
株式会社イー・エッチ・ティー

TCSD / TCSX / SC15Lシリーズ全国配送料金表(指定場所納品・軒下渡し条件：1台～8台まで) 

対象型番:TCSD-20、TCSD-40、TCSX-20、TCSX-40、SC15L-DD24、SC15L-DD48、SC15L-DDS、SC15L-DDTS、SC15L-XDA24、SC15L-XDA48

地域 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台

北海道 ¥29,000 ¥38,000 ¥48,000 ¥58,000 ¥67,000 ¥77,000 ¥87,000 ¥96,000

北東北 青森 岩手 秋田 ¥26,000 ¥33,000 ¥40,000 ¥47,000 ¥54,000 ¥61,000 ¥68,000 ¥75,000

南東北 宮城 山形 福島 ¥25,000 ¥31,000 ¥37,000 ¥43,000 ¥49,000 ¥55,000 ¥61,000 ¥67,000

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨 ¥24,000 ¥28,000 ¥33,000 ¥37,000 ¥42,000 ¥46,000 ¥51,000 ¥55,000

中部 新潟 富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 ¥25,000 ¥31,000 ¥37,000 ¥43,000 ¥49,000 ¥55,000 ¥61,000 ¥67,000

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 ¥26,000 ¥33,000 ¥40,000 ¥47,000 ¥54,000 ¥61,000 ¥68,000 ¥75,000

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 ¥28,000 ¥36,000 ¥45,000 ¥54,000 ¥63,000 ¥71,000 ¥80,000 ¥89,000

四国 徳島 香川 愛媛 高知 ¥28,000 ¥36,000 ¥45,000 ¥54,000 ¥63,000 ¥71,000 ¥80,000 ¥89,000

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 ¥29,000 ¥38,000 ¥48,000 ¥58,000 ¥67,000 ¥77,000 ¥87,000 ¥96,000

南九州 熊本 宮崎 ¥30,000 ¥41,000 ¥51,000 ¥62,000 ¥73,000 ¥84,000 ¥95,000 ¥105,000

沖縄 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費

地域 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台

北海道 ¥31,000 ¥42,000 ¥54,000 ¥65,000 ¥77,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000

北東北 青森 岩手 秋田 ¥28,000 ¥37,000 ¥46,000 ¥55,000 ¥63,000 ¥72,000 ¥81,000 ¥90,000

南東北 宮城 山形 福島 ¥27,000 ¥35,000 ¥43,000 ¥51,000 ¥59,000 ¥67,000 ¥75,000 ¥83,000

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨 ¥25,000 ¥32,000 ¥38,000 ¥45,000 ¥51,000 ¥58,000 ¥64,000 ¥70,000

中部 新潟 富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 ¥27,000 ¥35,000 ¥43,000 ¥51,000 ¥59,000 ¥67,000 ¥75,000 ¥83,000

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 ¥28,000 ¥37,000 ¥46,000 ¥55,000 ¥63,000 ¥72,000 ¥81,000 ¥90,000

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 ¥30,000 ¥40,000 ¥51,000 ¥61,000 ¥72,000 ¥83,000 ¥93,000 ¥104,000

四国 徳島 香川 愛媛 高知 ¥30,000 ¥40,000 ¥51,000 ¥61,000 ¥72,000 ¥83,000 ¥93,000 ¥104,000

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 ¥31,000 ¥42,000 ¥54,000 ¥65,000 ¥77,000 ¥88,000 ¥100,000 ¥111,000

南九州 熊本 宮崎 ¥32,000 ¥44,000 ¥57,000 ¥70,000 ¥82,000 ¥95,000 ¥108,000 ¥121,000

沖縄 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費

別途見積が必要な場合

①建築現場等、施工中の建物への配達の場合

②個人宅への配達の場合。

③沖縄・離島への配達の場合。

④9台以上の場合。

　※9台以上の場合、納品日を分散する事でこの料金で対応可能

⑤配達時間の指定がある場合。

その他注意事項

①廃材引取りは対応できません。

②組立・設置作業は対応できません。

③配達時間は、9:00～17:00の間となります。

　 ※希望がある場合は、配達前に運転手から当日の朝に

    お電話させて頂き、目安時間をお伝えする事はできます。

    (事前に依頼頂いた場合に限ります)

④運転手の申請等は事前にはできません。

※希望がある場合は、配達前に運転手から当日の朝に

    お電話させて頂き、運転手氏名・業者名をお伝えする事は

    できます。(事前に依頼頂いた場合に限ります)

⑤指定場所納品の場合、5F以上でエレベーターが使えない場合や

　通路が極端に狭く、搬入が困難な場合は、対応できない場合が

　あります。その場合は、事前にご相談ください。

⑥手配後の変更について

　出荷日の1週間前には搬入手配が完了します。手配終了後の変更につきましては変更手数料（2,000円/件）が発生します。

　また、当日納品の各種変更（納期、納品先）はご対応出来ませんので、変更無い様にご手配調整の程宜しくお願い致します。

北海道

2021年　8月　11日

※ 下記の配送料金には消費税は含まれておりません。

指定場所納品・軒下渡し含む

平日と土曜日納品の場合

都道府県

沖縄

神奈川

和歌山

鹿児島

沖縄

指定場所納品・軒下渡し含む

日曜日・祝日納品の場合

都道府県

北海道

神奈川

和歌山

鹿児島



株式会社イー・エッチ・ティー

TCSD / TCSXシリーズ全国配送料金表(車上渡し条件：1台～8台まで)  

