
ネット商品一覧（改定後） 2019/12/25

商品番号 種類 商品名 売価 税込価格

NA-36-YP ナラ 100% の薪 36cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,200 ¥2,420

TK-NARA-YP ナラ　火力調整材 【ゆうパック】ダンボール便 ¥1,400 ¥1,540

NA-40-YP ナラ 100% の薪 40cm 【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,250 ¥2,475

NA-TAMA40-YP ナラ 100% の薪 玉40cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,100 ¥2,310

NA-MIX40-YP 楢ミックスの薪 40cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,000 ¥2,200

NA-MIX40-TAMA-YP 楢ミックスの薪 玉 40cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,000 ¥2,200

SA-40-YP サクラ 100% の薪 40cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥2,000 ¥2,200

TK-HOH-36-YP ホオノキ　焚きつけ材 36cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥1,800 ¥1,980

TK-SUGI-36-YP スギ　焚きつけ材 36cm　【ゆうパック】ダンボール便 ¥1,400 ¥1,540

NARA-2mG-PA ナラ　100%　原木 2m（未乾燥） ¥60,000 ¥66,000

NARA-MIX-2mG-PA ナラミックス　原木 2m（未乾燥） ¥40,000 ¥44,000

HOSO-MIX-2mG-PA 細ミックス　原木 2m（未乾燥） ¥200 ¥220

NA-TAMA40-G ナラ 100% 丸太40cm（未乾燥） 【運送会社】トラック便 ¥300 ¥330

NA-TAMA40-G-PA ナラ 100% 丸太40cm（未乾燥）　【近隣限定】自社パレット便 ¥10,000 ¥11,000

SUGI-TAMA40-G スギ 100% 丸太40cm（未乾燥）　【運送会社】トラック便 ¥180 ¥198

SUGI-TAMA40-G-PA スギ 100% 丸太40cm（未乾燥）【新潟近郊】自社パレット便 ¥7,000 ¥7,700

NA-36-BUNCH ナラ 100% の薪 36cm 【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥600 ¥660

NA-40-BUNCH ナラ 100% の薪 40cm 【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥750 ¥825

NA-45-BUNCH ナラ 100% の薪 45cm 【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥900 ¥990

NA-TAMA40-BUNCH ナラ 100% の薪 玉40cm 【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥600 ¥660

NA-MIX40-BUNCH 楢ミックスの薪 40cm　【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥540 ¥594

NA-MIX40-TAMA-BUNCH 楢ミックスの薪 玉 40cm　【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥480 ¥528

SA-40-BUNCH サクラ 100% の薪 40cm　【運送会社】トラック束便（束数指定） ¥500 ¥550

TK-HOH-36-BUNCH ホオノキ　焚きつけ材　36cm【運送会社】トラック便 ¥450 ¥495

TK-SUGI-36-BUNCH スギ　焚きつけ材 36cm　【運送会社】トラック便 ¥360 ¥396

NA-36-SHELF ナラ 100% の薪 36cm 【運送会社】トラック束便（32束セット） ¥18,000 ¥19,800

NA-40-SHELF ナラ 100% の薪 40cm 【運送会社】トラック束便（32束セット） ¥23,000 ¥25,300

NA-45-SHELF ナラ 100% の薪 45cm 【運送会社】トラック束便（32束セット） ¥28,000 ¥30,800

NA-MIX40-SHELF 楢ミックスの薪 40cm 【運送会社】トラック束便（32束セット） ¥16,000 ¥17,600

NA-MIX40-TAMA-SHELF 楢ミックスの薪 玉 40cm【運送会社】トラック束便（1棚分38束セット） ¥17,000 ¥18,700

NA-TAMA40-SHELF ナラ 100% の薪 玉40cm 【運送会社】トラック束便（1棚分38束セット） ¥20,000 ¥22,000

NA-36-PALETTE
NA-36-PALETTE-COMING

ナラ 100% の薪 36cm 【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
ナラ 100% の薪 36cm  来店引取り（1棚分セット）

¥21,000 ¥23,100

NA-40-PALETTE
NA-40-PALETTE-COMING

ナラ 100% の薪 40cm 【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
ナラ 100% の薪 40cm  来店引取り（1棚分セット）

¥27,000 ¥29,700

NA-45-PALETTE
NA-45-PALETTE-COMING

ナラ 100% の薪 45cm 【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
ナラ 100% の薪 45cm  来店引取り（1棚分セット）

¥32,000 ¥35,200

NA-MIX40-PALETTE
NA-MIX40-PALETTE-
COMING

楢ミックスの薪 40cm　【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
楢ミックスの薪 40cm　 来店引取り（1棚分セット）

¥19,000 ¥20,900

NA-MIX40-TAMA-
PALETTE
NA-MIX40-TAMA-

楢ミックスの薪 玉 40cm【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
楢ミックスの薪 玉 40cm 来店引取り（1棚分セット）【結束無バラのみ】

¥21,000 ¥23,100

NA-TAMA40-SHELF
NA-TAMA40-PALETTE

ナラ 100% の薪 玉40cm 【新潟近郊】自社便（1棚分セット）
                       来店引取り（1棚分セット）【結束無バラのみ】

¥24,000 ¥26,400

SA-40-SHELF
SA-40-PALETTE

【薪】サクラ　100% 40cm 棚販売 （代引不可）
                      【新潟近郊】自社パレット便（1棚分セット）

¥17,000 ¥18,700

NA-KIBAKO ナラ 100%の端材　木箱　【お引取専用　長期予約不可】 ¥7,000 ¥7,700

MIX-KIBAKO 楢ミックスの端材　木箱　【お引取専用　長期予約不可】 ¥5,000 ¥5,500

MIX-HAZAI-NAMA 楢ミックスの生端材　【軽トラ引取専用】　【一律予約不可】 ¥4,090 ¥4,500

NA-36-NAMA-SHF
NA-36-NAMA-PLT

生ナラ 100% の薪 36cm 【運送会社】トラック束便（1棚分50束セット）
      　　　　                 【新潟近郊】自社パレット便（1棚分セット）

¥18,000 ¥19,800

NA-40-NAMA-SHF
NA-40-NAMA-PLT

生ナラ 100% の薪 40cm 【運送会社】トラック束便（1棚分50束セット）
   　　　　                    【新潟近郊】自社パレット便（1棚分セット）

¥22,000 ¥24,200

NA-45-NAMA-SHF
NA-45-NAMA-PLT

生ナラ 100% の薪 45cm 【運送会社】トラック束便（1棚分50束セット）
   　　　　                    【新潟近郊】自社パレット便（1棚分セット）

¥28,000 ¥30,800
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