typically, rips are made before
crosscuts.

写真：2x6 (38x140mm)、2x8 (38x190mm)、
2x10 (38x250mm)、
2x12 (38x300mm) のNo. 1ショップ
長さ：16フィート (4.88mm)
Pictured:
2x6 (38mm x140mm)
2x8 (38mm x 190mm)
2x10 (38mm x 250mm)
2x12 (38mm x 300mm)
No.1 Shop Grade
Length: 16' (4.88m)
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No. 2ショップ
この等級は、建具、家具、お
よび窓／ドア部材など特殊製
品への再製造に適しており、
幅6インチ (150mm) から12イ
ン チ (300mm)、 厚 さ 4/4
(25mm) から8/4 (50mm) の乱尺
で生産されています。等級格
付けは、品質の最も劣った面
をもとに行われています。2面
仕上げ、人工乾燥最高含水率
12%。
NO. 2 SHOP GRADE
This grade is recommended for
remanufacturing into specialty products,
including millwork items, furniture, plus
window and door components. This
grade is produced in random widths
ranging from 6" (150mm) through 12"
(300mm); thicknesses range from 4/4 (1"
or 25mm) through 8/4 (2" or 50mm). It is
graded from the poorest face. Typically,
this material is surfaced two sides (S2S),
and kiln dried to a maximum moisture
content of 12%.

注：サンプルに示された裁断線は、当等級
材がどのように使用できるかを図を使って
補足説明するために描かれたものです。通
常、縦挽きが横挽きに先立って行われます。
NOTE: Cutting lines shown on these
samples are representational. These
lines serve only as a visual guide to
supplement the explanation of how
this grade of material may be used.
Typically, rips are made before
crosscuts.

写真：2x6 (38x140mm)、2x8 (38x190mm)、
2x10 (38x250mm)、
2x12 (38x300mm) のNo. 2ショップ
長さ：16フィート (4.88mm)
Pictured:
2x6 (38mm x140mm)
2x8 (38mm x 190mm)
2x10 (38mm x 250mm)
2x12 (38mm x 300mm)
No.2 Shop Grade
Length: 16' (4.88m)
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縁取りデッキ材

この製品は、プレミアムとスタンダードの2つの等級に分類されます。外観の美しさを誇るプ
レミアム等級は、4隅いずれにも半径1/4インチ (6.35mm) の縁取りが施されています。幅の如
何を問わず、仕上りの厚さは1インチ (25mm)。屋外デッキ用木材として、またはプランター、
ベンチおよび階段材として利用できるよう、通常この等級の製品には防腐剤が加圧注入されて
います。この製品はR.E.D.と呼ばれ、グレードマークもそのように表示されています。
RADIUS EDGE DECKING – R.E.D.
This material is available in two grades. Premium and Standard; Premium grade offers higher appearance characteristics. This
material features a rounded surface on all four edges; the rounding is on a radius of 1/4" or 6.35mm. In all widths, the dressed
thickness is 1" or 25mm. Typically, this product is pressure treated with a waterborne preservative for outdoor deck surfaces, as well
as for planters, benches and steps. The product designation “R.E.D.” is included within the certified lumber grade mark.

プレミアム等級 PREMIUM GRADE

写真：5/4 x 6インチ (25mmx140mm) 長さ：10フィート (3.048mm) 水溶性防腐剤加圧処理
防腐溶剤による圧力処理。プレミアム等級 (写真左)、スタンダード等級 (写真右)
Pictured: 5/4x6" (25mm x 140mm) Radius Edge Decking - R.E.D.
Length: 10' (3.048m) Pressure treated with a waterborne preservative.
Premium Grade (left); Standard Grade (right)

スタンダード等級 STANDARD GRADE

注：この製品は、SPIBの縁取りデッキ材製品規則1986年版に従って
等級付けされています。
NOTE: This product is graded according to SPIB’s Special
Product Rules for Radius Edge Decking, 1986 Edition.

