
GardenHouseシリーズ 配送料金表

4t 平車 4t ユニック車 4t 平車 4t ユニック車

札幌 ¥269,000 ¥289,000 富山県 ¥60,000 ¥71,000
⻘森県 ¥82,000 ¥98,000 石川県 ¥56,000 ¥65,000
秋田県 ¥64,000 ¥82,000 福井県 ¥42,000 ¥53,000
岩手県 ¥62,000 ¥74,000 岐阜県 ¥38,000 ¥48,000
宮城県 ¥44,000 ¥54,000 愛知県 ¥39,000 ¥47,000
山形県 ¥47,000 ¥58,000 三重県 ¥32,000 ¥41,000
福島県 ¥39,000 ¥48,000 滋賀県 ¥26,000 ¥36,000
栃木県 ¥32,000 ¥39,000 奈良県 ¥24,000 ¥35,000
茨城県 ¥33,000 ¥40,000 和歌山県 ¥29,000 ¥39,000
群馬県 ¥32,000 ¥39,000 京都府 ¥24,000 ¥35,000
埼玉県 ¥26,000 ¥32,000 大阪府 ¥21,000 ¥28,000
東京都 ¥23,000 ¥28,000 兵庫県 ¥21,000 ¥28,000
千葉県 ¥27,000 ¥33,000 岡山県 ¥38,000 ¥47,000
神奈川県 ¥23,000 ¥30,000 広島県 ¥51,000 ¥62,000
山梨県 ¥33,000 ¥40,000 鳥取県 ¥47,000 ¥62,000
⻑野県 ¥40,000 ¥48,000 島根県 ¥53,000 ¥70,000
静岡県 ¥35,000 ¥44,000 山口県 ¥44,000 ¥48,000
新潟県 ¥47,000 ¥59,000 香川県 ¥46,000 ¥55,000

愛媛県 ¥62,000 ¥72,000
徳島県 ¥40,000 ¥52,000
高知県 ¥64,000 ¥74,000
福岡県 ¥34,000 ¥39,000
佐賀県 ¥36,000 ¥41,000
⻑崎県 ¥48,000 ¥53,000
大分県 ¥48,000 ¥53,000
熊本県 ¥43,000 ¥47,000
宮崎県 ¥60,000 ¥64,000
鹿児島県 ¥60,000 ¥64,000
沖縄県

20191129

東日本エリア（横浜より）※税別 ⻄日本エリア（神⼾より）※税別

※配送先により異なります。
備考：地域により、価格の幅がございますがご容赦下さい。
   ガーデンハウスシリーズのカレラに関しましては4tユニック車のみでの手配となります。
   ガーデンハウス カレラは上記キャンペーン対象外となります。

〜 2019/12/31



GardenHouseシリーズ 配送料金表

4t 平車 4t ユニック車 4t 平車 4t ユニック車

札幌 ¥269,000 ¥289,000 富山県 ¥60,000 ¥71,000
⻘森県 ¥82,000 ¥98,000 石川県 ¥56,000 ¥65,000
秋田県 ¥64,000 ¥82,000 福井県 ¥42,000 ¥53,000
岩手県 ¥62,000 ¥74,000 岐阜県 ¥38,000 ¥48,000
宮城県 ¥44,000 ¥54,000 愛知県 ¥39,000 ¥47,000
山形県 ¥47,000 ¥58,000 三重県 ¥32,000 ¥41,000
福島県 ¥39,000 ¥48,000 滋賀県 ¥26,000 ¥36,000
栃木県 ¥32,000 ¥39,000 奈良県 ¥24,000 ¥35,000
茨城県 ¥33,000 ¥40,000 和歌山県 ¥29,000 ¥39,000
群馬県 ¥32,000 ¥39,000 京都府 ¥24,000 ¥35,000
埼玉県 ¥26,000 ¥32,000 大阪府 ¥21,000 ¥28,000
東京都 ¥23,000 ¥28,000 兵庫県 ¥21,000 ¥28,000
千葉県 ¥27,000 ¥33,000 岡山県 ¥38,000 ¥47,000
神奈川県 ¥23,000 ¥30,000 広島県 ¥51,000 ¥62,000
山梨県 ¥33,000 ¥40,000 鳥取県 ¥47,000 ¥62,000
⻑野県 ¥40,000 ¥48,000 島根県 ¥53,000 ¥70,000
静岡県 ¥35,000 ¥44,000 山口県 ¥68,000 ¥81,000
新潟県 ¥47,000 ¥59,000 香川県 ¥46,000 ¥55,000

愛媛県 ¥62,000 ¥72,000
徳島県 ¥40,000 ¥52,000
高知県 ¥64,000 ¥74,000
福岡県 ¥81,000 ¥95,000
佐賀県 ¥92,000 ¥103,000
⻑崎県 ¥102,000 ¥116,000
大分県 ¥92,000 ¥103,000
熊本県 ¥94,000 ¥107,000
宮崎県 ¥113,000 ¥127,000
鹿児島県 ¥130,000 ¥150,000
沖縄県

20191129

2020/1/1〜 2020/02/29

東日本エリア（横浜より）※税別 ⻄日本エリア（神⼾より）※税別

※配送先により異なります。
備考：地域により、価格の幅がございますがご容赦下さい。
   ガーデンハウスシリーズのカレラに関しましては4tユニック車のみでの手配となります。
   ガーデンハウス カレラは上記キャンペーン対象外となります。


