
2021年 4月度ビーオール企画会議（兼建材ミーティング）議事次第 

 

                   開催日：２０２１年４月２３日（金）１０：００－１１：３０ 

場所：ZOOMミーティング 

 

出席者：（企画）ビーオール豊田様、熊野社長、北村取締役、山口  

（建材メンバー）土岐、阪上主任、小椋、坂 

 

１．建材ネット販売の推進 

・サンセキ HP にネットショップサイトを開設する。将来的には楽天等のショップモールに出店する 

 

①サンセキ HP ショップサンプル https://sanseki-stone.co.jp/shop/ 

 

②他社ショップ事例 （ISIサービス） https://www.ispage.net 

 

③販売する商品（陳列アイテム） 

商品候補：半ピン、ピンコロ、2丁掛け、スリットの研磨品、シュタインフィックス（許可要）、手元供養品（祈

りの心） 

売れる商材例：限定品、格安品、ニッチな商品、重たいもの 

 

④コンセプトとショップ名（誰にどんな価値を提供したいのか） 

誰に・・工務店、建材商社、設計事務所、一般消費者など 

価値・・品質面、価格面、品揃えなど差別化 

ショップ名・・(例・ISI サービス)初めての石材購入･石材工事をお考えの方の石材通販･石材施工･インタ

ーネット見積専門サイト 

 

⑤商品仕入方法（デリバリー） 

在庫販売、受注生産 

 

２．企画会議確認、検討事項（企画メンバーのみ） 

・会社案内、鈴村氏について 

・祈りのこころシリーズのパンフ・LP について 

・HP の今後の管理および運用について 
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商品検索 商品名やキーワードを⼊⼒してください 
写真・図⾯等のご送付は

sales@ispage.net  ⾒積BOXを⾒る

実績:実績:実績:実績:実績:

各種 ⽯材･材料カタログ

⼯事･施⼯単価⽬安表

こんなお悩み解決します

よくあるご質問

会社案内

⼤阪本社

東京事務所

福岡事務所

HOME >  間知⽯･雑割⽯ 販売

間知⽯･雑割⽯ 販売

間知⽯ ⽩系

現在の価格(港渡し単価/消費税別)

1155.2 円/個
2021年01⽉27⽇現在 

1242個（46パレット）在庫あり

間知⽯ 錆系

現在の価格(港渡し単価/消費税別)

1207.71 円/個
2021年01⽉27⽇現在 

594個（22パレット）在庫あり

根⽯･天端⽯ ⽩系

現在の価格(港渡し単価/消費税別)

1312.72 円/個
2021年01⽉27⽇現在 

352個（11パレット）在庫あり

根⽯･天端⽯ 錆系

現在の価格(港渡し単価/消費税別)

1365.23 円/個
2021年01⽉27⽇現在 

416個（13パレット）在庫あり

現在の価格 カタログ 施⼯例 ⽯積⽯材検索 ⼊数 基本サイズ

⽯材割付け図 証明書について ⽯材加⼯⾵景写真 納品までの流れ 納品実績 ⾒積フォーム

⼤型公共⼯事・⺠間造成⼯事・河川・個⼈邸等に間知⽯が必要なお客様はＩＳＩの間知⽯をご活⽤ください。

基本⽯Ａと天端⽯Ｂ⽩とサビの４種類を⽤意

2021-02-03 08:05:06 現在

 この⾦額で今すぐ⾒積り！

STONE SALES

⼤型公共⼯事・⺠間造成⼯事・河川・擁壁等に間知⽯が必要なお客様はＩＳＩの間知⽯を活⽤してください。

初めての⽯材購⼊･⽯材⼯事をお考えの⽅の 
⽯材通販･⽯材施⼯･インターネット⾒積専⾨サイト MENU

mailto:sales@ispage.net
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=diy
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=catalog_dw
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=price
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=sodan
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=faq1
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=profile
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=office#osaka
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=office#tokyo
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=office#fukuoka
https://www.ispage.net/index.cgi
https://www.ispage.net/2020/images/catalog/kentiisi_catalog_logo.pdf
https://www.ispage.net/index.cgi?cate_l=6
https://www.ispage.net/index.cgi
https://www.ispage.net/inquiry/form.cgi
tel:0120281483
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⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例

⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 布積み施⼯例

布積み施⼯例 布積み施⼯例 布積み施⼯例 布積み施⼯例 布積み施⼯例

雑⽯積み施⼯例 布積み施⼯例 布積み施⼯例 ⾕積み施⼯例 ⾕積み施⼯例

02 ⽉ 03 ⽇ にご発注頂ければ 03⽉20⽇(45⽇後)に納品可能！
在庫あり商品は約４〜１０⽇間で納品可能です。

※⽇々の外国為替・船舶代等により価格は変動します。予め御了承下さいませ。 
※当サイトからのお申込みを弊社にて確認した時点で価格が変動する場合もございます。 
※規格外サイズの商品でも製作可能です。⾦額は改めて⾒積させていただきます。 
※中国旧正⽉休みの時期（１⽉末〜２⽉中頃）の発注に関しては、ご注⽂後納品まで約50〜70⽇かかる場合がございます。

⾕積み/布積み施⼯例（画像クリックで拡⼤表⽰）

 間知⽯ 施⼯事例をもっと⾒る

基本部材⼨法と１パレット基本⼊数と１コンテナ当たりのパレット数

No 商品名 ⼨法（mm） パレット⼊数 コンテナ⼊数

① 基本⽯ ⽩ 280×420×控350内外 １パレット27個⼊ １コンテナ23パレット

② 基本⽯ 錆 280×420×控350内外 １パレット27個⼊ １コンテナ23パレット

③ 天端⽯ ⽩ 320×400×控350内外 １パレット32個⼊ １コンテナ18パレット

④ 天端⽯ 錆 320×400×控350内外 １パレット32個⼊ １コンテナ18パレット

⑤ Ｃ型 ⽩ 347×594×控350内外 １パレット16個⼊ １コンテナ23パレット

https://www.ispage.net/2020/images/catalog/kentiisi_catalog_logo.pdf
https://www.ispage.net/index.cgi?cate_l=6
https://www.ispage.net/index.cgi?results=1&cat=140
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-01.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-02.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-03.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-04.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-05.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-06.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-07.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-08.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-09.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-10.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-11.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-12.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-13.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-14.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-15.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-16.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-17.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-18.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-19.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/results/2020-20.jpg
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※Ｃ型間知⽯は添付図⾯のような形で施⼯いたします。 

(主にエラス部分の取り合いで使⽤します)

※図⾯の⼨法は弊社の基本サイズになっていま
すが、変更は可能です。 
※変更の場合は改めて⾒積を提出いたします。

⑥ Ｃ型 錆 347×594×控350内外 １パレット16個⼊ １コンテナ23パレット

※合積みで１コンテナ以上あれば激安購⼊は可能です。(約70㎡以上の現場)

基本サイズ（画像クリックで拡⼤表⽰）

⽯材割付け図を作成します！

基本的な図⾯をお送り頂けましたら⽯材割付け図を提出いたします！ 
割り付け図で基本⽯・天端⽯の数量がわかります。 
※現場の間知⽯部分の平⾯図や断⾯図を添付メールしてください。３〜５⽇で⽯材割付け図⾯／⾒積をＰＤＦで返信添付メールいたします。 

CASE

01  

ご提出頂いた図⾯

  

⽯材割付けした図⾯ 

https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part1.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part2.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part3.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part4.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part5.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/draft422_1_Part6.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/type_C.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/c-1.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/w-1.pdf
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原産地証明書・承認願・納品書・発注図⾯・現地加⼯写真等の必要な書類はすべて提出可能！！

中国での間知⽯加⼯⾵景写真（画像クリックで拡⼤表⽰）

ご依頼から納品までの流れ

CASE

02  

ご提出頂いた図⾯

  

⽯材割付けした図⾯ 

 

