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●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。
●天然石のため一枚ごとに色、厚さ、大きさに幅があります。

【貼石 】 ●梱包数は変更になる場合があります。
●表示価格は梱包単位の価格です。
1㎡単位の出荷価格は表示価格の２割アップになります。（貼石）
（1㎡＝1段です。色、形を選ぶことはできません。）

●乱形は、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。

※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

ｴｽﾃﾗﾙ ﾋﾟﾝｸ ﾌﾟﾛﾍﾞﾝｽ ｲｴﾛｰ ﾗｽﾄｶﾗｰｽﾄｰﾝ（錆色）

重量(㎡） 53kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 53kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 53kg （梱包数10㎡）
ｻｲｽﾞ φ100～400㎜厚み12～25㎜ ｻｲｽﾞ φ100～400㎜厚み12～25㎜ ｻｲｽﾞ φ200～400㎜厚み20～25㎜

ﾏﾄﾞﾗｽ ｻﾝﾊﾞ 1901みどり（乱形）
重量(㎡） 53kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 53kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 68kg (1㎡単位の販売)

ｻｲｽﾞ φ100～400㎜厚み12～25㎜ ｻｲｽﾞ φ100～400㎜厚み12～25㎜ ｻｲｽﾞ φ200～500厚み15～30㎜

ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ 1903錆緑（乱形）
重量(㎡） 68kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 68kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 68kg (1㎡単位の販売)

ｻｲｽﾞ φ100～400厚み10～30㎜ ｻｲｽﾞ φ100～400厚み10～30㎜ ｻｲｽﾞ φ200～500厚み15～30㎜

信濃石袋入 2,600円/袋 信濃石大判 鉄平石乱形
重量(袋）17㎏ （１袋：梱包数約0.28㎡） 重量(束）17㎏ （１束：梱包数約0.22㎡） 重量(束） 25kg
ｻｲｽﾞ φ60～200 厚み10～30㎜ ｻｲｽﾞ φ250～400 厚み15～30㎜ ｻｲｽﾞ φ200～400 厚み10～30㎜
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11,000円/㎡

11,000円/㎡

11,400円/㎡ 11,400円/㎡

9,000円/㎡

13,000円/㎡ 13,000円/㎡

9,000円/㎡

9,000円/㎡

3,000円/束
（１束：梱包数約0.4㎡）

4,000円/束

現品のみ

現品のみ

現品のみ

現品のみ 現品のみ



●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。
●天然石のため一枚ごとに色、厚さ、大きさに幅があります。

【貼石 ・飛び石】 ●梱包数は変更になる場合があります。
●表示価格は梱包単位の価格です。
1㎡単位の出荷価格は表示価格の２割アップになります。（貼石）
（1㎡＝1段です。色、形を選ぶことはできません。）
●乱形は、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。

※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

アルタストーン(乱形) ポルフィード(乱形) 琉球石灰岩(割肌) 46,000円/㎡
重量(㎡） 68kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 68kg （梱包数10㎡） 重量(㎡） 100kg （梱包数10㎡）
ｻｲｽﾞ φ100～400厚み10～30㎜ ｻｲｽﾞ φ100～400厚み10～30㎜ ｻｲｽﾞ φ150～200㎜　厚み30㎜

青みどり（乱形） 青みどり板石 1901みどり板石
重量(㎡） 68kg (1㎡単位の販売) 重量(㎡） 40kg (3,240円/枚） 重量(㎡） 40kg (3,240円/枚）
ｻｲｽﾞ φ200～500 厚み15～30㎜ ｻｲｽﾞ 300×600×10～15㎜ ｻｲｽﾞ 300×600×10～15㎜

ﾍﾟﾝｼﾙﾊﾞﾆｱｸﾚｲｼﾞｰ 1903錆緑板石 1902グレー板石
重量(㎡） 108kg (1枚単位の販売) 重量(㎡） 40kg (3,240円/枚） 重量(㎡） 40kg (3,240円/枚）
ｻｲｽﾞ φ400～1500㎜　厚み40㎜ ｻｲｽﾞ 300×600×15～20㎜ ｻｲｽﾞ 300×600×10～15㎜

