
【 布框⼾ 送料表 】

配送会社

北海道 ⻘森 秋⽥ 岩⼿ 宮城 ⼭形 福島 東京 神奈川 埼⽟ 千葉 茨城 群⾺ 栃⽊ ⼭梨 新潟 ⻑野 福井 ⽯川 富⼭ 愛知 静岡 岐⾩ 三重

1枚の時 \13,200 \11,990 \11,660 \11,660 \11,000 \11,220 \11,000 \10,450 \10,450 \10,670 \10,560 \10,780 \10,670 \10,670 \10,560 \11,000 \10,780 \11,220 \11,220 \11,220 \11,000 \10,780 \11,000 \11,000

2枚⽬以降の追加送料
（追加枚数 1枚ごと）

\8,800 \7,590 \7,260 \7,260 \6,600 \6,820 \6,600 \6,050 \6,050 \6,270 \6,160 \6,380 \6,270 \6,270 \6,160 \6,600 \6,380 \6,820 \6,820 \6,820 \6,600 \6,380 \6,600 \6,600

参考送料：2枚の時 \22,000 \19,580 \18,920 \18,920 \17,600 \18,040 \17,600 \16,500 \16,500 \16,940 \16,720 \17,160 \16,940 \16,940 \16,720 \17,600 \17,160 \18,040 \18,040 \18,040 \17,600 \17,160 \17,600 \17,600

参考送料：3枚の時 \30,800 \27,170 \26,180 \26,180 \24,200 \24,860 \24,200 \22,550 \22,550 \23,210 \22,880 \23,540 \23,210 \23,210 \22,880 \24,200 \23,540 \24,860 \24,860 \24,860 \24,200 \23,540 \24,200 \24,200

参考送料：4枚の時 \39,600 \34,760 \33,440 \33,440 \30,800 \31,680 \30,800 \28,600 \28,600 \29,480 \29,040 \29,920 \29,480 \29,480 \29,040 \30,800 \29,920 \31,680 \31,680 \31,680 \30,800 \29,920 \30,800 \30,800

⼤阪 京都 兵庫 奈良 滋賀 和歌⼭ 島根 ⿃取 岡⼭ 広島 ⼭⼝ ⾹川 愛媛 ⾼知 徳島 福岡 佐賀 ⻑崎 宮崎 ⼤分 熊本 ⿅児島 沖縄

1枚の時 \11,220 \11,220 \11,330 \11,110 \11,110 \11,220 \12,210 \11,660 \11,660 \12,100 \12,430 \11,660 \12,100 \12,100 \11,220 \12,760 \12,760 \12,760 \13,090 \12,760 \12,870 \13,200

2枚⽬以降の追加送料
（追加枚数 1枚ごと）

\6,820 \6,820 \6,930 \6,710 \6,710 \6,820 \7,810 \7,260 \7,260 \7,700 \8,030 \7,260 \7,700 \7,700 \6,820 \8,360 \8,360 \8,360 \8,690 \8,360 \8,470 \8,800

参考送料：2枚の時 \18,040 \18,040 \18,260 \17,820 \17,820 \18,040 \20,020 \18,920 \18,920 \19,800 \20,460 \18,920 \19,800 \19,800 \18,040 \21,120 \21,120 \21,120 \21,780 \21,120 \21,340 \22,000

参考送料：3枚の時 \24,860 \24,860 \25,190 \24,530 \24,530 \24,860 \27,830 \26,180 \26,180 \27,500 \28,490 \26,180 \27,500 \27,500 \24,860 \29,480 \29,480 \29,480 \30,470 \29,480 \29,810 \30,800

参考送料：4枚の時 \31,680 \31,680 \32,120 \31,240 \31,240 \31,680 \35,640 \33,440 \33,440 \35,200 \36,520 \33,440 \35,200 \35,200 \31,680 \37,840 \37,840 \37,840 \39,160 \37,840 \38,280 \39,600

⻄濃運輸

配送不可

備考欄

※沖縄県への配送が⾏えない商品です。あらかじめご了承ください。
※お届け時間帯のご指定はできません。業務⽤の路線便となるため、⽇曜・祝⽇のお届けはできません。
※受注⽣産品となり、製作元より直送されるため、他の商品との同梱はできません。

※税率10%の税込で表⽰しています。


