
ＮＯ.１ 2020/6/1改定

この度は、弊社の杭についてお問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。測量杭は全て送料無料でのご提供です。

（北海道・沖縄・離島を除く)

 指定口座へのお振込確認後に発送準備に取りかかります。原則、12時迄のご入金確認分は即日発送となりますが、

 12時以降のご入金確認分は、翌営業日の発送とさせて頂きます。発送の御連絡から到着まで、最長3日お待ち下さい。

 日・祝を挟んだ場合、更にお待ち頂く場合がございます。大変恐れ入りますが、納期に余裕を持ってご注文下さい。

 充分な数の在庫をご用意しておりますが、万一在庫切れの場合は、お電話あるいはFAXにて納期を御連絡させて頂きます。

Web：https://kihitosuji.co.jp　担当者：前田 　　　　　　FAX：０８５７－２４－７４３１

令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　御中　

　　ご注文の際は、

　　注文書にご記入の上、

までお送りください。

お振込み確認後に発送いたします。お振込み確認後に発送いたします。お振込み確認後に発送いたします。お振込み確認後に発送いたします。

鳥取銀行鳥取支店 当座 0000525／ゆうちょ銀行 15260-3398381 カ)サンワモクザイイチバ

株式会社三和木材市場 

代金振込先代金振込先代金振込先代金振込先 　注文書にてご選択の口座にお振り込み下さい。（恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。）

　　　　　　　　　　　　　　　　「木杭」「測量杭」ご案内　「木杭」「測量杭」ご案内　「木杭」「測量杭」ご案内　「木杭」「測量杭」ご案内　※注文書を含め３ページあります※注文書を含め３ページあります※注文書を含め３ページあります※注文書を含め３ページあります

　　　　　　TEL：０８５７－２３－１４５１(代表)

〒680-0824　鳥取県鳥取市行徳２－１０２

 

 

 ★複数口のご注文の場合は、発送の御連絡から到着まで、3～5日程お待ち下さい。

 ★杉・桧の杭は、鳥取県産材需要拡大事業の一環として販売しています。

 ★新しくラインナップに入りましたMIXの杭は、杉・桧・米松・ラワン・メルサワ・栂など、

     樹種が色々と混じった物になりますが、その分格安でご提供させて頂いております。

 ★新しくラインナップに入りましたメルサワの杭は、非常に硬く、

     強固な地面にも突き刺さります。

     （メルサワ…南洋材で、敷居や階段などの建築用造作材として使われています。）

 ★ラインナップにないサイズは、特注での制作も可能です。

     お見積もり依頼はお気軽にどうぞ！

 ★エコ商品として建築用材にならない短寸の木材を利用しておりますので、

 　　多少丸みのつくものがあります。

 ★木材の性質上、欠けた節や割れ、虫食いがある場合もあります。

 ★長さ60cm・1m・1.2mの中には小口のささくれや、色付き、面取りの不備などが

　　 ありますのでご了承ください。

0857-24-7431ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

ただいま炭八好評販売中！



ＮＯ.２ 2020/6/1改定

令和　　年　　月　　日

長さ 樹種 サイズ(単位：mm) 入数/1口 単価/1口 単価/1本

数量

(口)

金額

MIX 200×10×10 200本 ¥5,400 約¥27 

MIX 200×10×30 200本 ¥6,200 約¥31 

MIX 300×10×10 200本 ¥6,600 約¥33 

メル

サワ

300×10×10 200本 ¥7,700 約¥39 

MIX 300×10×30 200本 ¥7,200 約¥36 

メル

サワ

300×10×30 200本 ¥8,700 約¥44 

MIX 300×15×15 200本 ¥6,600 約¥33 

MIX 300×18×18 200本 ¥8,500 約¥43 

杉 300×30×30 240本 ¥12,400 約¥52 

300×30×30

（木口面取り加工無し）

300×30×30

（赤着色）

MIX 450×10×30 200本 ¥7,700 約¥39 

MIX 450×15×15 200本 ¥7,200 約¥36 〒　　　－

都 府

道 県

MIX 450×18×18 200本 ¥9,500 約¥48 

杉 450×30×30 216本 ¥13,700 約¥63 

450×30×30

（木口面取り加工無し）

450×30×30

（赤着色）

米松 450×45×45 72本 ¥7,800 約¥108 

450×45×45

（木口面取り加工無し）

450×45×45

（白着色）

450×45×45

（赤着色）

450×45×45

（黄着色）

桧 450×45×45 72本 ¥8,400 約¥117 

MIX 500×10×45 200本 ¥9,500 約¥48 〒　　　－

都 府

道 県

杉 500×30×30 180本 ¥11,700 約¥65 

500×30×30

（木口面取り加工無し）

米松 500×45×45 63本 ¥7,000 約¥111 

500×45×45

（木口面取り加工無し）

杉 500×60×60 32本 ¥6,900 約¥216 

500×60×60

（木口面取り加工無し）

桧 500×60×60 32本 ¥7,800 約¥244 

米松 600×45×45 45本 ¥5,200 約¥116 

杉 600×60×60 24本 ¥6,600 約¥275 

桧 600×60×60 24本 ¥7,400 約¥308 

合計

¥6,600 32本 約¥206 

63本 ¥6,500 約¥103 

約¥58 ¥10,400 180本 

約¥56 ¥12,000 216本 杉

約¥100 ¥7,200 72本 米松

72本 ¥8,800 約¥122 

約¥78 216本 ¥16,800 

北海道・沖縄・離島を除き、送料無料！「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書

30cm

約¥45 ¥10,700 240本 杉

ご担当者名：

※単価は全て、税込価格です。

送料は無料！(北海道･沖縄･離島は除く)

