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ウッドデッキ セットプラン価格表

家族でウッドデッキDIYに挑戦

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）セットプランNO1
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デッキ本体セット (材のみ) ￥131,750円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥118,770円

セット合計 (材のみ) ￥250,520円

デッキ本体セット (材のみ) ￥169,630円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥146,920円

セット合計 (材のみ) ￥316,550円

デッキ本体セット (材のみ) ￥194,660円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥174,590円

セット合計 (材のみ) ￥369,250円

デッキ本体セット (材のみ) ￥154,200円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥146,920円

セット合計 (材のみ) ￥301,120円

デッキ本体セット (材のみ) ￥199,730円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥175,080円

セット合計 (材のみ) ￥374,810円

デッキ本体セット (材のみ) ￥230,720円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥202,750円

セット合計 (材のみ) ￥433,470円

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）セットプランNO1

*表示価格は税別の材料・配送料の価格で施工費用は入っていません

*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）セットプランNO2

A

AA

A C

C

*デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

*フェンスセットはフラットラチスT-8パネルの価格

デッキ本体カラー
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*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。

デッキ本体セット (材のみ) ￥168,490円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥146,920円

セット合計 (材のみ) ￥315,410円

デッキ本体セット (材のみ) ￥216,820円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥175,080円

セット合計 (材のみ) ￥391,900円

デッキ本体セット (材のみ) ￥249,090円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥202,750円

セット合計 (材のみ) ￥451,840円

デッキ本体セット (材のみ) ￥172,380円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥146,920円

セット合計 (材のみ) ￥319,300円

デッキ本体セット (材のみ) ￥221,930円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥175,080円

セット合計 (材のみ) ￥397,010円

デッキ本体セット (材のみ) ￥255,200円

フェンスセット(フラットラチス)(材のみ) ￥202,750円

セット合計 (材のみ) ￥457,950円

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）セットプランNO2

*表示価格は税別の材料・配送料の価格で施工費用は入っていません

*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。

B

B

DB

B D

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）付属品価格・施工価格

*デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

*フェンスセットはフラットラチスT-8パネルの価格 *フェンス参考例□囲み参照

*フェンスセットはフラットラチスT-8パネルの価格

デッキ本体カラー
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6尺
（1811㎜） 40,000

23,500

45,000
6尺フェンス

施工費

1.5間（2716㎜） 2.0間（3616㎜） 2.5間（4336㎜）

54,000

29,000 35,000

55,000

29,000
9尺フェンス

施工費

9尺
（2711㎜）

58,000

35,000 40,000

42,000

35,000 40,000

59,000 70,000

35,000 40,000

62,000

7尺
（2111㎜）

7尺フェンス

施工費

8尺
（2411㎜）

8尺フェンス

施工費

52,000

29,000

29,000

48,000

75,000

*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。

LIXIL 樹ら楽ステージ（合成木デッキ）付属品価格・施工価格
束石（ホームセンター等で別途手配）

*設置場所がコンクリートの時は必要ありません

の束石は9個必要A

の束石は12個必要

の束石は16個必要

B C

D

の束石施工費用は30,500円(税別)*材工A

B C

D

の束石施工費用は40,500円(税別)*材工

の束石施工費用は54,000円(税別)*材工

束石施工費（束石含む材工）

*設置場所がコンクリートの時は必要ありません

参考価格：ホームセンターで350円/個 程度

参考サイズ：15㎝×15㎝×5㎝程度（平板でも可能）

デッキ本体・フェンス施工費用（税別の参考価格）
ステップ2段 材・施工費用（税別）施工参考価格

ステップ2段の材料費用は、33,300円(税別)

ステップ2段の施工費用は、15,500円(税別)

フェンスは高さ・デザインと数タイプあります。詳細は担当者にお問い合わせください

ステップの設置場所によりコンクリートの束石（平板）が必要になることがあります。

ステップの高さは標準的なGL～550㎜までの価格

*フェンスセットはフラットラチスT-8パネルの価格 *フェンス参考例□囲み参照

ウットデッキは代表的なプランです。 多彩なプランがありますので、詳細な担当者までお問い合わせください.

フェンス参考例 *セットプランはフラットラチスT-8パネルになります。

*赤字金額は弊社がで施工をした時の施工費用です。 *DIY施工は黒字金額のみです。

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+リウッドデッキフェンス2型・T80セットプラン

A

B

C

AA

A

BB

B D

C

D

（税別の参考価格）

幅
出
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*赤字金額は弊社がで施工をした時の施工費用です。 *DIY施工は黒字金額のみです。