STEP

01
 

⾒積依頼
このページ下部からお客様情報を記⼊していただき⾒積依頼をしてください。 

※運賃はこの時含んでいませんので、⾒積書でお知らせいたします。

 ⾒積依頼はこちら

STEP

02  

⾒積作成・返信
お客様の⼊⼒情報に基づき運賃を含んだ⾒積書を作成してメールで連絡させていただきます。 

※ご依頼から⾒積作成まで２営業⽇程度のお時間をいただきます。 

３営業⽇がすぎて、メールが届かない場合はお⼿数をおかけしますが、再度メール・ＴＥＬにてご連絡ください。

⾒積が急ぎの場合はその旨 備考欄にご記⼊ください。できる限り早く対応いたします。

STEP

03  

ご注⽂
ご提出した⾒積内容をご確認ください。お客様がご納得いただけましたらご注⽂をお願いします。 

ご注⽂はメールを返信していただくか、ＴＥＬにて連絡をお願いします。

ご⼼配な点やご不明な点は、ご相談ください。 

※納品⽇の指定がある場合は、ご注⽂時にご連絡ください。

https://www.ispage.net/kentiisi/image/c-2.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/w-2.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/evidence1.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/evidence2.pdf
https://www.ispage.net/kentiisi/image/china/07.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/china/09.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/china/10.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/china/11.jpg
https://www.ispage.net/kentiisi/image/china/06.jpg
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過去納品実績（200㎡以上納品の⼤型物件のみ掲載）

納⼊年⽉ お客様 商品 平⽶数 納品場所

H27.2⽉ N 業者様 間知⽯（⽩）  378㎡ 京都府京都市

H27.2⽉ I 業者様 間知⽯（⽩）  260㎡ 三重県名張市

H27.6⽉ M 業者様 間知⽯（錆）  390㎡ 三重県津市

H27.9⽉ I 個⼈様 間知⽯（⽩）  240㎡ 奈良県橿原市

H28.1⽉ S 業者様 間知⽯（⽩）  622㎡ 和歌⼭県和歌⼭市

H28.2⽉ Ｆ 業者様 間知⽯（錆）  300㎡ 神奈川県横浜市

H28.4⽉ S 業者様 間知⽯（⽩）  330㎡ 和歌⼭県和歌⼭市

H28.12⽉ I 業者様 間知⽯（⽩）  650㎡ 岐⾩県⼤垣市

H28.12⽉ H 個⼈様 間知⽯（⽩）  263㎡ 広島県広島市

H29.1⽉ Ｒ 業者様 間知⽯（錆）  322㎡ 愛知県新城市

H29.3⽉ Ｋ 個⼈様 間知⽯（⽩）  280㎡ ⾼知県安芸市

H29.3⽉ M 業者様 間知⽯（⽩）  200㎡ 三重県伊賀市

H29.4⽉ Y 業者様 間知⽯（⽩）  230㎡ 福井県敦賀市

H31.2⽉ M 個⼈様 間知⽯（⽩）  300㎡ 佐賀県佐賀市

H31.8⽉ N 業者様 間知⽯（⽩）  220㎡ 和歌⼭県⽥辺市

R2.6⽉ H 業者様 間知⽯（錆）  313㎡ 奈良県御所市

R2.8⽉ D 業者様 間知⽯（⽩）  929㎡ 和歌⼭県⽥辺市

お⾒積ご依頼フォーム

 

関⻄圏のお客様は⼯事対応可能！！ 
※⽯積⼯事のみ可能です。⼟⽊⼯事はお受けすることができません。
⽩御影・錆御影以外の⾊⽬でも制作可能!! 
制作可能⾊⽬ ⿊系（ ）グレー系（G654）通常納期の＋10〜15⽇かかります。その都度⾒積させていただきます。

STEP

04
 

商品の発送・納品
ご注⽂いただきました商品をお送りいたします。

STEP

05  

お⽀払い
商品納品後に請求書を郵送いたします。 

※初めてのお取引の⽅に関しましては、現⾦先払いでお願いいたします。 

請求書が届いた⽇より、10⽇以内に指定の銀⾏⼝座にお振込みください。 

※合計注⽂額が20万円を超える場合は、納品前・納品後の2回のお⽀払いとなります。
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１パレット27個⼊