【飛石】

〇　他にも飛石あります。
お問い合わせください。 1901みどり飛石 G603　飛石
取寄せも致します。 重量(枚） 12kg 重量(枚） 30kg

ｻｲｽﾞ φ300×40～70㎜ ｻｲｽﾞ φ400×90㎜
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18,000円/㎡ 18,000円/㎡

18,000円/㎡ 18,000円/㎡48,000円/㎡

10,600円/㎡

3,600円/枚

18,000円/㎡

12,500円/㎡

7,600円/枚

現品のみ 現品のみ 現品のみ

現品のみ 現品のみ

現品のみ

★他にも飛石あります。

お問い合わせください。

取寄せも致します。

現品のみ



●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。
●天然石の特性上サビが入る場合があります。
●天然石のため、黒玉、スジなどが入ることがあります。
●天然石のため色、寸法にはバラツキがあります。

＜ﾍﾞﾄﾅﾑ材＞ ●在庫・納期については、お問い合わせください。

五面ﾉﾐ板石　300×300 五面ﾉﾐ板石　300×300 ★その他、何でもお見積り致します。
400×800 ･ 450×900　 400×800 ･ 450×900　 お気軽にお問い合わせください。
重量(㎡）135ｋ　厚み約50㎜ 白 重量(㎡）135ｋ　約50㎜ 錆
　300×600：40枚/P、400×800：18枚/P 　300×600：40枚/P、400×800：18枚/P

＜中国材＞

五面ﾉﾐ板石　300×300 五面ﾉﾐ板石　300×300 サンドフラットストーン
400×800 ･ 450×900　 重量(枚）5㎏
重量(㎡）189ｋ　厚み約70㎜ G603　白 重量(㎡）189ｋ　厚み約70㎜ G682　錆 ｻｲｽﾞ 200×200㎜　厚み50㎜

現品のみ 現品のみ 現品のみ

＜中国材＞

バーナー板石　　 バーナー板石　　 研き板石　　
300×600×20㎜ （2,520円/枚） 300×600×20㎜ （2,520円/枚） 300×600×15㎜ （2,520円/枚）
重量(㎡） 54kg G603　白 重量(㎡） 54kg G682　錆 重量(㎡） 40.5kg 白系
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20,000円/㎡

14,000円/㎡

26,000円/㎡

26,000円/㎡
・300×600

400×800 ･ 450×900　 26,000円/㎡
・300×600

14,000円/㎡

【板石】

26,000円/㎡

14,000円/㎡

・300×600 ・300×600

現品のみ 現品のみ 現品のみ



●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。
※中国材は現品のみ ●天然石の特性上サビが入る場合があります。

●天然石のため、黒玉、スジなどが入ることがあります。
●天然石のため色、寸法にはバラツキがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。

ノミ縁石　白 ノミ縁石　白 ノミ縁石 白
重量(本）16ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材> 重量(本）44ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材> 重量(本）88ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材>
ｻｲｽﾞ 100×100×600 ｻｲｽﾞ 100×120×900 ｻｲｽﾞ 120×150×1800

ノミ縁石　錆 ノミ縁石　錆 ノミ縁石 錆
重量(本）16ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材> 重量(本）44ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材> 重量(本）88ｋｇ <ﾍﾞﾄﾅﾑ材>
ｻｲｽﾞ 100×100×600 ｻｲｽﾞ 100×120×900 ｻｲｽﾞ 120×150×1800

ノミ縁石　G603白 ノミ縁石 白・錆 ノミ縁石　G603白
重量(本）16ｋｇ <中国材> 重量(本） 44ｋｇ <中国材> 重量(本）88ｋｇ <中国材>
ｻｲｽﾞ 100×100×600 ｻｲｽﾞ 120×150×900 ｻｲｽﾞ 120×150×1800

ノミ縁石 白・錆 ﾊﾞｰﾅｰ縁石　G603白
重量(本）32ｋｇ <中国材> 重量(本） 53kg <中国材>
ｻｲｽﾞ 100×120×1000 ｻｲｽﾞ 100×100×1800

