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杉⾜場板シリーズ価格表 （2020/6/1〜）

※仕様及び価格は予告なく変更となる場合があります。最新情報はホームページにてご確認ください。

※窓⼝対応商品、数量限定商品、アウトレット商品等はHPにてご確認ください。

※1900ｍｍ以上の特⼤商品を個⼈様宛にて⼿配する場合は、１配送につき3,500円の特⼤送料が発⽣します。（業者様宛にて⼿配する場合は送料無料）

※ご注⽂の合計⾦額が税抜10,000円以上の場合は送料無料となります。

 税抜10,000円未満の場合は、1配送につき以下の地域別送料をご負担いただきます。（離島等の配送困難な地域は除く）

 中国︓700円 / 関⻄・四国・九州︓800円 / 北陸・中部・信越・関東︓900円 / 東北︓1,200円 / 北海道︓2,700円 / 沖縄︓3,700円

※表⽰価格は全て税抜き価格です。別途消費税がかかります。

商品名 ⼊数/セット セット価格
（旧商品名） (㎡) (㎡価格)

［5］杉⾜場板（古材） 無塗装 ／ 標準グレード

【5-14K-H】 10枚⼊／セット 27,000円
(3.42㎡) (7,895円/㎡)

【5-35K】 5枚⼊／セット 13,900円
旧名:【5-1-なめらか】 (1.9㎡) (7,320円/㎡)

【5-15K】 10枚⼊／セット 22,700円
旧名:【5-1/2-なめらか】 (3.8㎡) (5,970円/㎡)

【5-5K】 20枚⼊／セット 20,500円
旧名:【T-5-180】 (3.276㎡) (6,260円/㎡)

【5-5K-W90】 40枚⼊／セット 20,500円
旧名:【T-5-90】 (3.276㎡) (6,260円/㎡)

【5-35R】 5枚⼊／セット 12,000円
旧名:【5-1-レギュラー】 (1.9㎡) (6,320円/㎡)

【5-15R】 10枚⼊／セット 18,900円
旧名:【5-1/2-レギュラー】 (3.8㎡) (4,970円/㎡)

【5-35R-LMIX】 各4枚⼊／セット 8,800円
(1.8㎡) (4,890円/㎡)

［5C］杉⾜場板（古材） 無塗装 ／ キャラクターグレード

【5C-35R】 5枚⼊／セット 12,000円
旧名:【5-1-キャラクター】 (1.9㎡) (6,320円/㎡)

【5C-15R】 10枚⼊／セット 18,900円
旧名:【5-1/2-キャラクター】 (3.8㎡) (4,970円/㎡)

［5W］杉⾜場板（古材） 無塗装 ／ ワイルドグレード

【5W-35】 5枚⼊／セット 9,700円
旧名:【5-1-ラフ】 (1.9㎡) (5,110円/㎡)

［3］杉幅⽊（中古） 鉄サビ塗装

【3-15K-T】 12枚⼊／セット 14,900円
旧名:【T-15-SUGI中古-鉄サビなめらか】 (3.72㎡) (4,010円/㎡)

【3-7K-T】 12枚⼊／セット 12,020円
旧名:【T-7-SUGI中古-鉄サビなめらか】 (3.72㎡) (3,230円/㎡)

［1］杉⾜場板（古材⾵） 鉄サビ塗装

【1-30K-T】 6枚⼊／セット 11,167円
旧名:【T-30N-鉄サビなめらか】 (2.052㎡) (5,440円/㎡)

【1-15K-T】 12枚⼊／セット 19,167円
旧名:【T-15-N-鉄サビなめらか】 (4.104㎡) (4,670円/㎡)

【1-5K-T】 20枚⼊／セット 12,405円
旧名:【T-5C-180-鉄サビなめらか】 (3.276㎡) (3,790円/㎡)

【1-5K-T-W85】 40枚⼊／セット 12,860円
旧名:【T-5C-85-鉄サビなめらか】 (3.094㎡) (4,160円/㎡)

古
材

杉⾜場板（古材）３５mm厚
標準グレード／基本仕上げ（２⾯磨き）

35 × 200/210 × 1900mm

杉⾜場板（古材）１５mm厚
標準グレード／基本仕上げ（１⾯磨き）

15 × 200/210 × 1900mm

杉⾜場板（古材）５mm厚
標準グレード／基本仕上げ（１⾯磨き）［幅180］

杉⾜場板（古材）１５mm厚
標準グレード／ラフ仕上げ

15 × 200/210 × 1900mm

仕様（種別／厚さ／グレード
     仕上げ／塗装／その他）

サイズ（厚さ×幅×⻑さ）

5 × 180 × 910mm

杉⾜場板（古材）５mm厚
標準グレード／基本仕上げ（１⾯磨き）［幅90］

5 × 90 × 910mm

杉⾜場板（古材）３５mm厚
標準グレード／ラフ仕上げ

35 × 200/210 × 1900mm

杉⾜場板（古材）３５mm厚
標準グレード／ラフ仕上げ［短尺ミックス］

35 × 200/210 × [ミックス]
[900/600/450/300mm]