１パレット32個⼊

１パレット27個⼊

１パレット32個⼊

以下の項⽬にご記⼊頂き、確認ボタンを押してください。 
※は必須項⽬ですので、必ずご記⼊下さい。

添付ファイルが 
送信できます

ファイルが選択されていませんファイルの選択

ファイルが選択されていませんファイルの選択

ファイルが選択されていませんファイルの選択

商品について※

間知⽯ ⽩系 1155.2  円/個  個

根⽯・天端⽯ ⽩系 1312.72  円/個  個

間知⽯ 錆系 1207.71  円/個  個

根⽯・天端⽯ 錆系 1365.23  円/個  個

貴社名

ご担当者※

フリガナ※

部署名

郵便番号 ※住所⾃動⼊⼒

ご住所

電話番号※

FAX番号

メールアドレス※

納品場所について 納品先は住所と同じ  納品先は住所と異なる

お問合せ内容

●お問合せをいただくに際し、⼊⼒いただいた個⼈情報は、お客様の同意なく第三者への開⽰はございません。詳しくは個⼈情報保護⽅針についてをご確認ください。

リセット 確  認

〒594-0065 ⼤阪府和泉市観⾳寺町850番3 
ＴＥＬ：0725-40-5822 ＦＡＸ：0725-40-5833

https://www.ispage.net/index.cgi?IS=profile#privacy
https://www.ispage.net/kentiisi
https://www.ispage.net/shizenseki
https://www.ispage.net/ooyaishi
https://www.ispage.net/gravel
https://www.ispage.net/cleaning
https://www.ispage.net/sayarin
https://www.ispage.net/skateboard
http://www.zouen.net/siglo.html
tel:0120281483
https://www.ispage.net/index.cgi?IS=inquiry


9593 件

01 02 03

タイル 御影石 大理石・ライムストーン 乱形・スレート 外構 石積 その他 景観商品 造園施工（職人）

ホーム > 石材材料一覧 96 件の登録があります。 おすすめ商品 売れ筋商品　並べ替え：｜価格の安い順｜価格の高い順｜

大分類で絞り込めます。  大分類を選択してください。  ピンコロ 　検索　 リセット

　カラー：  白系  グレー系  黒系  赤系  青系  ベージュ系  茶系  ピンク系  緑系  模様  その他

　シーン別：  　形・サイズ：  　販売価格：  　形状・仕上げ： 

１個販売可能

ピンコロ　ベトナム　白　半丁　

税込 80円 /個

パレット単位でのご購入 76 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　白　半丁

税込 80円 /個

パレット単位でのご購入 76 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　ベトナム　白　半丁　

税込 80円 /個

パレット単位でのご購入 76 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　ベトナム　黒　半丁 

税込 86円 /個

パレット単位でのご購入 82 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　濃ＳＡＢＩ　半丁

税込 86円 /個

パレット単位でのご購入 82 円/
個

１個販売可能

ピンコロ　錆　半丁

税込 86円 /個

パレット単位でのご購入 82 円/
個

１個販売可能

ピンコロ　ベトナム　黒　半丁 

税込 86円 /個

パレット単位でのご購入 82 円/
個

１個販売可能

ピンコロ　濃ＳＡＢＩ　半丁

税込 86円 /個

パレット単位でのご購入 82 円/
個
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90×90×45mm（内外） 90×90×45mm（内外） 90×90×45mm（内外） 90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　フラミンゴ【90角】

税込 94円 /個

パレット単位でのご購入 89 円/
個

90×90×20～40mm

１個販売可能

ピンコロ　カナリア　【90角】

税込 94円 /個

パレット単位でのご購入 89 円/
個

90×90×20～40mm

１個販売可能

ピンコロ　スワン【90角】

税込 94円 /個

パレット単位でのご購入 89 円/
個

90×90×20～40mm

１個販売可能

ピンコロ　ベトナム　グレー　半
丁

税込 96円 /個

パレット単位でのご購入 91 円/
個

90×90×45mm

１個販売可能

ピンコロ　ＡＫＡ　半丁

税込 96円 /個

パレット単位でのご購入 91円/個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　黒　半丁

税込 96円 /個

パレット単位でのご購入 91 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　桜　半丁

税込 96円 /個

パレット単位でのご購入 91 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能

ピンコロ　ＡＫＡ　半丁

税込 96円 /個

パレット単位でのご購入 91 円/
個

90×90×45mm（内外）

１個販売可能 １個販売可能 １個販売可能 １個販売可能
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