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太く深い傷・打こん 細く深い及び太く浅い傷・打こん かなり浅い傷・打こん ふし・落ちない汚れ・色むら 削れ・バリ・割れ

A級品

表①　　…無きこと

裏①　　…〃

上①　　…〃

下①　　…長さ3mm以下1つまで

表②・③…長さ3mm以下1つまで

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…〃

表①　　…長さ3mm以下1つまで

裏①　　…長さ5mm以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ7mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ10mm以下1つまで

表①　　…長さ5mm以下1つまで

裏①　　…長さ7mm以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ10mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ15mm以下1つまで

表①　　…無きこと

裏①　　…〃

上①　　…〃

下①　　…直径3mm以下1つまで

表②・③…直径3mm以下1つまで

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…〃

B級品

表①　　…長さ1mm以下1つまで

裏①　　…

上①　　…

下①　　…長さ5mm以下1つまで

表②・③…長さ5mm以下1つまで

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ7mm以下1つまで

表①　　…長さ7mm以下1つまで

裏①　　…長さ7mm以下1つ+5ｍｍ以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ10mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ15mm以下1つまで

表①　　…長さ10mm以下1つまで

裏①　　…長さ10mm以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ15mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ20mm以下1つまで

表①　　…直径1mm以下1つまで

裏①　　…

上①　　…

下①　　…直径5mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…直径7mm以下1つまで

C級品

表①　　…長さ5mm以下1つまで

裏①　　…

上①　　…

下①　　…長さ7mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ7mm以下1つ+5mm以下1つまで

表①　　…長さ7mm以下1つまで

裏①　　…長さ10mm以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ10mm以下1つ+7mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ15mm以下1つ+10mm以下1つまで

表①　　…長さ10mm以下1つまで

裏①　　…長さ15mm以下1つまで

上①　　…〃

下①　　…長さ20mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…長さ20mm以下1つ+15mm以下1つまで

