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メーカー 材種 サイズ 厚み 巾 長さ 設計価格/㎡ 坪単価 

無垢フローリングドットコム カリン   15 90 1820 ¥6,990  ¥23,067  

無垢フローリングドットコム カリン   15 90 1820 ¥9,200  ¥30,360  

木魂 カリン   15 150 1820 ¥24,298  ¥80,183  

マルホン ウォールナット 15*90*1820       ¥21,000  ¥69,300  

マルホン ウォールナット 15*90*1820 15 90 1820 ¥19,500  ¥64,350  

ウッドワン ウォールナット 12*90*1820       ¥23,280  ¥76,824  

プレイリーホームズ ウォールナット 15*90*1820       ¥18,926  ¥62,456  

プレイリーホームズ ウォールナット 15*120*1820       ¥20,275  ¥66,908  

プレイリーホームズ ウォールナット 15*90*1820       ¥17,094  ¥56,410  

プレイリーホームズ ウォールナット 15*120*1820       ¥19,621  ¥64,749  

マルホン ウォールナット   15 90 1820 ¥21,000  ¥69,300  

木魂 チーク   15 130 1820 ¥21,800  ¥71,940  

マルホン チーク   15 90 1820 ¥14,000  ¥46,200  

マルホン チーク   15 90 乱尺 ¥18,000  ¥59,400  

マルホン チーク   12 120 乱尺 ¥21,000  ¥69,300  

マルホン チーク   15 120 乱尺 ¥21,000  ¥69,300  

無垢フローリングドットコム チーク   15 90 1820 ¥14,990  ¥49,467  

KINOYUKA.NET チーク   15 90 1820 ¥13,431  ¥44,322  

KINOYUKA.NET チーク   15 120 1820 ¥11,445  ¥37,769  

マルホン マホガニー   15 90 乱尺 ¥15,000  ¥49,500  

マルホン マホガニー   15 120 乱尺 ¥18,000  ¥59,400  

無垢フローリングドットコム マホガニー   15 90 1820 ¥7,980  ¥26,334  

無垢フローリングドットコム マホガニー   15 120 乱尺 ¥9,640  ¥31,812  

プレイリーホームズ マホガニー   18 122 乱尺 ¥16,265  ¥53,675  

マルホン オーク 15*90*1820       ¥13,000  ¥42,900  

マルホン オーク 15*90*1820       ¥11,000  ¥36,300  

マルホン オーク 15*90*1820       ¥13,500  ¥44,550  

マルホン オーク 15*90*1820       ¥11,500  ¥37,950  

ウッドワン オーク 12*90*1820       ¥17,420  ¥57,486  

プレイリーホームズ オーク 15*90*1820       ¥13,431  ¥44,322  

プレイリーホームズ オーク 15*120*1820       ¥14,388  ¥47,480  

プレイリーホームズ オーク 15*120*1820       ¥13,080  ¥43,164  

プレイリーホームズ オーク 15*90*1820       ¥11,294  ¥37,270  

プレイリーホームズ オーク 15*120*1820       ¥12,099  ¥39,927  

プレイリーホームズ オーク 15*90*1820       ¥10,684  ¥35,257  

プレイリーホームズ オーク 15*120*1820       ¥11,772  ¥38,848  

マルホン チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥17,000  ¥56,100  
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マルホン チェリー（サクラ）   15 130 乱尺 ¥22,000  ¥72,600  

マルホン チェリー（サクラ）   15 75 定尺 ¥24,000  ¥79,200  

マルホン チェリー（サクラ）   15 120 乱尺 ¥32,000  ¥105,600  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥9,158  ¥30,221  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 120 1820 ¥10,464  ¥34,531  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥9,158  ¥30,221  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥6,716  ¥22,163  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 120 1820 ¥7,848  ¥25,898  

