
ウエスタンレッドシダー(米杉) 羽目板 乱尺 無地グレード
無塗装

PHPN0128 ￥23,000/ケース ￥12,241/㎡

11×88×1,525/1,220/915/610mm　本実 1.879㎡/ケース

※長さの組み合わせはケースにより異なるため、乱張りをおすすめします。
※色差があります。

￥9,938/㎡

ウエスタンレッドシダー(米杉) 羽目板 無地グレード
無塗装

PHPN0068 ￥37,000/ケース ￥13,785/㎡

11×88×3,050mm　本実 10枚(2.684㎡)/ケース

PHPN0086 ￥46,000/ケース ￥14,281/㎡

11×88×3,660mm　本実 10枚(3.221㎡)/ケース

PHPN0070 ￥29,000/ケース ￥13,507/㎡

11×88×2,440mm　本実 10枚(2.147㎡)/ケース

PHPN0144 ￥28,000/ケース ￥10,432/㎡

8×88×3,050mm　本実 10枚(2.684㎡)/ケース

PHPN0072 ￥21,000/ケース ￥13,043/㎡

11×88×1,830mm　本実 10枚(1.610㎡)/ケース

PHPN0146 ￥22,000/ケース ￥10,247/㎡

8×88×2,440mm　本実 10枚(2.147㎡)/ケース

PHPN0148 ￥16,000/ケース

8×88×1,830mm　本実 10枚(1.610㎡)/ケース

※色差があります。

ラフウッドパネル 節有グレード
無塗装

PHPN0155 ￥17,000/ケース ￥6,880/㎡

9×135×1,830mm　あいじゃくり 10枚(2.471㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※表面はラフ仕上げです。
※製材痕・ざらつき・厚みのばらつき・節・色差、若干の節割れ・欠け節
　があります。

デコパネル 無地グレード
無塗装

PHPN0031 ￥23,000/ケース ￥11,979/㎡

9/17×60×乱尺（mm）　本実 1.920㎡/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※厚み9mmと17mmが半分ずつの組み合わせで入ります。
※長さ200～800mmの組み合わせで入ります。
※色差があります。

U R L   h t t p s : / / w w w . p r a i r i e . c o . j p
●製品改良のため、予告なしに仕様および価格の変更をさせていただくことがございます。
●本カタログに使用されているイラスト・写真・文章の無断複写・無断転載を禁じます。

名古屋 〒４６１-０００４　名古屋市東区葵３-７-１４  ＩＭＹビル７Ｆ
TEL.(052)930-7855   FAX.(052)930-7856

松　本 〒３９０-１１３１  長野県松本市今井５０３１
TEL.(0263)50-3911   FAX.(0263)50-3912

上記3商品の詳細は別冊 「wood Do ?」をご覧ください。

Western Red Cedar

Aging Cedar
エイジングシダー

ウエスタンレッドシダー



Cedar Square

Cedar Plus
シダープラス

シダースクエア

Cedar Plus

Cedar Plus

シダープラス 無地グレード　無塗装

シダースクエア 無地グレード　無塗装Cedar Square

Cedar Square

エイジングシダー　無塗装Aging Cedar

Aging Cedar

シダープラス 無地グレード　無塗装

PHPN0162 ￥40,000/ケース ￥12,610/㎡

9.5×130×2,440mm　本実 10枚(3.172㎡)/ケース

PHPN0163 ￥28,000/ケース ￥11,770/㎡

9.5×130×1,830mm　本実 10枚(2.379㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※柾目・追柾のみを使用しています。
※色差があります。
※合板に1.5㎜の米杉（ウエスタンレッドシダー）を貼り合わせています。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです。

シダースクエア 無地グレード　無塗装

PHPN0164 ￥48,000/ケース ￥13,333/㎡

10×600×600mm　10枚(3.600㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※サネ加工なしです。
※色差があります。
※合板に0.6㎜の米杉（ウエスタンレッドシダー）を貼り合わせています。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです。

エイジングシダー　無塗装

PHPN0167 ￥23,000/ケース ￥12,241/㎡

11×88×乱尺（mm）　本実 1.879㎡/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※エイジング加工を施しています。
※長さ610～1,525mm の組み合わせで入ります。
※色差があります。
※節・色差・節割れ・欠け節・入り皮・表面割れ・虫食いの跡があります。