木口断面 END PROFILE

通常のR.E.D.認可グレードマーク
TYPICAL R.E.D. CERTIFIED GRADE MARKS
1", 25mm
5 1⁄2", 140mm
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V型さねはぎ
ドロップサイディング、
パネル
この最高品質の製品は、外壁用ドロップ
サイディングや内装用パネルに最適で
す。接合部分のV字型の切り込みが特徴
です。通常生産されているのは呼称寸法
幅が6インチ（150mm）、長さは8フィ
ート（2.44m）から16フィート
（4.88m）までです。厚さは製材工場
によって異なりますが、3/4インチ
（19mm）
、もしくは5/8（16mm）が
最も一般的です。
この製品の特筆される点は優れ
た美観です。C&Btrは一般的に
最も需要があります。クリアー
級に属しますが、規定範囲内の表面の縦
裂けや締まった小節が見受けられること
があります。塗装にもナチュラル仕上げ
にも非常に適しています。

写真：1×6（19mm × 150mm）V型さねはぎC&Btr
Pictured:1x6 (19mm x 150mm) V-Groove, C&Btr Grade

1 "
⁄4

1 "
⁄4
(6.35mm)

D
この製品は比較的高品質で、いくつかの
小節や縦裂けがあります。塗装にもナチ
ュラル仕上げにも適しています。

3/4"
(19mm)
5 1⁄8" (130mm)

No.2
さらに多くの大きな締まった節が散在し
ており、あまり美観が重視されない一般
用途に適しています。
V-GROOVE PATTERN
Drop Siding, Paneling
This high-quality material is recommended for exterior
drop siding or interior paneling applications. Adjacent
pieces of this pattern form a distinctive "V" joint.
Typically produced in a nominal width of 6˝ (150mm),
available lengths range from 8´ (2.44m) to 16´
(4.88m). Dressed thickness will vary by
manufacturer; 3/4˝ (19mm) and 5/8˝
(16mm) are the most common.
This product is generally noted
for its high-quality
appearance. A grade of
C&Btr is most
commonly
specified. This is a
clear grade, but a limited
number of surface checks and small
tight knots are permitted. This grade is
excellent for painting or a natural finish.

D Grade
This is a good-quality grade containing
some small knots and checks. It is suitable for a
painted or natural finish.
No.2 Grade
This grade contains more numerous and larger tight knots. It is suitable for
less demanding, general-purpose uses.
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両玉縁
両玉縁（DB）天井
この高品質の製品は内装パネルに適して
おり、一般的に天井や壁板に使用されま
す。表面に見られる模様は、特徴的な玉
縁により一層映えます。通常は呼称寸法
幅が4インチ（100mm）、長さは8フィー
ト（2.44m）から16フィート（4.88m）ま
でです。厚さは製材工場によって異なり
ますが、3/4インチ（19mm）、もしくは
5/8（16mm）が最も一般的です。
C&Btr級の特筆すべき点は優れた美観であ
り、一般的に最も需要があります。クリア
ー級に属しますが、規定範囲内の表面の縦
裂けや締まった小節が見受けられます。塗
装にもナチュラル仕上げにも最適です。

D

写真：1x4 (19mm x 100mm）両玉縁 (DB) 天井C&Btr

比較的高品質の製品で、小節と縦裂けが
いくつか見られます。塗装にもナチュラ
ル仕上げも適しています。

No.2
より多くの大きな締まった節が散在して
おり、あまり美観が重視されない一般用
途に適しています。
DOUBLE-BEADED PATTERN
DB CEILING
This high-quality material is recommended for interior
paneling applications, typically for ceilings and
wainscoting. Surfaces using this pattern are highlighted
by the distinctive raised double bead. Typically
produced in a nominal width of 4˝ (100mm), available
lengths range from 8´ (2.44m) to 16´ (4.88m). Dressed
thickness will vary by manufacturer; 3/4˝ (19mm) and
5/8˝ (16mm) are the most common.
A grade of C&Btr is noted for its high-quality
appearance, and is most commonly specified. This is a
clear grade, but a limited number of surface checks and
small tight knots are permitted. This grade is excellent
for painting or a natural finish.
D Grade
This is a good-quality grade containing some small
knots and checks. It is suitable for a painted or natural
finish.
No.2 Grade
This grade contains more numerous and larger tight
knots. It is suitable for less demanding, generalpurpose uses.
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Pictured: 1x4 (19mm x 100mm) DB Ceiling, C&Btr Grade

31⁄8" (78mm)
3/4"
(19mm)

フローリング
この高品質の製品は、屋内のフローリン
グに最適です。一般的な呼称寸法幅は2イ
ンチ（50mm）から6インチ（150mm）で
す。さらに広い製品も製造されています。
入手可能な長さは8フィート（2.44m）か
ら16フィート（4.88m）までです。厚さ
は製材工場によって異なりますが、3/4イ
ンチ（19mm）、もしくは5/8（16mm）が
最も一般的です。厚さ1インチと表記され
た製品の実寸は3/4インチ、5/4インチと表
記されている場合の実寸は1インチとなり
ます。特に表記がない場合、この製品は
さねはぎ加工、プレーンエンドです。