（ｻｲｽﾞ単位：㎜）
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3,200円/本

3,200円/本

【縁石】

8,400円/本

16,800円/本

12,400円/本

7,000円/本

16,800円/本

16,800円/本7,000円/本

7,000円/本

3,200円/本

現品のみ

現品のみ

現品のみ

現品のみ

現品のみ



●カタログ掲載の写真は印刷物の為、実物とは異なります。
●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。
●その他サイズご注文賜ります。
※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 大磯 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 南部 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 那智石
重量(袋） 20kg 重量(袋） 20kg 重量(袋） 20kg
ｻｲｽﾞ 2分・4分・5分・8分 ｻｲｽﾞ 2分 ｻｲｽﾞ 4・5・8分(小)　・1寸(中)

★砂利いろいろ取寄せできます。お問い合わせください。

ヤマト黒玉砂利（国産)
18kg

ｻｲｽﾞ　　 5分

ケイリ砂利（国産）
重量(袋） 18㎏
ｻｲｽﾞ M(7～13㎜)　

Ｌ(13～25㎜)
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2,600円

2,600円

2,800円 2,800円

重量(袋）

2,800円

【砂利・玉石　１】



●カタログ掲載の写真は印刷物の為、実物とは異なります。
●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。
●その他サイズご注文賜ります。
※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

フィリピンベージュ 2,800円 白玉砂利（中国産） スペシャル五色
20kg 18kg 18kg

ｻｲｽﾞ 2分 ｻｲｽﾞ 5分・8分 ｻｲｽﾞ 2分・3分

伊勢砂利 (三重産） 2,800円 ヤマト青玉砂利（高知産） 2,600円 白川砂利 （中国産）
20kg 18kg 18kg

ｻｲｽﾞ 2分・3分・5分 ｻｲｽﾞ 5分 ｻｲｽﾞ 3分・5分

伊勢ゴロタ (三重産） 黒　砕石  （国産） 26,000円 青　砕石 (大洲産）

20kg 1ｔ　 ＝1.75ｔ　

ｻｲｽﾞ 8分・1・2・3～4・5～6寸 ｻｲｽﾞ 15㎜ ｻｲｽﾞ 13㎜・20㎜

★その他ご注文承ります。

他のサイズも、

お気軽にお問い合わせください。

土佐砂利（高知産）  国産白川砂利
20kg 重量(袋） １ｔ 未洗浄品

ｻｲｽﾞ　　 2分 ｻｲｽﾞ 混在
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重量(袋）
2,600円

重量(袋）

66,000円

重量(ｍ3）重量（袋）

重量(袋）

重量(袋） 重量(袋）

2,800円

重量(袋）

3,600円 26,000円
重量(袋）

重量(袋）

【砂利・玉石　2】

2,600円

2,600円

現品のみ



●カタログ掲載の写真は印刷物の為、実物とは異なります。
●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。
●その他サイズご注文賜ります。
※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

＜ベトナム産＞

2,800円
小（7～12㎜）

2,800円
ｻｲｽﾞ 小（10～15㎜） 大（15～20㎜） ↑吉祥石施工例：在庫あります。

2,800円
小（10～15㎜）

2,800円
大（15～20㎜）
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ｻｲｽﾞ

クォーツブラウン  重量　20㎏袋

ラフ　ブラウン  　　　重量　20㎏袋

ｻｲｽﾞ

ｻｲｽﾞ

【砂利・玉石　3】

ラフ　ピンク  　　　重量　20㎏袋

ラフ　イエロー  　　　重量　20㎏袋

乾いた状態 濡れた状態

現品のみ

現品のみ

じゃかご（ガビオーネ）↑ ガラスロック↑



●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。

【ピンコロ　１　中国材】 ●天然石のため、シミや斑点のようなものが付いていることがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。
●ピンコロは手割加工のため、寸法にバラツキがあります。

ﾋﾟﾝｺﾛ3丁掛 ピンク・白・錆 ﾋﾟﾝｺﾛ　半丁 赤 ﾋﾟﾝｺﾛ 1丁掛 赤
重量(個） 6.3ｋｇ 梱包数(160個） 重量(個） 梱包数(1000個） 重量(個） ２㎏ 梱包数（500個）
ｻｲｽﾞ 90×90×290 ｻｲｽﾞ 90×90×45 ｻｲｽﾞ 90×90×90