Cedar Square

Cedar Plus
シダープラス

シダースクエア

Cedar Plus

Cedar Plus

シダープラス 無地グレード　無塗装

シダースクエア 無地グレード　無塗装Cedar Square

Cedar Square

エイジングシダー　無塗装Aging Cedar

Aging Cedar

シダープラス 無地グレード　無塗装

PHPN0162 ￥40,000/ケース ￥12,610/㎡

9.5×130×2,440mm　本実 10枚(3.172㎡)/ケース

PHPN0163 ￥28,000/ケース ￥11,770/㎡

9.5×130×1,830mm　本実 10枚(2.379㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※柾目・追柾のみを使用しています。
※色差があります。
※合板に1.5㎜の米杉（ウエスタンレッドシダー）を貼り合わせています。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです。

シダースクエア 無地グレード　無塗装

PHPN0164 ￥48,000/ケース ￥13,333/㎡

10×600×600mm　10枚(3.600㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※サネ加工なしです。
※色差があります。
※合板に0.6㎜の米杉（ウエスタンレッドシダー）を貼り合わせています。
※F☆☆☆☆認定を取得済みです。

エイジングシダー　無塗装

PHPN0167 ￥23,000/ケース ￥12,241/㎡

11×88×乱尺（mm）　本実 1.879㎡/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※エイジング加工を施しています。
※長さ610～1,525mm の組み合わせで入ります。
※色差があります。
※節・色差・節割れ・欠け節・入り皮・表面割れ・虫食いの跡があります。



ウエスタンレッドシダー(米杉) 羽目板 乱尺 無地グレード
無塗装

PHPN0128 ￥23,000/ケース ￥12,241/㎡

11×88×1,525/1,220/915/610mm　本実 1.879㎡/ケース

※長さの組み合わせはケースにより異なるため、乱張りをおすすめします。
※色差があります。

￥9,938/㎡

ウエスタンレッドシダー(米杉) 羽目板 無地グレード
無塗装

PHPN0068 ￥37,000/ケース ￥13,785/㎡

11×88×3,050mm　本実 10枚(2.684㎡)/ケース

PHPN0086 ￥46,000/ケース ￥14,281/㎡

11×88×3,660mm　本実 10枚(3.221㎡)/ケース

PHPN0070 ￥29,000/ケース ￥13,507/㎡

11×88×2,440mm　本実 10枚(2.147㎡)/ケース

PHPN0144 ￥28,000/ケース ￥10,432/㎡

8×88×3,050mm　本実 10枚(2.684㎡)/ケース

PHPN0072 ￥21,000/ケース ￥13,043/㎡

11×88×1,830mm　本実 10枚(1.610㎡)/ケース

PHPN0146 ￥22,000/ケース ￥10,247/㎡

8×88×2,440mm　本実 10枚(2.147㎡)/ケース

PHPN0148 ￥16,000/ケース

8×88×1,830mm　本実 10枚(1.610㎡)/ケース

※色差があります。

ラフウッドパネル 節有グレード
無塗装

PHPN0155 ￥17,000/ケース ￥6,880/㎡

9×135×1,830mm　あいじゃくり 10枚(2.471㎡)/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※表面はラフ仕上げです。
※製材痕・ざらつき・厚みのばらつき・節・色差、若干の節割れ・欠け節
　があります。

デコパネル 無地グレード
無塗装

PHPN0031 ￥23,000/ケース ￥11,979/㎡

9/17×60×乱尺（mm）　本実 1.920㎡/ケース

※ウエスタンレッドシダー(米杉)を使用しています。
※厚み9mmと17mmが半分ずつの組み合わせで入ります。
※長さ200～800mmの組み合わせで入ります。
※色差があります。

U R L   h t t p s : / / w w w . p r a i r i e . c o . j p
●製品改良のため、予告なしに仕様および価格の変更をさせていただくことがございます。
●本カタログに使用されているイラスト・写真・文章の無断複写・無断転載を禁じます。

名古屋 〒４６１-０００４　名古屋市東区葵３-７-１４  ＩＭＹビル７Ｆ
TEL.(052)930-7855   FAX.(052)930-7856

松　本 〒３９０-１１３１  長野県松本市今井５０３１
TEL.(0263)50-3911   FAX.(0263)50-3912

上記3商品の詳細は別冊 「wood Do ?」をご覧ください。

Western Red Cedar

Aging Cedar
エイジングシダー

ウエスタンレッドシダー