（上）1x4（19mm x 100mm）
C&Btrさねはぎフローリング材板目
Pictured:
(Above)
1x4 (19mm x 100mm) C&Btr
T&G Flooring, Vertical Grain
（左）1x4（19mm x 100mm）
C&Btrさねはぎフローリング材柾目
(Left)
1x4 (19mm x 100mm) C&Btr
T&G Flooring, Flat Grain

製造工程において、原木の裁断方向が木
目方向の決め手となります。板目のサザ
ンパイン・フローリング材は幅広く入手
可能です。柾目のフローリング材は板目
よりも消耗が少ないため、人の通行が多
い場所に適しています。

板目
FLAT GRAIN

C&Btr
3/4"
一般的に最高の外観と仕上がりが求めら (19mm)
れる場合に使用されます。フローリング
材の等級は外観基準が定められ、締まっ
た節や縦裂け、たわみなど欠点の数によ
り決定されます。

柾目
VERTICAL GRAIN

3 1⁄8" (78mm)

No. 2
表面はNo.2ボード同様の品質が求められ
ます。この等級のフローリング材は外観
があまり重要視されない用途で幅広い活
用度があります。
FLOORING
This high-quality material isrecommended for interior
flooring applications. Nominal standard widths range from
2˝ (50mm) to 6˝ (150mm). Wider widths are also
manufactured. Available lengths range from 8´ (2.44m) to
16´ (4.88m). Dressed thickness will vary by manufacturer;
3/4˝ (19mm) and 1˝ (25mm) are the most common.
Material specified as 1˝ has an actual thickness of 3/4˝;
material specified as 5/4 has an actual thickness of 1˝. If
not otherwise specified, this material will have tongue-andgroove (T&G) edges and plain ends.
During manufacture, the position of the log relative
to the saw cut determines the wood grain's orientation.
Flat grain Southern Pine flooring is more widely
available. Vertical or edge grain flooring features a
harder wearing surface than flat grain material, and may
be desirable in high-traffic applications.
C&Btr Grade
This grade is the most commonly specified for
optimum appearance and satisfies requirements for a
high-quality finish. Flooring grades are based upon
appearance criteria, limiting defects such as tight knots,
splits, or wane.

写真：
（上）1x4（19mm x 100mm）
C&Btrさねはぎフローリング材柾目
1x4 (19mm x 100mm)
C&Btr T&G Flooring,
Flat Grain

（左）1x4 （19mm x 100mm）
C&Btrさねはぎフローリング材板目
1x4 (19mm x 100mm)
C&Btr T&G Flooring,
Vertical Grain

No.2 Grade
This grade requires a face as good as No.2 Boards.
This grade of flooring features high utility value where
appearance is less important.
写真：1×6（19mm×150mm）
さねはぎNo. 2グレードフローリング材
Pictured: 1x6 (19mm x 150mm) T&G No.2 Flooring
注：製品リストや施工、手入れ方法などサザンパインのフロ
ーリング材に関する詳細は、サザンパイン協議会が発行する
「サザンパインのフローリング材ガイド」に記載されています。
入手方法は、21ページをご参照ください。
Note: Detailed information about Southern Pine
flooring – product selection, installation and
maintenance – is provided in the booklet “A Guide to
Southern Pine Flooring” available from the Southern
Pine Council. To obtain a copy, refer to page 21.
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ボード
SPIB等級規則によると、ボードに分類
される製品は、厚さ1インチから1-1/2
インチ、幅2インチの製品です。この4
面仕上げの製品は、幅色い寸法と等級
が入手可能で、あらゆる用途、価格、
外観の条件を満たします。棚、梱包、
枠材などの用途に加え、様々な製品に
も再加工されます。
厚さは製材工場によって異なります
が、3/4インチ（19mm）、もしくは1
（25mm）が最も一般的です。厚さ1イ
ンチと表記されている製品の実寸幅は
3/4インチ、5/4と表記されている場合
は1インチとなります。一般的な呼称
寸法幅は2インチ（50mm）から12イ
ンチ（305mm）です。入手可能な長さ
は8フィート（2.44m）から16フィート
（4.88m）です。
BOARDS
According to SPIB Grading
Rules, Boards are classified as material measuring
1˝ to 1-1/2˝ thick, 2˝ and wider. This S4S material is
available in a wide range of sizes and grades,
meeting most any requirement for utility, economy,
and appearance. Uses include shelving, packaging
and form lumber. Boards may also be
remanufactured into a variety of patterns.
Dressed thickness will vary by manufacturer; 3/4˝
(19mm) and 1˝ (25mm) are the most common.
Material specified as 1˝ has an actual thickness of
3/4˝; material specified as 5/4 has an actual
thickness of 1˝. Nominal standard widths range
from 2˝ (50mm) to 12˝ (305mm). Available lengths
range from 8´ (2.44m) to 16´ (4.88m).
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NO.1