対象型番:TCSD-20、TCSD-40、TCSX-20、TCSX-40

地域 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台

北海道

北東北 青森 岩手 秋田

南東北 宮城 山形 福島

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨

中部 新潟 富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口

四国 徳島 香川 愛媛 高知

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分

南九州 熊本 宮崎

沖縄

SC15Lシリーズ全国配送料金表(車上渡し条件：1台～8台まで)  

対象型番:SC15L-DD24、SC15L-DD48、SC15L-DDS、SC15L-DDTS、SC15L-XDA24、SC15L-XDA48

地域 1台 2台 3台 4台 5台 6台 7台 8台

北海道 ¥12,500 ¥25,000 ¥37,500 ¥50,000 ¥62,500 ¥75,000 ¥87,500 ¥100,000

北東北 青森 岩手 秋田 ¥8,000 ¥16,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥64,000

南東北 宮城 山形 福島 ¥8,000 ¥16,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥64,000

関東 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨 ¥6,000 ¥12,000 ¥18,000 ¥24,000 ¥30,000 ¥36,000 ¥42,000 ¥48,000

中部 新潟 富山 石川 福井 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 ¥7,500 ¥15,000 ¥22,500 ¥30,000 ¥37,500 ¥45,000 ¥52,500 ¥60,000

近畿 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 ¥8,000 ¥16,000 ¥24,000 ¥32,000 ¥40,000 ¥48,000 ¥56,000 ¥64,000

中国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 ¥8,500 ¥17,000 ¥25,500 ¥34,000 ¥42,500 ¥51,000 ¥59,500 ¥68,000

四国 徳島 香川 愛媛 高知 ¥9,500 ¥19,000 ¥28,500 ¥38,000 ¥47,500 ¥57,000 ¥66,500 ¥76,000

北九州 福岡 佐賀 長崎 大分 ¥11,000 ¥22,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 ¥88,000

南九州 熊本 宮崎 ¥11,000 ¥22,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 ¥88,000

沖縄 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費 実費

車上渡の条件

トラックの上での引き渡し。

※お客様ご自身でトラックから降ろすプランとなります。

　但し、確実にお客様が荷下ろしをお手伝いされる場合に限り、

　運転手が共に手伝い可能です。

別途見積が必要な場合

①土曜日・日曜・祝日配達の場合

②建築現場等、施工中の建物への配達の場合

③個人宅への配達の場合。

④沖縄・離島への配達の場合。

⑤9台以上の場合。

　※9台以上の場合、納品日を分散する事でこの料金で対応可能

⑥配達時間の指定がある場合。

その他注意事項

①廃材引取りは対応できません。

②組立・設置作業は対応できません。車上でのお渡しになります。

③配達時間は、9:00～17:00の間となります。

　 ※希望がある場合は、配達前に運転手から当日の朝に

    お電話させて頂き、目安時間をお伝えする事はできます。

    (事前に依頼頂いた場合に限ります)

④運転手の申請等は事前にはできません。

※希望がある場合は、配達前に運転手から当日の朝に

    お電話させて頂き、運転手氏名・業者名をお伝えする事は

    できます。(事前に依頼頂いた場合に限ります)

⑤運送会社側の料金変更により、料金が改訂されることがあります。

⑥手配後の変更について

　出荷日の1週間前には搬入手配が完了します。手配終了後の変更につきましては変更手数料（2,000円/件）が発生します。

　また、当日納品の各種変更（納期、納品先）はご対応出来ませんので、変更無い様にご手配調整の程宜しくお願い致します。

神奈川

和歌山

鹿児島

沖縄

※ 下記の配送料金には消費税は含まれておりません。

車上渡し

平日納品の場合

都道府県

北海道

2021年　8月　11日

北海道

神奈川

和歌山

鹿児島

沖縄

※ 下記の配送料金には消費税は含まれておりません。

車上渡し

平日納品の場合

都道府県

送料別途不要



株式会社イー・エッチ・ティー

オプション品全国配送料金表

型番 内容

SCP-FAN2 ファン(1セット2個）

ZP-08-024 コーナーガード（1セット4個）

ZP-11-053 ICカードスペア(1枚)

ZP-04-125 スペアキー（1本）

ZP-04-126 スペアキー（2本）

ZP-04-127 スペアキー（1本）

ZP-04-128 スペアキー（1本）

ZP-06-025 キャスター(1個）

ZP-06-026 キャスター(1個）

ZP-06-035 キャスター(1個）

ZP-06-036 キャスター(1個）

※オプション品は、保管庫ご購入のお客様に対してのみのご提供となります。

オプション：送料別途不要

オプション：送料別途不要

オプション：送料別途不要

オプション：送料別途不要

2021年　8月　11日

オプション：送料別途不要

オプション：保管庫と同梱であれば送料別途不要。単体の場合は1～10枚までは1ヶ所納品につき2,000円

オプション：送料別途不要

オプション：送料別途不要

オプション：送料別途不要

※ 下記の配送料金には消費税は含まれておりません。

該当送料表尾

オプション：保管庫と同梱であれば送料別途不要。単体の場合は1セット（2個）あたり2,000円

オプション：保管庫と同梱であれば送料別途不要。単体の場合は1～10セットまでは1ヶ所納品につき2,000円


