
飛沫ガードパネル価格表
No 品番 縦横比 サイズ（設置時） 価格 運送会社 運賃(全国一律) 台座種類

1 A3-HGP4x5 横長 縦410x横500ｘ奥290ｍｍ ¥3,410 ヤマト運輸 21個迄1,815円 富士19

2 A3-HGP4x6 横長 縦410x横600ｘ奥290ｍｍ ¥3,894 ヤマト運輸 19個迄1,815円 富士19

3 A3-HGP4x7 横長 縦410x横700ｘ奥290ｍｍ ¥4,400 ヤマト運輸 17個迄1,815円 富士19

4 A3-HGP4x8 横長 縦410x横800ｘ奥290ｍｍ ¥4,950 ヤマト運輸 15個迄1,815円 富士19

5 A3-HGP5x5 同比率 縦510x横500ｘ奥290ｍｍ ¥4,026 ヤマト運輸 18個迄1,815円 富士19

6 A3-HGP5x6 横長 縦510x横600ｘ奥290ｍｍ ¥4,664 ヤマト運輸 16個迄1,815円 富士19

7 A3-HGP5x7 横長 縦510x横700ｘ奥290ｍｍ ¥5,302 ヤマト運輸 14個迄1,815円 富士19

8 A3-HGP5x8 横長 縦510x横800ｘ奥290ｍｍ ¥5,951 ヤマト運輸 13個迄1,815円 富士19

9 A3-HGP5x9 横長 縦510x横900ｘ奥290ｍｍ ¥6,589 ヤマト運輸 12個迄1,815円 富士19

10 A3-HGP5x10 横長 縦510x横1000ｘ奥290ｍｍ ¥7,238 福山通運 13個迄4,180円 富士19

11 A3-HGP5x11 横長 縦510x横1100ｘ奥290ｍｍ ¥7,876 福山通運 12個迄4,180円 富士19

12 A3-HGP5x12 横長 縦510x横1200ｘ奥290ｍｍ ¥8,580 福山通運 11個迄5,500円 富士19

13 A3-HGP6x6 同比率 縦610x横600ｘ奥290ｍｍ ¥5,445 ヤマト運輸 14個迄1,815円 富士19

14 A3-HGP6x7 横長 縦610x横700ｘ奥290ｍｍ ¥6,204 ヤマト運輸 12個迄1,815円 富士19

15 A3-HGP6x8 横長 縦610x横800ｘ奥290ｍｍ ¥6,974 ヤマト運輸 11個迄1,815円 富士19

16 A3-HGP6x9 横長 縦610x横900ｘ奥290ｍｍ ¥7,744 福山通運 12個迄4,180円 富士19

17 A3-HGP6x10 横長 縦610x横1000ｘ奥290ｍｍ ¥8,525 福山通運 11個迄4,180円 富士19

18 A3-HGP6x11 横長 縦610x横1100ｘ奥290ｍｍ ¥9,295 福山通運 10個迄4,180円 富士19

19 A3-HGP6x12 横長 縦610x横1200ｘ奥290ｍｍ ¥10,065 福山通運 9個迄5,500円 富士19

20 A3-HGP7x7 同比率 縦710x横700ｘ奥290ｍｍ ¥7,106 ヤマト運輸 11個迄1,815円 富士19

21 A3-HGP7x8 横長 縦710x横800ｘ奥290ｍｍ ¥8,008 ヤマト運輸 9個迄1,815円 富士19

22 A3-HGP7x9 横長 縦710x横900ｘ奥290ｍｍ ¥8,910 福山通運 11個迄4,180円 富士19

23 A3-HGP7x10 横長 縦710x横1000ｘ奥290ｍｍ ¥9,812 福山通運 10個迄5,500円 富士19

24 A3-HGP7x11 横長 縦710x横1100ｘ奥290ｍｍ ¥10,714 福山通運 9個迄5,500円 富士19

25 A3-HGP7x12 横長 縦710x横1200ｘ奥290ｍｍ ¥11,605 福山通運 8個迄5,500円 富士19

26 A3-HGP8x8 同比率 縦800x横800ｘ奥290ｍｍ ¥10,032 福山通運 10個迄4,180円 富士45

27 A3-HGP8x9 横長 縦800x横900ｘ奥290ｍｍ ¥11,066 福山通運 9個迄4,180円 富士45

28 A3-HGP8x10 横長 縦800x横1000ｘ奥290ｍｍ ¥12,089 福山通運 8個迄5,500円 富士45

29 A3-HGP8x11 横長 縦800x横1100ｘ奥290ｍｍ ¥13,123 福山通運 7個迄5,500円 富士45

30 A3-HGP8x12 横長 縦800x横1200ｘ奥290ｍｍ ¥14,146 福山通運 7個迄6,710円 富士45

31 A3-HGP9x6 縦長 縦900x横600ｘ奥290ｍｍ ¥8,745 福山通運 11個迄4,180円 富士45

32 A3-HGP9x7 縦長 縦900x横700ｘ奥290ｍｍ ¥9,900 福山通運 10個迄4,180円 富士45

33 A3-HGP9x8 縦長 縦900x横800ｘ奥290ｍｍ ¥11,066 福山通運 9個迄5,500円 富士45

34 A3-HGP9x9 同比率 縦900x横900ｘ奥290ｍｍ ¥12,221 福山通運 8個迄5,500円 富士45

35 A3-HGP9x10 横長 縦900x横1000ｘ奥290ｍｍ ¥13,376 福山通運 7個迄5,500円 富士45

36 A3-HGP9x11 横長 縦900x横1100ｘ奥290ｍｍ ¥14,542 福山通運 7個迄6,710円 富士45

37 A3-HGP9x12 横長 縦900x横1200ｘ奥290ｍｍ ¥15,697 福山通運 6個迄7,810円 富士45