写真は白

ﾋﾟﾝｺﾛ ２丁掛 ピンク・白・錆 ﾋﾟﾝｺﾛ ２丁掛 桜みかげ ﾋﾟﾝｺﾛ ２丁掛 黒
重量(個） 4kg 梱包数（250個） 重量(個） 梱包数(250個） 重量(個） 梱包数(250個）
ｻｲｽﾞ 90×90×190 ｻｲｽﾞ 90×90×190 ｻｲｽﾞ 90×90×190

写真はピンク

ﾋﾟﾝｺﾛ1丁掛 ピンク・白・錆 ﾋﾟﾝｺﾛ 1丁掛 桜みかげ ﾋﾟﾝｺﾛ 1丁掛 黒
重量(個） ２㎏ 梱包数（500個） 重量(個） ２㎏ 梱包数（500個） 重量(個） 梱包数(50個）
ｻｲｽﾞ 90×90×90 ｻｲｽﾞ 90×90×90 ｻｲｽﾞ 90×90×90

写真は錆

ﾋﾟﾝｺﾛ 半丁掛 ピンク・白・錆 ﾋﾟﾝｺﾛ 半丁掛 桜みかげ ﾋﾟﾝｺﾛ 半丁掛 黒
重量(個） 1kg 梱包数（1000個） 重量(個） 1kg 梱包数（1000個） 重量(個） 1kg 梱包数（1,000個）
ｻｲｽﾞ 90×90×45 ｻｲｽﾞ 90×90×45 ｻｲｽﾞ 90×90×45

（ｻｲｽﾞ単位：㎜）
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4ｋｇ 4ｋｇ

4ｋｇ

120円 120円 150円

720円
1ｋｇ

240円 240円 300円

※中国材は現品のみ

480円 480円 600円

300円150円



●天然石のため色幅があります。また、色幅が偏る場合もあります。
●天然石のため、シミや斑点のようなものが付いていることがあります。
●在庫・納期については、お問い合わせください。
●ピンコロは手割加工のため、寸法にバラツキがあります。

アルタストーン（イタリア産） ポルフィード（イタリア産） ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾋﾟﾝｺﾛ グレー
重量(個） 1.2ｋｇ 梱包数(830個） 重量(個） 1.2ｋｇ 梱包数(830個） 重量(個） 2ｋｇ 梱包数(500個）
ｻｲｽﾞ 100×100×40～60 ｻｲｽﾞ 100×100×20～40 ｻｲｽﾞ 90×90×90

ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾋﾟﾝｺﾛ 白 ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾋﾟﾝｺﾛ 錆 ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾋﾟﾝｺﾛ 黒
半丁掛 1丁掛 2丁掛 半丁掛 1丁掛 2丁掛 半丁掛 1丁掛 2丁掛

90×90×45 90×90×90 90×90×190 90×90×45 90×90×90 90×90×190 90×90×45 90×90×90 90×90×190

1kg/個 2kg/個 1kg/個 2kg/個 1kg/個 2kg/個

160円 320円 640円 160円 320円 640円 180円 360円 720円
梱包数 梱包数 梱包数 梱包数 梱包数 梱包数 梱包数 梱包数 梱包数

（ｻｲｽﾞ単位：㎜）

4ｋｇ/個
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250円 360円300円

1000/p 500/p 250/p 1000/p 500/p 250/p 1000/p 500/p

【ピンコロ　2】　イタリア・ベトナム産

250/p

4ｋｇ/個 4ｋｇ/個

鳥海石

六方石

伊予青石

大島石



「オールドレンガ」　マーブル 「オールドレンガ」　オレンジベージュ 「オールドレンガ」　オールベージュ

230×115×60㎜ 230×110×65㎜ 230×115×60㎜

「オールドレンガ」　グレー 「オールドレンガ」　アイアングレー 「オールドレンガ」　グレーホワイト

164,000円／ｐ（8.6㎡） 164,000円／ｐ（8.6㎡） 116,000円／ｐ（8.6㎡）

「オールドレンガ」半桝イエローベージュ 「オールドレンガ」平板ｲｴﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ 「オールドレンガ」　ライトベージュ