プレイリーホームズ チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥6,105  ¥20,147  

無垢フローリングドットコム チェリー（サクラ）   15 90 1820 ¥4,630  ¥15,279  

無垢フローリングドットコム チェリー（サクラ）   15 120 1820 ¥4,980  ¥16,434  

木魂 チェリー（サクラ）   15 130 乱尺 ¥24,940  ¥82,302  

木魂 チェリー（サクラ）   15 130 乱尺 ¥17,935  ¥59,186  

木魂 チェリー（サクラ）   15 130 乱尺 ¥33,877  ¥111,794  

ウッドワン メイプル 12*90*1820       ¥17,420  ¥57,486  

プレイリーホームズ メイプル 15*90*1820       ¥12,821  ¥42,309  

プレイリーホームズ メイプル 15*120*1820       ¥13,734  ¥45,322  

プレイリーホームズ メイプル 15*90*1820       ¥9,768  ¥32,234  

無垢フローリングドットコム メイプル   15 90 1820 ¥7,990  ¥26,367  

無垢フローリングドットコム メイプル   15 120 1820 ¥7,990  ¥26,367  

キャスオンラインショップ メイプル   15 120 1820 ¥9,047    

キャスオンラインショップ メイプル             

HAGS パイン   12 91 910 ¥9,505  ¥31,460  

HAGS パイン   12 91 1818 ¥10,734  ¥35,530  

マルホン パイン   15 111 3850 ¥9,500  ¥32,490  

マルホン パイン   20 130 3850 ¥14,500  ¥45,240  

プレイリーホームズ パイン   15 114 1820 ¥8,788  ¥14,500  

プレイリーホームズ パイン   15 152 1820 ¥8,788  ¥14,500  

無垢フローリングドットコム パイン   15 114 1977 ¥2,490  ¥3,935  

マルホン ヒノキ   15 108 3000 ¥24,000  ¥79,200  

マルホン ヒノキ   15 108 3000 ¥17,000  ¥56,100  

マルホン ヒノキ   15 108 1950 ¥18,000  ¥59,400  

プレイリーホームズ ヒノキ   15 91 1820 ¥9,697  ¥32,000  

プレイリーホームズ ヒノキ   15 114 1820 ¥10,303  ¥34,000  

プレイリーホームズ ヒノキ   15 152 1820 ¥11,515  ¥38,000  

無垢フローリングドットコム ヒノキ   15 105 1920 ¥6,230  ¥20,559  

マルホン クルミ   15 120 乱尺 ¥16,000  ¥52,800  

マルホン クルミ   15 120 乱尺 ¥16,000  ¥52,800  
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マルホン クルミ   15 90 乱尺 ¥13,000  ¥42,900  

マルホン クルミ   15 90 乱尺 ¥13,000  ¥42,900  

プレイリーホームズ クルミ   15 130 1820 ¥9,964  ¥32,881  

プレイリーホームズ クルミ   15 130 1820 ¥9,058  ¥29,891  

木魂 クルミ   15 150 乱尺 ¥18,210  ¥60,093  

木魂 クルミ   15 90 乱尺 ¥13,765  ¥45,425  

木魂 クルミ   15 120 乱尺 ¥16,865  ¥55,655  

木魂 クルミ   15 75 1818 ¥16,484  ¥54,397  

木魂 クリ   15 120 乱尺 ¥14,947  ¥49,325  

木魂 クリ   15 150 乱尺 ¥16,296  ¥53,776  

無垢フローリングドットコム クリ   15 90 1820 ¥6,550  ¥21,615  

無垢フローリングドットコム クリ   15 120 1820 ¥7,800  ¥25,740  

プレイリーホームズ クリ   15 90 1820 ¥12,210  ¥40,293  

プレイリーホームズ クリ   15 120 1820 ¥13,080  ¥43,164  

マルホン ケヤキ   15 120 乱尺 ¥32,000  ¥105,600  

マルホン ケヤキ   15 90 乱尺 ¥28,000  ¥92,400  

木魂 ケヤキ   15 120 乱尺 ¥52,381  ¥172,857  

木魂 ケヤキ   15 90 乱尺 ¥47,531  ¥156,852  

木魂 ケヤキ   15 120 乱尺 ¥14,947  ¥49,325  

木魂 ケヤキ   15 90 乱尺 ¥12,901  ¥42,573  

マルホン タモ   15 90 1820 ¥14,000  ¥46,200  

マルホン タモ   15 125 乱尺 ¥19,000  ¥62,700  

プレイリーホームズ タモ   15 90 1820 ¥13,431  ¥44,322  

無垢フローリングドットコム タモ   15 90 1820 ¥9,000  ¥29,700  

無垢フローリングドットコム タモ   15 120 1820 ¥9,000  ¥29,700  

木魂 どんぐり   15 105 乱尺 ¥10,967  ¥36,191  

木魂 どんぐり   15 101 乱尺 ¥8,822  ¥29,113  

 

 