この製品は美観に優れています。
締まった生き節もほとんどないため、
仕上がりが重視される場合に最適です。
NO.1 GRADE
This material features superiorappearance characteristics:
generally few sound, tight knots and suitable for a high-quality finish.
写真：No.1 1x6 (19mm x 150mm) ボード
Pictured: No.1 1x6 (19mm x 150mm) Boards

No.2
比較的高品質なこの製品は、シージング、塀、
梱包、棚などの一般用途に適しています。
NO.2 GRADE
This good-quality material is suitable for general purpose
uses including sheathing, fencing, packaging, and shelving.
写真：No.2 1x6 (19mm x 150mm) ボード
Pictured: No.2 1x6 (19mm x 150mm) Boards

その他の情報
サザンパイン協議会では、デザイナー、スペ
シファイヤー、及び木材製品のユーザーの皆
様のお役に立つように、本ガイドの他にも各
種冊子を発行しています。
サザンパイン製材：輸入ガイド
森林資源、製造業、製品の特徴を収録（16ページ）
日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、
イタリア語、韓国語版。

ADDITIONAL INFORMATION
Publications from the Southern Pine Council offer
helpful information for importers, designers, specifiers,
and users of wood products. Consult the following
booklets:
➤

➤

Southern Pine Lumber: An
Importer’s Reference Guide
Forest resources, manufacturing, product
descriptions (16 pages)
Editions: English, Spanish, Japanese, French,
German, Italian, Korean, Chinese

➤

Pressure-Treated Southern Pine
Preservative retentions, standards, proper use
and handling (20 pages)
Editions: English, Spanish, Japanese, Chinese

➤

サザンパイン材フローリング・ガイド
製品の種類、適切な施工、仕上げ、手入方法を収録
（20ページ）日本語、英語、スペイン語版

➤

A Guide to Southern Pine Flooring
Product selection, proper installation, finishing
and maintenance (20 pages)
Editions: English, Spanish, Japanese

国際バイヤーズ・ガイド
SPC加盟製材所、製造している製品、営業担当マネ
ージャーの一覧（24ページ）日本語、英語、スペイ
ン語版

➤

International Buyer’s Guide
Listings of SPC member mills, products
manufactured and sales managers
(24 pages)
Editions: English, Spanish, Japanese

加圧防腐処理されたサザンパイン
防腐剤の有効期間、基準、適切な使用及び取り扱い
方法（16ページ）日本語、英語、スペイン語版

➤

➤

上記資料は、各ガイドにつき1冊ずつご希望の方に
無料で差し上げます。日本語版 Japanese 希望と
ご指定の上、下記までご請求ください。

Southern Pine Council
P.O. Box 641700
Kenner, LA 70064 USA
www.southernpine.com
e-mail: info@southernpine.com

A single copy of each booklet is free upon request;
please specify desired language. Direct all inquiries to:

Southern Pine Council
P.O. Box 641700
Kenner, LA 70064 USA
www.southernpine.com
e-mail: info@southernpine.com

同プログラムの活動には、市場開発、貿易
振興ならびに多国語による促進・テクニカ
ル分野の出版物の配付が含まれます。
The Southern Pine Council (SPC) is a nonprofit
organization supported by the producing members of the
Southern Forest Products Association and the
Southeastern Lumber Manufacturers Association.
One objective of SPC’s International Program is
dedicated to increasing the volumes of Southern Pine
products available to world markets.
Activities within the program include market
development, trade advertising, plus distribution of multilingual promotional and technical publications.