※お振込確認後の発送となります。

お振込先は以下からお選び下さい。

■鳥取銀行鳥取支店　当座　0000525

■ゆうちょ銀行　　　15260-3398381

名義はどちらも

カ)サンワモクザイイチバ

ご注文日： 令和　　　年　　 月　　 日

約¥66 

60cm

50cm

45cm

20cm

米松

杉

杉

米松

杉

杉

米松 72本 ¥8,800 約¥122 

米松 72本 ¥8,800 

ﾒｰﾙ：

¥15,900 240本 

約¥122 

※御注文の際は以下にご記入の上FAX下さい。

 (以下いずれかに○をおつけ下さい)

■No,2のみ送信【      】

■No,3のみ送信【      】

■No,2とNo,3の両方送信【      】

ご注文者名

ご注文者住所

TEL:

FAX：

ご注文者電話番号・FAX番号・メールアドレス

↓御注文のFAXはこちらまで！↓

 

※必ず、どちらかを○印にてご選択下さい。

【鳥取銀行】　【ゆうちょ銀行】

ご入金予定口座

お届け先電話番号

お届け先住所

お届け先名

TEL:

0857-24-7431ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ

ただいま炭八好評販売



ＮＯ.３ 2020/6/1改定

令和　　年　　月　　日

長さ 樹種 サイズ(単位：mm) 入数/1口 単価/1口 単価/1本

数量

(口)

金額

杉 1000×15×15 100本 ¥6,100 約¥61 

杉 1000×30×30 60本 ¥7,100 約¥118 

米松 1000×45×45 27本 ¥5,100 約¥189 

米松 1000×45×45 144本 ¥25,500 約¥177 

杉 1000×60×60 12本 ¥5,000 約¥417 

杉 1000×60×60 60本 ¥24,000 約¥400 

杉 1000×90×90 6本 ¥4,900 約¥817 

杉 1000×90×90 30本 ¥24,000 約¥800 

杉 1200×30×30 48本 ¥8,000 約¥167 

米松 1200×45×45 18本 ¥5,700 約¥317 

米松 1200×45×45 90本 ¥25,500 約¥283 ご担当者名：

杉 1500×30×30 36本 ¥8,200 約¥228 

米松 1500×45×45 18本 ¥7,600 約¥422 〒　　　－

都 府

道 県

米松 1500×45×45 90本 ¥36,000 約¥400 

杉 1500×60×60 8本 ¥7,200 約¥900 

杉 1500×60×60 40本 ¥34,600 約¥865 

杉 1500×90×90 4本 ¥6,900 約¥1,725 

杉 1500×90×90 20本 ¥33,000 約¥1,650 

長さ 樹種 サイズ(単位：mm) 入数/1口 単価/1口 単価/1本

数量

(口)

金額

30枚 

(1坪)

150枚 

(5坪)

〒　　　－

都 府

道 県

合計

ご注文者住所

ご注文者電話番号・FAX番号・メールアドレス

TEL:

FAX：

北海道・沖縄・離島を除き、送料無料！「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書「木杭」「測量杭」注文書

※御注文の際は以下にご記入の上FAX下さい。

 (以下いずれかに○をおつけ下さい)

■No,2のみ送信【      】

■No,3のみ送信【      】

■No,2とNo,3の両方送信【      】

ご注文日： 令和　　　年　　 月　　 日

※単価は全て、税込価格です。

送料は無料！(北海道･沖縄･離島は除く)

※お振込確認後の発送となります。

お振込先は以下からお選び下さい。

■鳥取銀行鳥取支店　当座　0000525

■ゆうちょ銀行　　　15260-3398381

名義はどちらも

カ)サンワモクザイイチバ

ご注文者名

1m

1.5m

1.2m

¥4,300 約¥143 

2m

約¥99 ¥14,900 2000×12×60杉

杉 2000×12×60

↓御注文のFAXはこちらまで！↓

 

※必ず、どちらかを○印にてご選択下さい。

【鳥取銀行】　【ゆうちょ銀行】

ﾒｰﾙ：

TEL:

ご入金予定口座

お届け先電話番号

お届け先名

お届け先住所

丁張り板（貫板・小幅板）丁張り板（貫板・小幅板）丁張り板（貫板・小幅板）丁張り板（貫板・小幅板）

ただいま炭八好評販売

0857-24-7431ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ