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+リウッドデッキフェンス2型・T80セットプラン

デッキ本体 ￥108,790円

フェンス本体 ￥125,520円

セット合計 ￥234,310円

デッキ本体 ￥138,250円

フェンス本体 ￥155,850円

セット合計 ￥294,100円

デッキ本体 ￥187,120円

フェンス本体 ￥187,460円

セット合計 ￥374,580円

デッキ本体 ￥141,740円

フェンス本体 ￥130,630円

セット合計 ￥272,370円

デッキ本体 ￥181,710円

フェンス本体 ￥160,960円

セット合計 ￥342,670円

デッキ本体 ￥250,360円

フェンス本体 ￥192,570円

セット合計 ￥442,930円

デッキ本体 ￥173,230円

フェンス本体 ￥154,800円

セット合計 ￥328,030円

デッキ本体 ￥224,660円

フェンス本体 ￥161,370円

セット合計 ￥386,030円

デッキ本体 ￥312,400円

フェンス本体 ￥216,750円

セット合計 ￥529,150円

デッキ本体 ￥206,240円

フェンス本体 ￥177,700円

セット合計 ￥383,940円

デッキ本体 ￥240,090円

フェンス本体 ￥208,030円

セット合計 ￥448,120円

デッキ本体 ￥372,370円

フェンス本体 ￥239,640円

セット合計 ￥612,010円

デッキ本体 ￥246,210円

フェンス本体 ￥201,870円

セット合計 ￥448,080円

デッキ本体 ￥320,830円

フェンス本体 ￥237,790円

セット合計 ￥558,620円

デッキ本体 ￥450,520円

フェンス本体 ￥300,630円

セット合計 ￥714,330円

デッキ本体 ￥280,320円

フェンス本体 ￥206,990円

セット合計 ￥487,310円

デッキ本体 ￥367,370円

フェンス本体 ￥237,320円

セット合計 ￥604,690円

デッキ本体 ￥514,910円

フェンス本体 ￥268,930円

セット合計 ￥783,840円

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+ルシアスデッキフェンスB02型・T80セットプラン

*表示価格は税別の材料・配送料の価格でステップ金額と施工費用は入っていません*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。 *デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

C GFA A

B

F

B E GE G G

D H IH I J



5

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+ルシアスデッキフェンスB02型・T80セットプラン

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+シャローネデッキフェンス1型・T80セットプラン

*表示価格は税別の材料・配送料の価格でステップ金額と施工費用は入っていません*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。

*表示価格は税別の材料・配送料の価格でステップ金額と施工費用は入っていません*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。 *デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

C GFA A F

B E GE G G

D H IH I J

デッキ本体 ￥108,790円

フェンス本体 ￥70,430円

セット合計 ￥179,220円

デッキ本体 ￥138,250円

フェンス本体 ￥83,850円

セット合計 ￥222,100円

デッキ本体 ￥187,120円

フェンス本体 ￥97,860円

セット合計 ￥284,980円

デッキ本体 ￥141,740円

フェンス本体 ￥71,130円

セット合計 ￥212,870円

デッキ本体 ￥181,710円

フェンス本体 ￥84,550円

セット合計 ￥266,260円

デッキ本体 ￥250,360円

フェンス本体 ￥98,560円

セット合計 ￥648,920円

デッキ本体 ￥173,230円

フェンス本体 ￥82,110円

セット合計 ￥255,340円

デッキ本体 ￥224,660円

フェンス本体 ￥95,530円

セット合計 ￥320,190円

デッキ本体 ￥312,400円

フェンス本体 ￥109,540円

セット合計 ￥421,940円

デッキ本体 ￥206,240円

フェンス本体 ￥94,200円

セット合計 ￥300,440円

デッキ本体 ￥240,090円

フェンス本体 ￥107,620円

セット合計 ￥347,710円

デッキ本体 ￥372,370円

フェンス本体 ￥121,620円

セット合計 ￥493,990円

デッキ本体 ￥246,210円

フェンス本体 ￥104,950円

セット合計 ￥351,160円

デッキ本体 ￥320,830円

フェンス本体 ￥118,370円

セット合計 ￥439,200円

デッキ本体 ￥450,520円

フェンス本体 ￥132,370円

セット合計 ￥582,890円

デッキ本体 ￥280,320円

フェンス本体 ￥105,640円

セット合計 ￥385,960円

デッキ本体 ￥367,370円

フェンス本体 ￥119,070円

セット合計 ￥486,440円

デッキ本体 ￥514,910円

フェンス本体 ￥133,070円

セット合計 ￥647,980円
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YKK リウッドデッキ（合成木デッキ）付属品価格・施工価格

YKK リウッドデッキ200（合成木デッキ）+シャローネデッキフェンス1型・T80セットプラン

*表示価格は税別の材料・配送料の価格でステップ金額と施工費用は入っていません*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。 *デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

*表示価格は税別の材料・配送料の価格でステップ金額と施工費用は入っていません*設置場所に土間コンクリートがない場合は、束石が必要になります。 *デッキ本体の高さは標準的なGL～550㎜までの価格