116,000円／ｐ（8.6㎡） 126,000円／ｐ（6.1㎡） 152,800円／ｐ（5.2㎡）

上海ｱﾝﾃｨｰｸﾚﾝｶﾞ ﾌﾚﾐﾝｸﾞﾌﾞﾘｯｸ（ﾀﾝﾌﾞﾙ) レンガチップ・ダイヤ
215×105×40 210×95×65～70 80,000円

いぶしレンガ
黒 210×100×60
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【レンガ】 全品現品商品

  440円／1個   440円／1個   440円／1個

560円

2.8kg
320円

ｔ袋
480円

2.5ｋｇ

耐火煉瓦耐火煉瓦

耐火煉瓦 耐火煉瓦

耐火煉瓦 耐火煉瓦



●カタログ掲載の写真は印刷物の為、実物とは異なります。

●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。

●在庫・納期については、お問い合わせください。

※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

ケイリ石 庵治雑石 大宝石（ｸﾞﾚｰ栗石）
重量 1ｔ ﾌﾚｺﾝ入り 重量 １ｔ ﾌﾚｺﾝ入り 重量 １ｔ ﾌﾚｺﾝ入り
ｻｲｽﾞ φ5～20㎜内外 ｻｲｽﾞ φ150～300㎜内外 1号ｻｲｽﾞ φ50～150㎜内外
φ20～50㎜内外  φ50～150㎜内外 （Φ300～600㎜内外のバラあり在庫限り） 2号ｻｲｽﾞ φ150～250㎜内外

チャート石 伊予青石栗石 伊予サビ石
重量(約700㎏)　ﾌﾚｺﾝ入り 重量 １ｔ ﾌﾚｺﾝ入り 重量(1ｔ)
ｻｲｽﾞ Φ50～250㎜内外 ｻｲｽﾞ Φ50～150・150～250㎜内外 ｻｲｽﾞ 　　　200×114×2150(㎜)Φ200～500㎜内外

ｸｰﾙｽﾄｰﾝｳｫｰﾘﾝｸﾞ ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾞﾚｲ 木曾石
重量(１ｔ) 重量(１ｔ) 重量（１ｔ）
ｻｲｽﾞ Φ100～300㎜内外 ｻｲｽﾞ Φ120～300　厚50～130㎜ ｻｲｽﾞ Φ200～500㎜内外

コッツウォルﾄﾞ 琉球石灰岩 ｱﾙﾃﾞﾝﾇﾌﾞﾗｳﾝ
重量(１ｔ) 重量(約700㎏)　ﾌﾚｺﾝ入り 重量（500kg）
ｻｲｽﾞ Φ200～500　厚30～80㎜ ｻｲｽﾞ Φ100～300㎜内外 ｻｲｽﾞ Φ150～500㎜　厚20～200㎜

126,000円

26,000円

220,000円148,000円

76,000円 　50,000円～

【雑石】

70,000円 56,000円
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70,000円

26,000円

120,000円280,000円

※受注発注品



●六方石は他のｻｲｽﾞもございます。在庫、ｻｲｽﾞ、価格をお問い合わせください。

●ｶﾞﾝｺﾏｻ・ｽｰﾊﾟｰｶﾞﾝｺﾏｻは自然土舗装材です。

六方石 800円 六方石 六方石
重量(本） 6㎏ 重量(本） 8㎏ 重量(本） 10㎏
ｻｲｽﾞ φ100×300 ｻｲｽﾞ φ100×400 ｻｲｽﾞ φ100×500

六方石 2,000円 六方石 六方石
重量(本） 12㎏ ｻｲｽﾞ φ100㎜～ 20,000円/m ｻｲｽﾞ φ300㎜～ 60,000円/m
ｻｲｽﾞ φ100×600 ｻｲｽﾞ φ200㎜～ 40,000円/m ｻｲｽﾞ φ400㎜～ 80,000円/m

※受注発注品

　