表①　　…直径5mm以下1つまで

裏①　　…

上①　　…

下①　　…直径7mm以下1つまで

表②・③…〃

裏②・③…〃

上②・③…〃

下②・③…直径7mm以下1つ+5mm以下1つまで

D級品

(不良)
上記以外 上記以外 上記以外 上記以外

※アルコールで落ちない汚れは、目立たない場合において「ふし」の基準を適用。形状が線形の場合は「太く深い傷・打こん」を適用する。

※「ふし」で、大きすぎて模様のように見える場合は不問とする。

※引っ掛かりのない細い割れのようなもの（筋みたいなもの）は、木の特性上有り得るものと判断し「かなり浅い傷・打こん」として判定する。

無きこと

※洋服を掛ける観点から繊維を傷める

可能性があるため

引っ掛かりがない場合は「ふし」とし

て判定すること。

①…洋服を掛けて状態で目視できるエリア

②・③…洋服を掛けて状態で隠れるエリア

表面の①エリアを「表①」、裏面のAエリアを

「裏①」、上面を「上①」、下面を「下①」とする。

②・③も同様とします。

どちらか

長さ3mm以下1つまで

どちらか

長さ7mm以下1つまで

どちらか

直径3mm以下1つまで

どちらか（合わせて）

直径7mm以下1つまで

【補足】考え方として

「長さ（直径）3mm1つ」 ＝「長さ（直径）1mm3つ」

「長さ（直径）5mm1つ」 ＝「長さ（直径）3mm2つ」

「長さ（直径）7mm1つ」 ＝「長さ（直径）5mm2つ」

「長さ（直径）10mm1つ」＝「長さ（直径）7mm2つ」

「長さ（直径）15mm1つ」＝「長さ（直径）10mm2つ」

「長さ（直径）20mm1つ」＝「長さ（直径）15mm2つ」

【検査環境】※購入者様が開

梱して手に取って見る状況を

想定。

綿手袋着用。

手で持って目視で検査。眼か

らの距離20～30cmの範囲内。

照度は500～800Lx。目視補助と

してシンワ「クラックスケー

ル 58697」を用いる

①
③②
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【見本】

表①、上①は

B級品：あまり目立たない場合

C級品：少し目立つ場合、以外はD級品とします。

他のエリアは木の特性とも言えるので不問とします

が面積が大きく目立つと判断した場合は、上記基準

とを用いて判断すること。

【見本】

フシと思われる、傷ではない（人工的傷では無いため）。

木の特性とも言えるので「かなり浅い傷・打こん」として

判定する。

【見本】

引っ掛かりが有る。突出している。

「削れ・バリ・割れ」と判定します。。

【見本】

塗装不良は汚れとします。判定基準は「ふし」になり

ます。

【見本】

フシと思われる、傷ではない（人工的傷では無いため

）。木の特性とも言えるので「かなり浅い傷・打こん

」として判定する。

【見本】

擦り傷のような特殊なモード。この場合の判定基準

表①は無きこと

他は各箇所、直径15mm迄1つまではB等級

直径20mm迄1つまではC等級 とする。
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【見本】

引っ掛かりのない細い割れのようなもの（筋みたいな

もの）は、木の特性上有り得るものと判断し「かなり

浅い傷・打こん」として判定する。

【見本】

裏①つなぎ目の図のような筋は不問とする。

【見本】

表①、上①は「かなり浅い傷・打こん」として判定

する。

他の箇所は木の特性とも言えるので不問とします。

【見本】

ここまで目立つゆがみは場所にかかわらずNG

程度により良品判定する場合があるので迷ったものは

保留品とする。

【見本】

表①、上①は

B級品：あまり目立たない場合

C級品：少し目立つ場合、以外はD級品とします。

他のエリアは木の特性とも言えるので不問とします

が面積が大きく目立つと判断した場合は、上記基準

とを用いて判断すること。
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不良メッキ 色味違い

線形…1カ所当たり、長さ7mm1つまで

打こん…1カ所当たり、直径2mm1つまで）

線形…1カ所当たり、長さ10mm1つまで

打こん…1カ所当たり、直径3mm1つまで）

上記以外

浅く細いキズ・汚れ、打こん B級品

不良

深く太いキズ・汚れ、打こん

線形…1カ所当たり、長さ5mm1つまで

打こん…1カ所当たり、直径1mm1つまで）

線形…1カ所当たり、長さ7mm1つまで

打こん…1カ所当たり、直径2mm1つまで）

上記以外

A級品

A級品

B級品

不良

深い線形の傷

5mmが2つ有るのでB級品
深い線形の「傷

5mm以下が1つなのでA級品

浅く細い線形の傷

7mm程度が2つなのでB級品

深い線形の傷

5mm以下が1つなのでA級品

浅い打こん

直径2mm以下が1つなのでA級品

【「1カ所」とは】1つの面に対して直径30mm以内のエ

リアとします（図の円のエリア）

浅い打こん

直径2mm以下が1つなのでA級品

深い打こん

直径1mm以下が2つあるが30mm

以上離れているのでA級品

浅い打こん

直径1mm以下が1つなのでA級品

深い打こん（かなり目立ちます）

直径2mm以上あるので不良

※左図より大きく深い

1 / 2 ページ



 AURY CORPORATION　　作成：2018年3月2日 Ver.1

これは不問とします。

深い打こん

直径1mm程度が1つなのでA級品

浅い打こん

直径2mm程度が1つなのでB級品

太い傷

長さ6mmが1つなのでB級品

光沢が違うが、この程度のばらつきは不問とし

ます。

落ちない汚れ（変色）。

「浅く細いキズ・汚れ」として判定すること。

メッキ不良

「太い汚れ」が7mm以上なので不良

太い傷。7mm以下なのでB級品。

※黒以外の場合、あまりにも目立つ傷は不良と

判定します。

メッキ不良

引っ掛かりがあるため不良と判定。

光沢が違うが、この程度のばらつきは不問とし

ます。
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