P.O. Box 641700
Kenner, LA 70064 USA
Tel: 504/443-4464 • FAX: 504/443-6612

買い主と売り主の間に特別の同意がない場合
には、サザンパイン材用のSPIB標準等級格付
規定の定めるところにより、SPIB等級規定に
規定される等級により選別された木材の購入、
販売または出荷は、適用される全ての規定条項
に従った同意があるものとみなされます。した
がって、サイズ、等級または照合に関して申し
立てがあった場合には、その木材の検査に従わ
なければなりません。
再検査の詳細については下記までお問い合わ
せください。

Southeastern Lumber
Manufacturers Association
P.O. Box 1788
Forest Park, GA 30298 USA
Tel: 404/361-1445 • FAX: 404/361-5963
www.southernpine.com

SPCの海外拠点

SPC AROUND

THE

GLOBE

サザンパイン協議会では、米国外にも事務所
を設置し、買い主及びスペシファイヤーの皆様
のサポートを行なっています。
The Southern Pine Council maintains offices outside the
United States to assist lumber buyers and specifiers.

日本事務所 Japan ：

REINSPECTION AVAILABILITY
サザンパイン材は、構造枠組みおよび工学構造材に
Southern Pine is a preferred lumber species for
structural framing and engineered components.

東京都港区赤坂1-1-14
東急溜池ビル8階
サザンパイン協議会
Tel: (03) 3589-1320 • Fax: (03) 3505-6710
青木大作
e-mail: asjo@gol.com
英国United Kingdom:

Eddie Pearce
Southern Pine Council

Southern Pine Inspection Bureau

25 Castle St., High Wycombe
Bucks, HP13 6RU ENGLAND
Tel: 44-1494-451000• FAX: 44-1494-451100
e-mail: americansoftwoods@compuserve.com

4709 Scenic Highway
Pensacola, FL 32504-9094 USA
Tel: 850/434-2611
FAX: 850/443-5594
www.spib.org
e-mail: spib@spib.org

スペインSpain:

Ignacio Martinez
Southern Pine Council

Timber Products Inspection, Inc.

Calle Venus 36
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid, SPAIN
Tel/FAX: (34-91) 351-1449
e-mail: americansoftwoods@jpcnet.com

P.O. Box 919
Conyers, GA 30207 USA
Tel: 770/922-8000
FAX: 770/922-1290
www.tpinspection.com
e-mail: info@tpinspection.com

メキシコMexico:

Dr. Ramon Echenique-Manrique
Southern Pine Council

Renewable Resource Associates, Inc.
3091 Chaparral Place
Lithonia, GA 30038
Tel: 770/482-9385
FAX: 770/484-2541
e-mail: rra.inc@mindspring.com

SPCの国際プログラムは、国際市場におい
てサザンパイン製品の需要拡大を目的とし
ています。

Southern Forest
Products Association

サザンパイン材再検査の
利用方法

In the absence of a special agreement between buyer
and seller, the SPIB Standard Grading Rules for
Southern Pine Lumber provide that the purchase, sale or
shipment of lumber designated by grades described in
the SPIB grading rules must be construed as involving an
agreement to abide by all applicable provisions of the
rules, including submission to inspection of any lumber
complaint as to size, grade, or tally. For complete
reinspection information, contact:

サザンパイン協議会 (SPC) は、米国南部林
産物協会 (SFPA) と南東部製材業者協会
(SLMA) の会員によって運営される共同販
売推進機関です。

サザンパイン材は、各種の木工品および建具として再製
Southern Pine can be remanufacturered into a wide
variety of patterns for millwork and joinery.

Apartado Postal 459
Xalapa, Veracruz, 91000 MEXICO
Tel: (52) 228-816-4780
Tel/FAX: (52) 228-816-3850
e-mail: mecma_sa@terra.com.mx
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東京都港区赤坂1-1-14
東急溜池ビル8 階
サザンパイン協議会
TEL 03/3589-1320 • FAX 404/361-5963
青木大作
e-mail: asjo@gol.com

SOUTHERN FOREST PRODUCTS ASSOCIATION
P.O. BOX 641700 KENNER, LA 70064-1700 USA
504/443-4464 • FAX 504/443-6612

SOUTHEASTERN LUMBER MANUFACTURERS ASSOCIATION
P.O. BOX 1788 FOREST PARK, GA 30298 USA
404/361-1445 • FAX 404/361-5963
www.southernpine.com
e-mail: info@southernpine.com

