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杉足場板シリーズ価格表 （2021/7/16～）

※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。

※お支払方法や送料に関しましてはHPにてご確認ください。

※表示価格は全て【税込み価格】です。

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 29,700円
(3.42㎡) (約8,680円/㎡)

【5-35K】 5枚入／セット 15,290円
旧名:【5-1-なめらか】 (1.9㎡) (約8,050円/㎡)

【5-15K】 10枚入／セット 24,970円
旧名:【5-1/2-なめらか】 (3.8㎡) (約6,570円/㎡)

【5-5K】 20枚入／セット 26,400円
旧名:【T-5-180】 (3.276㎡) (約8,060円/㎡)

【5-5K-W90】 40枚入／セット 26,400円
旧名:【T-5-90】 (3.276㎡) (約8,060円/㎡)

【5-35R】 5枚入／セット 13,200円
旧名:【5-1-レギュラー】 (1.9㎡) (約6,950円/㎡)

【5-15R】 10枚入／セット 20,790円
旧名:【5-1/2-レギュラー】 (3.8㎡) (約5,470円/㎡)

【5-35R-LMIX】 各4枚入／セット 9,680円
(1.8㎡) (約5,380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 10,670円
旧名:【5-1-ラフ】 (1.9㎡) (約5,615円/㎡)

［3］杉幅木

【3-25K】 8枚入／セット 17,600円
(2.48㎡) (約7,100円/㎡)

【3-15K-T】 12枚入／セット 16,390円
旧名:【T-15-SUGI中古-鉄サビなめらか】 (3.72㎡) (約4,405円/㎡)

【3-7K-T-W140】 12枚入／セット 14,544円
(3.36㎡) (約4,330円/㎡)

［2］杉足場板（ナチュラルエイジング）

【2-35R】 5枚入／セット 10,450円
(1.9㎡) (約5,500円/㎡)

［1］杉足場板（古材風） 鉄サビ塗装

【CF-30K-T】 5枚入／セット 11,000円
(2㎡) (約5,500円/㎡)

【1-30K-T】 6枚入／セット 12,284円
旧名:【T-30N-鉄サビなめらか】 (2.052㎡) (約5,990円/㎡)

【1-15K-T】 12枚入／セット 21,084円
旧名:【T-15-N-鉄サビなめらか】 (4.104㎡) (約5,140円/㎡)

【1-5K-T】 20枚入／セット 13,646円
旧名:【T-5C-180-鉄サビなめらか】 (3.276㎡) (約4,165円/㎡)

【1-5K-T-W85】 40枚入／セット 14,146円
旧名:【T-5C-85-鉄サビなめらか】 (3.094㎡) (約4,570円/㎡)

杉足場板（ナチュラルエイジング） ３5mm厚
ラフ仕上げ

35 × 200 × 1900mm

古
材
風

杉足場板（古材風） ３０mm厚
基本仕上げ（１面磨き）／鉄サビ塗装

30 × 180 × 1900mm

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

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

カフェ板（古材風） ３０mm厚
基本仕上げ（2面磨き）／鉄サビ塗装

30 × 200 × 2000mm

古
材

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）５mm厚
標準グレード／基本仕上げ（１面磨き）［幅180］

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）１５mm厚
標準グレード／ラフ仕上げ

15 × 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］

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 [幅140]

      1900      .
7 × 140 × ~2000mm

杉幅木（古材） 2５mm厚
基本仕上げ（２面磨き）

25 ×155 × 2000mm

仕様（種別／厚さ／グレード
     仕上げ／塗装／その他）

サイズ（厚さ×幅×⾧さ）

15 × 200/210 × 1900mm

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）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）

杉足場板（古材）３５mm厚
ワイルドグレード

200                  .
35 × ~210 × 1900mm

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

NEW

人気

人気

人気

人気

NEW

ｵｽｽﾒ

ｵｽｽﾒ

NEW

数量
限定

NEW
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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

旧名:【0-1】 (1.92㎡)

【0-35R-B】 4枚入／セット 13,200円
(1.92㎡) (約6,875円/㎡)

【0-5K】 20枚入／セット 11,550円
旧名:【T-5-新材-なめらか】 (3.276㎡) (約3,525円/㎡)

その他足場板古材商品

【WP01】 1枚入／セット 2,673円
(0.24㎡) (約11,140円/㎡)

【WP01-C】 1枚入／セット 3,475円
(0.24㎡) (約14,480円/㎡)

ネットショップ「WOODPRO杉足場板専門店」
TEL:0829-74-3716（ 8:00 ~ 17:00 ）  FAX:0829-74-3715

リアルショップ「WOODPRO SHOP/BASE」 （広島市西区商工センター2-7-21）
TEL:082-961-3454（11:00 ～ 18:00） ★営業日:金・土・日・月・祝日
 本社工場にほど近い広島市西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。

 ※ウッドショックにつき
  価格変動あり。
  最新情報はHPにて!

そ
の
他

ASHIBA ウォールパネル 19 × 267 × 910mm

ASHIBA ウォールパネル／クリア塗装 19 × 267 × 910mm

仕様（種別／厚さ／グレード
     仕上げ／塗装／その他）

サイズ（厚さ×幅×⾧さ）

新
品

杉足場板（新品） ３５mm厚
ラフ仕上げ

35 × 240 × 2000mm

杉足場板（新品） ３５mm厚
ラフ仕上げ／屋外用（防腐剤注入あり）

35 × 240 × 2000mm

杉足場板（新品） ５mm厚
基本仕上げ（１面磨き）

5 × 180 × 910mm

人気

NEW

NEW

NEW


