
ｸﾞﾘｰﾝﾎﾟｯﾄﾞ

ﾊｯﾁ

　配送地域 ﾔｰﾄﾞｾｲﾊﾞｰ

4,400 14,300
(4,000) (13,000)

東京都下 4,400 15,400 18,700 ～ 20,900 19,800 ～ 24,200 19,800 ～ 28,600
神奈川①、千葉①、埼玉①（それぞれ ② 除く） (4,000) (14,000) (17,000～ 19,000) (18,000～ 22,000) (18,000～ 26,000)

茨城①（神栖市、利根町、取手市、龍ケ崎市）

神奈川②（足柄上郡、南足柄市、小田原市、足柄下郡）

千葉②（館山、南房総市、旭市、銚子市） 4,400 17,600 29,700 ～ 33,000
埼玉②（深谷市、大里郡、比企郡、秩父地方、児玉郡） (4,000) (16,000) (27,000～ 30,000)

茨城②（①③除くすべての地域）

茨城③（水戸市含めた北部全域） 4,400 19,800 29,700 ～ 38,500

群馬、栃木、山梨（それぞれ全域） (4,000) (18,000) (27,000～ 35,000)

4,950 25,300
(4,500) (23,000)

信越 4,950 27,500
(4,500) (25,000)

北陸 長野③（長野市、北安曇郡、須坂市、大町市、飯山市、 4,950 28,600 44,000 ～ 55,000
中野市、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡） (4,500) (26,000) (40,000～ 50,000)

新潟、富山、石川、福井（それぞれ全域）

4,950 25,300 36,300 ～ 46,200
(4,500) (23,000) (33,000～ 42,000)

4,950 27,500 35,200 ～ 37,400 47,300 ～ 55,000
(4,500) (25,000) (32,000～ 34,000) (43,000～ 50,000)

4,950 27,500 39,600 ～ 60,500
(4,500) (25,000) (36,000～ 55,000)

5,500 30,800 63,800 ～ 80,300
(5,000) (28,000) (58,000～ 73,000)

5,500 30,800 55,000 ～ 66,000
(5,000) (28,000) (50,000～ 60,000)

中国 岡山、広島、鳥取、島根、山口 5,500 31,900 49,500 ～ 55,000 55,000 ～ 60,500 66,000 ～ 77,000

四国 徳島、香川、愛媛、高知 (5,000) (29,000) (45,000～ 50,000) (50,000～ 55,000) (60,000～ 70,000)

6,050 38,500 55,000 ～ 66,000 66,000 ～ 77,000 77,000 ～ 93,500
(5,500) (35,000) (50,000～ 60,000) (60,000～ 70,000) (70,000～ 85,000)

沖縄　・　北海道 都度お見積り

　（ ）内は税抜価格　消費税１０％　　／　単位 円

都度お見積り

４トン 平車（クレーンなし）

2019年 10月1日

★ 8x16（16x8）ﾀｲﾌﾟ、ガゼボ8角形など、上記にないモデルは都度ご確認ください。

38,500
(35,000)

41,800
(38,000)

41,800

34,100
(31,000)

36,300
(33,000)

38,500

35,200
(32,000)

31,900
(29,000)

34,100
(31,000)

35,200
(32,000)

35,200
(32,000)

40,700
(37,000)

34,100
(31,000)

35,200
(32,000)

37,400
(34,000)

25,300
(23,000)

27,500
(25,000)

28,600
(26,000)

16,500
(15,000)

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ8x12
ﾎﾞｰﾄﾊｳｽ6x12
ﾎﾞｰﾄﾊｳｽ8x12
ﾛﾝｸﾞﾊｳｽ12x6
ﾛﾝｸﾞﾊｳｽ12x8

ｶﾞｾﾞﾎﾞ6角形8',10'

16,500
(15,000)

ｻﾝﾊｳｽ 8x12
ﾊｲﾀﾞ 12x8
ｶﾊﾞﾅ12x8

ﾗﾝﾁｬｰ 8x10
ﾗﾝﾁｬｰ 8x12

ｻﾝﾊｳｽ8x8
ｶﾞｰﾃﾞﾅｰ6x6

ｶﾊﾞﾅ9x6
ｶﾞｰﾃﾞﾅｰﾃﾞﾗｲﾄ6x9

ﾌﾟﾚｲﾊｳｽ6x6

※お引き取りも可能 （要連絡 平日４－５日前）

東北②

近畿

九州

大阪、滋賀、京都、奈良、和歌山、兵庫

秋田、岩手、青森

福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、長崎

(35,000)

38,500
(35,000) (38,000)

都度お見積り 都度お見積り

　■ 配送料　※必ず　　　　　　　をお読みください。

長野①（佐久市・郡、上田市、小諸市、東郷市、茅野市）

長野②（①③除くすべての地域）

関東

東京23区

　※各地離島は除きます。

16,500
(15,000)

東北①

東海

静岡（全域）、愛知（全域）

岐阜（全域）、三重（全域）

福島、宮城、山形

22,000
(20,000)

30,800
(28,000)

シダーシェッド配送料

注意事項

◎ 荷下ろし ･･･ トラック荷台で梱包をバラし、パネルを1枚1枚下ろします。荷下ろしの際はお手伝い下さい。

※パネル１枚あたり、約 7～40kg ×8枚～25枚程度 （キット内容はモデルによって異なります）

◎ お届け ･･･ 【時間の指定】は出来ません。 ※【日にちの指定】は可能（日・祝日除く）

◎ 別途料金 ･･･ 通常、４ｔ車で配送しますので、お届け先の道路幅が４m未満の場合は別途料金となります。

･･･ ユニック車（ｸﾚｰﾝ付き）をご希望される場合は別途料金となります。

高広木材株式会社 ジェイスタイル事業部 136-0082 東京都江東区新木場 1-6-3   TEL.03-3521-6121 FAX.03-3521-0063

注意事項


	配送料(8%含む)

