
坪単価

2000 3000 4000

¥2,959 ¥4,666 ¥6,221

1830 2130 2440 3050 3660

¥6,718 ¥7,808 ¥8,953 ¥12,431 ¥14,915

3650

¥2,473

1000 2000 3000 4000

¥1,112 ¥2,225 ¥3,413 ¥4,439

2000 3000 4000

¥2,354 ¥3,564 ¥4,774

2000 3000 4000

¥3,251 ¥4,903 ¥6,491

1829 3048 3658 4267 乱尺

¥8,251 ¥17,183 ¥20,628 ¥24,062 ¥7,506

坪単価

乱尺 ¥10,584 ¥32,400

乱尺 ¥11,545 ¥35,400

乱尺 ¥13,273 ¥40,700

¥26,000

¥38,700

¥38,500

11x80 / 1平米

11x130 / 1平米

国内製材・無節

サイズ / 販売単位 長さ / 価格

現地加工・クリア

現地加工・節付き

17.5x127 / 1束(6枚)
¥22,700

17x76 / 1平米

ウエスタンレッドシダー、羽目板・本実加工品

¥36,800

12x95 / 1本

12x135 / 1本

8x88 / 1束(6枚)

9x80 / 1本

10x90 / 1本

国内製材・上小無地

国内製材・上小無地

国内製材・上小無地

国内製材・上小無地

10.5x108 / 1本

現地加工・上小無地

長さ / 価格サイズ / 販売単位

¥44,100

¥23,700

外壁材価格表 その1

乱尺 ¥13,273 ¥40,700

乱尺 ¥14,623 ¥44,800

坪単価

乱尺 ¥5,584 ¥17,100

乱尺 ¥7,506 ¥23,000

乱尺 ¥7,506 ¥23,000

乱尺 ¥8,953 ¥27,500

乱尺 ¥10,195 ¥31,300

乱尺 ¥6,545 ¥20,100

乱尺 ¥6,545 ¥20,100

乱尺 ¥19,235 ¥58,900

450 ¥25,974 ¥34,600

457 ¥23,080

610 ¥26,935 ¥58,900

610 ¥31,741

軒天、腰壁、天井、外壁・様々な外装用途に使える本実加工品です。

販売単位が、様々ですので、ご注意ください。

ウエスタンレッドシダー、本実以外のサイディング・屋根材

ベベルサイディング（鎧張り）

11x155 / 1束(36枚)

16x121 / 1平米

シダーシェイク用リッジキャップ

シダーシングル18

シダーシングル用リッジキャップ

サイズ / 販売単位 長さ / 価格

こちらは主に外部用です。 外壁の形状が異なります。

シングル・シェイクは屋根用ですが、外壁で使っても面白いです。

シダーシェイク24

17x76 / 1平米

ウエービーエッジベベルサイディング

チャネルサイディング（あいじゃくり）

チャネルサイディング、クリア

19x165 / 1平米

19x125 / 1平米

19x172 / 1平米

12x114 / 1平米

22x250 / 1平米

ベベルサイディング（鎧張り）、クリア

ベベルサイディング（鎧張り・シャクリ）

17x127 / 1平米

16x168 / 1平米

17x127 / 1平米

19x乱幅 / 1束(約1.4㎡)

19x220 / 1束(20枚)

11x乱幅 / 1束(約2.3㎡)

ドロップチャネルサイディング、クリア
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坪単価

1840 2440 3060 3680 4280

¥11,956 ¥15,779 ¥19,840 ¥23,825 ¥27,724

3060 3680 4280 4880 5480

¥10,962 ¥14,612 ¥18,263 ¥22,000 ¥25,564

3600 4200 坪単価

¥4,720 ¥5,508 ¥49,000

¥6,340 ¥7,387 ¥41,500

¥8,413 ¥9,817 ¥39,800

¥7,387 ¥8,618 ¥46,600

¥9,839 ¥11,470 ¥46,500

3600 3900 4200 坪単価

¥2,473 ¥2,700 ¥2,894 ¥25,800

¥4,028 ¥4,352 ¥4,676 ¥26,400

内装・外装だけでなく、床にも使える

万能の材です。

ご注文後加工をしますので、

指定サイズに加工することも可能です。

現地挽きで長さの指定ができるのが、ウエスタンレッドシダーと大きく違います。

¥28,500

アコヤ、羽目板

レッドパイン・サーモウッド、本実サイディング
サイズ / 販売単位

19x130 / 1本 UTP / UTV / WTA

14x82 / 1本 STP / STS / STR / WTA

14x180 / 1本

14x130 / 1本

11x180 / 1本

11x130 / 1本

11x82 / 1本

サイズ / 販売単位

25x161 / 1束(4枚)

ベベルサイディング

形状

主に外部用です。 全てクリアグレードでUSAで加工輸入したものです。

17x127 / 1束(6枚)

カリフォルニアレッドウッド、外壁材
サイズ / 販売単位 長さ / 価格

本実パネリング
¥26,200

外壁材価格表 その2

¥4,028 ¥4,352 ¥4,676 ¥26,400

2000 3000 坪単価

内装用 ¥6,793 ¥11,600

内装用 ¥63,385 ¥61,600

内装用 ¥57,348 ¥65,100

今は内装用の本実パネリングだけをご紹介していますが、今後バリエーションを増やします。

イエローシダー / 10枚

ピーラー / 10枚

新規商材は、販売体制が整い次第順次販売を開始します。

10x90 / 1束(10枚)

10x105 / 1束(10枚)

10x90 / 1束(10枚)

サイズ / 販売単位

ボルドーパイン / 10枚

樹種

内装・外装だけでなく、床にも使える万能の材です。

形状がいろいろありますので、HPでご確認ください。

その他 羽目板

19x130 / 1本 UTP / UTV / WTA
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外壁材、出荷地及び配送に関してのご注意点

ウエスタンレッドシダー、国内加工（上小10x90、12x95、12x135）

香川県出荷です。 量や地域により得意不得意がありますので、都度お問い合わせください。

ウエスタンレッドシダー、現地加工（乱尺便）

東京都出荷です。 4mまでが通常配送ですので、全商品全国に配送可能です。

外壁材は、全国様々な場所から出荷をしています。 それぞれ注意点が異なります。

ウエスタンレッドシダー、国内加工（無節及び上小9x80）

奈良県出荷です。 4mまでが通常配送ですので、全商品全国に配送可能です。

ウエスタンレッドシダー、現地加工（上小8x89のうち長さ指定）

奈良県出荷です。 4mまでが通常配送ですので、全商品全国に配送可能です。

カリフォルニアレッドウッド、現地加工

愛知県出荷です。 4mまでが通常配送です。14Fより長いものは地域により配送できないことがあります。

外壁材価格表 その3

ウッドデッキネット

大日本木材防腐株式会社

大型荷物の配送には様々な配送制限があります。

送料その他配送制限は、見積もり時に提示します。

急ぎ間に合わないケースが多いですので、くれぐれも納期には充分余裕を持ってご依頼ください。

2017/11/1

アコヤ、レッドパインサーモウッド

広島県出荷です。 量や地域により得意不得意がありますので、都度お問い合わせください。

不得意な地域の場合、2.1mの長さ制限がありますので、半分に切って出荷をすることが多いです。

ボルドーパイン、ピーラー、イエローシダー

愛知県出荷です。 4mまでが通常配送ですので、全商品全国に配送可能です。