ｶﾞﾝｺﾏｻ 2,600円 ｽｰﾊﾟｰｶﾞﾝｺﾏｻ 草無課長 (黄土）
重量(袋） 25ｋｇ （5,200円／㎡） 重量(袋） 25ｋｇ （8,640円／㎡） 重量(袋） 15㎏
標準施工厚：30㎜ 使用数量：2袋／㎡ 標準施工厚：40㎜ 使用数量：3.2袋／㎡ ｻｲｽﾞ １㎜内外

　

国産枕木
重量(本) 50kg
ｻｲｽﾞ 200×114×2150 ㎜

2,800円

1,600円

約200㎏～

【六方石(現品のみ )　・舗装材・枕木】
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1,200円

2,700円

約60㎏～

　16,000円

人工芝・防草ｼｰﾄ・ｴｸｽﾃﾘｱ商品扱っています。
見切材（リサイクルエッジング）→



●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。

●在庫・納期については、お問い合わせください。

※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

「板石」方形　：切削仕上げ 「板石」乱形　：切削仕上げ

300×300×20～30㎜ Φ300～400x20～30㎜

「板石」方形　：サンドブラスト仕上げ 「板石」乱形　：サンドブラスト仕上げ 「縁石」　：サンドブラスト仕上げ

300×300×20～30㎜ Φ300～400x20～30㎜ 100x100x600㎜

「板石」方形　：本磨き仕上げ 「板石」乱形　：本磨き仕上げ 「縁石」　：本磨き仕上げ

300×300×20～30㎜ Φ300～400x20～30㎜ 100x100x600㎜

「板石」方形　：水磨き仕上げ 「板石」乱形　：水磨き仕上げ 「コバ」　：一面自然肌他切削仕上げ

300×300×20～30㎜ Φ300～400x20～30㎜ 50×50～80×250㎜

★ 板石方形は300x300㎜が基本形です。
その他の規格は別途お見積りとなります。
お問合せ下さい。

「玉石」　：全面自然肌

Φ50～250㎜
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  126,000円／㎡   82,000円／㎡   3,900円／本

  120,000円～／ｔ

  126,000円／㎡   82,000円／㎡   30,000円／本

  96,000円／㎡   58,000円／㎡   30,000円／本

【伊予青石】

  62,000円／㎡   32,000円／㎡

★玉石は自然のため、

色・形・サイズ等

バラツキがあります。→



●天然石のため、色、寸法、形状にバラツキがあります。

●在庫・納期については、お問い合わせください。

※石材商品すべてはサビの出やすい成分を含んでいます。

「青石」記念碑　：自然肌 「青石」みだれ石

100㎏以内/１個

「大島錆石」記念碑　：自然肌

「青石」テーブルセット 「大島錆石」テーブルセット 「伊達冠石」テーブルセット

板：30,000円/面才   台：8,000円/面才 板：30,000円/面才   台：8,000円/面才 板：66,000円/面才   台：17,600円/面才
椅子：26,000円～/1個 椅子：26,000円～/1個 椅子：54,000円～/1個

「青石」沓脱石 「大島錆石」沓脱石 「伊達冠石」沓脱石

★ その他、水鉢・門柱等色々あります。
お問合せ下さい。
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サンド14,000円/天端面才 : 自然20,000円/天端面材 ﾋﾞｼｬﾝ10,000円/天端面才 : 自然14,000円/天端面材 ﾋﾞｼｬﾝ30,800円/天端面才

30,000円～／前面才 20,000円～／前面才 32,000円～／ｔ

「大島錆石」記念碑：切削及び研磨加工 「伊達冠石」記念碑：切削及び研磨加工

30,000円～／前面才 20,000円～／前面才 66,000円／前面才

「青石」記念碑　：切削面サンド及び研磨加工

【伊予青石２・大島錆石他】



【施工例】

　　　　　水鉢・沓脱・飛石・景石・雑石・灯篭・碑石・・・
　　　　　いろいろ在庫あります。
　　　　　お問い合わせください。

2022年4月

いよせきＨＰ ：http://iyoseki.co.jp/

いよせき株式会社

〒793-0053

愛媛県西条市洲之内甲1299

TEL 0897-55-3720

いよせきアートショップ：https://iyoseki.shop-pro.jp/