杉⾜場板（古材）３５mm厚
キャラクターグレード／ラフ仕上げ

200                  .
35 × ~210 × 1900mm

杉⾜場板（古材）１５mm厚
キャラクターグレード／ラフ仕上げ

200                  .
15 × ~210 × 1900mm

杉⾜場板（古材）３５mm厚
ワイルドグレード

200                  .
35 × ~210 × 1900mm

中
古

杉幅⽊（中古） １５mm厚
基本仕上げ（２⾯磨き）／鉄サビ塗装

145       1900     .
15 × ~165 × ~2000mm

杉幅⽊（中古） ７mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）／鉄サビ塗装

145       1900     .
7 × ~165 × ~2000mm

杉⾜場板（古材）１４mm厚
標準グレード／基本仕上げ（１⾯磨き）／本実加⼯

14 × 180 × 1900mm

杉⾜場板（古材⾵） ５mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）／鉄サビ塗装［幅180］

5 × 180 × 910mm

杉⾜場板（古材⾵） ５mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）／鉄サビ塗装［幅85］

5 × 85 × 910mmm

古
材
⾵

杉⾜場板（古材⾵） １５mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）／鉄サビ塗装

15 × 180 × 1900mm

30 × 180 × 1900mm
杉⾜場板（古材⾵） ３０mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）／鉄サビ塗装

NEW

人気

人気

人気

人気

NEW

オススメ

オススメ
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商品名 ⼊数/セット セット価格
（旧商品名） (㎡) (㎡価格)

［0］杉⾜場板（新品） 無塗装

【0-35R】 4枚⼊／セット 6,976円
旧名:【0-1】 (1.92㎡) (3,630円/㎡)

【0-16.5R】 8枚⼊／セット 10,976円
旧名:【0-1/2】 (3.65㎡) (3,010円/㎡)

【0-5K】 20枚⼊／セット 10,500円
旧名:【T-5-新材-なめらか】 (3.276㎡) (3,210円/㎡)

その他⾜場板古材商品

【WP01】 1枚⼊／セット 2,430円
(0.24㎡) (10,130円/㎡)

【WP01-C】 1枚⼊／セット 3,159円
(0.24㎡) (13,160円/㎡)

【SQ-35-1S】 100枚⼊／セット 5,000円
旧名:【スクエア⽊っ端-35-1S】 (0.79㎡) (6,330円/㎡)

【SQ-35-2S】 50枚⼊／セット 5,000円
旧名:【スクエア⽊っ端-35-2S】 (0.79㎡) (6,330円/㎡)

【SQ-15-1S】 240枚⼊／セット 12,027円
旧名:【スクエア⽊っ端-15-1S】 (1.9㎡) (6,330円/㎡)

【SQ-15-2S】 120枚⼊／セット 12,027円
旧名:【スクエア⽊っ端-15-2S】 (1.9㎡) (6,330円/㎡)

【MK-L450】 約18kg 2,000円
－ －

【MK-L300】 約18kg 2,500円
－ －

ネットショップ「WOODPRO杉⾜場板専⾨店」

リアルショップ「WOODPRO BASE」 （広島市⻄区商⼯センター2-7-21）
TEL︓082-961-3454（11︓00 〜 18︓00） ★定休⽇︓⽊曜⽇、⾦曜⽇、年末年始  他臨時休業あり
 本社⼯場にほど近い広島市⻄区の弊社ショールーム兼実店舗にて、多種多様なショップ限定品を取り扱っております。

仕様（種別／厚さ／グレード
     仕上げ／塗装／その他）

サイズ（厚さ×幅×⻑さ）

5 × 180 × 910mm

そ
の
他
⾜
場
板
古
材
商
品

ASHIBA スクエア⽊っ端［351S］ 35 × 89 × 89mm

ASHIBA スクエア⽊っ端［352S］ 35 × 89 × 178mm

ASHIBA スクエア⽊っ端［151S］ 15 × 89 × 89mm

ASHIBA スクエア⽊っ端［152S］ 15 × 89 × 178mm

ASHIBA ウォールパネル 19 × 267 × 910mm

新
品

杉⾜場板（新品） ３５mm厚
ラフ仕上げ

35 × 240 × 2000mm

杉⾜場板（新品） １６．５mm厚
ラフ仕上げ

16.5 × 240 × 1900mm

杉⾜場板（新品） ５mm厚
基本仕上げ（１⾯磨き）

ASHIBA ウォールパネル／クリア塗装 19 × 267 × 910mm

TEL︓0829-74-3716（8︓00 〜 17︓00）  FAX︓0829-74-3715

ASHIBA 薪［⻑さ450］ 450mm

ASHIBA 薪［⻑さ300］ 300mm

人気

NEW

NEW

NEW

NEW