C GFA A F

B E GE G G

D H IH I J

デッキ本体 ￥108,790円

フェンス本体 ￥222,910円

セット合計 ￥331,700円

デッキ本体 ￥138,250円

フェンス本体 ￥278,460円

セット合計 ￥416,710円

デッキ本体 ￥187,120円

フェンス本体 ￥337,840円

セット合計 ￥524,960円

デッキ本体 ￥141,740円

フェンス本体 ￥235,690円

セット合計 ￥377,430円

デッキ本体 ￥181,710円

フェンス本体 ￥291,240円

セット合計 ￥472,950円

デッキ本体 ￥250,360円

フェンス本体 ￥350,630円

セット合計 ￥600,990円

デッキ本体 ￥173,230円

フェンス本体 ￥279,970円

セット合計 ￥453,200円

デッキ本体 ￥224,660円

フェンス本体 ￥335,520円

セット合計 ￥560,180円

デッキ本体 ￥312,400円

フェンス本体 ￥394,910円

セット合計 ￥707,310円

デッキ本体 ￥206,240円

フェンス本体 ￥321,690円

セット合計 ￥527,930円

デッキ本体 ￥240,090円

フェンス本体 ￥377,240円

セット合計 ￥617,330円

デッキ本体 ￥372,370円

フェンス本体 ￥436,630円

セット合計 ￥809,000円

デッキ本体 ￥246,210円

フェンス本体 ￥363,410円

セット合計 ￥609,620円

デッキ本体 ￥320,830円

フェンス本体 ￥418,960円

セット合計 ￥739,790円

デッキ本体 ￥450,520円

フェンス本体 ￥478,350円

セット合計 ￥928,870円

デッキ本体 ￥280,320円

フェンス本体 ￥376,200円

セット合計 ￥656,520円

デッキ本体 ￥367,370円

フェンス本体 ￥431,750円

セット合計 ￥799,120円

デッキ本体 ￥514,910円

フェンス本体 ￥491,120円

セット合計 ￥1,006,030円
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1間
（1851㎜）

1.5間
（2651㎜）

2間
（3651㎜）

2.5間
（4451㎜）

3間
（5451㎜）

3.5間
（6251㎜）

6尺
（1820㎜） 36,500

6尺

(1820㎜）

9尺

(2720㎜）

12尺

(3620㎜）

85,00040,000 44,500 54,000 80,000

30,500 45,000

1間

(1851㎜)

20,500

25,500

6尺フェンス

施工費

9尺
（2720㎜）

23,700 23,700 30,000 35,000 40,000 40,000

12尺フェンス

施工費 35,000 40,000 45,000

9尺フェンス

施工費

12尺
（3620㎜） 65,000 70,000 80,000

50,000 55,000 55,000

116,000

30,000 30,000 35,000 40,000 47,000 47,000

43,000 55,000 62,000 75,000 110,000

95,000 135,000 140,000

45,000 60,500 60,500 75,500

3.5間

(6251㎜)

3間

(5451㎜)

2.5間

(4451㎜)

2間

(3651㎜)

1.5間

(2651㎜)

31,000 31,000 40,500 40,500 51,500

38,000 38,000 50,500 50,500 63,500

YKK リウッドデッキ（合成木デッキ）付属品価格・施工価格

束石（ホームセンター等で別途手配）

*設置場所がコンクリートの時は必要ありません

の束石は8個必要A

B

C

D

束石施工費（束石含む材工）

*設置場所がコンクリートの時は必要ありません

参考価格：ホームセンターで350円/個 程度

参考サイズ：15㎝×15㎝×5㎝程度（平板の物でも可能です）

デッキ本体・フェンス施工費用（税別の参考価格）
ステップの材料費用は、23,770円(税別)

ステップの施工費用は、15,500円(税別)

フェンスは高さ・デザインと数タイプあります。

詳細は担当者にお問い合わせください

ステップの設置場所によりコンクリートの束石（平板）

が必要になることがあります。

ステップの高さは標準的なGL～550㎜までの価格

ウットデッキは代表的なプランです。 多彩なプランがありますので、詳細な担当者までお問い合わせください.

フェンス参考例 セットプランは

リウッドデッキフェンス2型・T80セットプラン

ルシアスデッキフェンスB02型・T80セットプラン

シャローネデッキフェンス1型・T80セットプラン

*赤字金額は弊社がで施工をした時の施工費用です。 *DIY施工は黒字金額のみです。

A C

E

A

B G

F

H

E

D IH

E

F

H

G

I

J

の束石は10個必要

の束石は12個必要

の束石は14個必要

の束石は15個必要

の束石は16個必要

の束石は20個必要

の束石は21個必要

の束石は28個必要

の束石は35個必要

デッキ本体の基本カラー

フェンス
G

F

I

G

G

J

ステップの束石施工費用は6,000円(税別)*材工

（税別の参考価格）

ステップ 材・施工費用（税別）施工参考価格

幅
出

幅
出

A CA F F G

EB GE G G

HD IH I J


