
No- 1 001 スギ、ひのき No- 2 002 スギ、ひのき No- 3 003 スギ No- 5 005 スギ No- 7 007 スギ

No- 4 004 ひのき No- 6 006 ひのき No- 8 008 ひのき

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

販売価格 販売価格 販売価格 販売価格 販売価格

生産地 生産地 生産地 生産地 生産地

使用材 使用材 使用材 使用材 使用材

サイズ サイズ サイズ サイズ サイズ

No- 9 009 スギ　左 麻ノ葉 柄 No- 11 011 スギ No- 13 013 スギ No- 15 015 スギ No- 19 019 スギ

No- 10 010 スギ　右　胡麻 柄 No- 12 012 ひのき No- 14 014 ひのき No- 16 016 ひのき

商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

販売価格 販売価格 販売価格 販売価格 販売価格

生産地 生産地 生産地 生産地 生産地

使用材 使用材 使用材 使用材 使用材

サイズ サイズ サイズ サイズ サイズ

No- 20 020 スギ No- 21 021 スギ・桧 等 No- 22 022 スギ・桧 等 No- 23 023 スギ No- 24 024 スギ
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商品名 商品名 商品名 商品名 商品名

販売価格 販売価格 販売価格 販売価格 販売価格

生産地 生産地 生産地 生産地 生産地

使用材 使用材 使用材 使用材 使用材

サイズ サイズ サイズ サイズ サイズ

福島県地域材で作られた、ぬくもりある木工製品をお届け

伊
達
ク
ラ
フ
ト
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
　
直
販
カ
タ
ロ
グ

品番 品番 品番 品番

伊達ＫＵＭＩＫＯ　Ａタイプ 伊達ＫＵＭＩＫＯ　Ｂタイプ きの・機能トレー　５枚セット

福島県 地域認定材

品番

円（税込み）

福島県 伊達市 福島県 伊達市 福島県・千葉県 福島県・千葉県 福島県・千葉県

おもてなしシリーズ　コースター　 寄木コースター　５枚セット

16,000 円（税込み） 21,000 6,000 円（税込み） 6,000 円（税込み） 6,000

福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材

Ｗ180×H180×D 30 （ミリ） Ｗ320×H180×D 30 （ミリ） Ｗ180×H 80×D 20（ミリ） Ｗ100×Ｈ 9×D100 （ミリ） Ｗ110×Ｈ110×D9 （ミリ）

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
コースターを波状に加工しました。「おも
てなし」の際のグラス置き、等としてご活
用下さい。５枚１組です。 説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材を使い製作される寄木
コースターです。木肌をお楽しみ下さい。
5枚1組でお届けとなります。５枚１組で
す。

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
本製品は、福島県地域材の桧・杉・等を
使い木の質感を楽しめる一品です。福
島県伊達市の工場で職人の手づくりに
よる伝統工芸の技を取り入れた商品で
す、インテリアとしてお楽しみ頂けます。

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
福島県地域材の桧・杉・等を使い木の質
感を楽しめる一品です。福島県伊達市
の工場で職人の手づくりによる伝統工
芸の技を取り入れた商品です、インテリ
アとしてお楽しみ頂けます。

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
機能皿角波状に加工しました。重ね合
わせたり、広げたり組み合わせが自由
になります。 1枚使いでは、「おもてなし」
の際のおしぼり置き、あるいはペン皿と
してご活用下さい。５枚１組です。

品番 品番 品番 品番 品番
（アンプ無し） （アンプ無し）

レーザー加工組子コースター ４枚セット 木製スピーカー（高音タイプ） 木製スピーカー（デスクトップ仕様）　　　　　 子供用テーブルキット ふくしまの木　折り紙　２０枚入り

5,000 円（税込み） 65,000 円（税込み） 58,000 円（税込み） 48,000 円（税込み） 3,000 円（税込み）

福島県・東京都 福島県・千葉県 福島県・千葉県 福島県・千葉県 福島県・千葉県

福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材

Ｗ100×Ｈ90×D 6 （ミリ） Ｗ138×Ｈ253ｘ D180（ミリ） Ｗ130×Ｈ180×D165（ミリ） Ｗ590×Ｈ350×D300（ミリ） Ｗ150×Ｈ 150×D 0.15（ミリ）

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材をクロスラミネート構造の
丈夫な、お子様用テーブルセットです。
テーブル１台・椅子２脚セットでお届けと
なります。

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域材を利用した木の折り紙です。杉の
木の香りと共にご利用ください　20枚入
りです

〈
工
場
直
送
〉

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材をレーザー加工機を使い
製作される組子コースターです。インテ
リアとしてもご利用ください。４枚１組で
す。

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材スギ材を使い製造される
木製スピーカー。スギの木目を活かした
スピーカー。ユニットはフォステックス社
製のバスレフタイプ。左右２個同梱

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材を使い製造される木製ス
ピーカー。スギの木目を活かしたスピー
カー。ユニットはフォステックス社製のバ
スレフタイプ。左右２個同梱

品番 品番 品番 品番 品番

18,000 円（税込み）

福島県 福島県・千葉県 福島県 伊達市 福島県 伊達市 福島県・千葉県

ふくしまの木（御朱印帳）１冊（４０ページ） 伊達KUMIKO　多様パネル 　【麻の葉】 伊達KUMIKO　多様パネル 　【胡麻柄】 だて森のどうぶつパズル 木の積み木　収納箱付き

18,000 円（税込み） 57,000 円（税込み） 60,000

説明

絵本作家さんがデザインした商品です。
パズルでありながら動物一体ごとに自立
するのでインテリアとして飾れます。
天然木の為、木目の色艶の違いがあり
ます。製産品の為、納期を１ヶ月程要す
る場合があります。

説明

福島県地域材等を使い、職人が手作り
で優しい形に仕上げたました。お子様へ
木のおもちゃとして天然素材の塗装仕
上げをしておりますので安心してお使い
頂けます。天然木の為、木目の色艶の
違いがあります。
製産品の為、納期を１ヶ月程要する場合
があります。

円（税込み）

説明

国産材・地域材利用を行う製品で日本
の森林保全と緑化に貢献しております。
地域認定木材を使い製作された御朱印
帳は通常の商品とは違った趣のプレミア
ムな商品としてお使い頂けます。（４０
ページ）木の香りもお楽しみ下さい。

説明

福島県地域材等を使い、熟練の職人が
手作りで組子細工を額縁パネルにした
商品です。玄関やリビング等のインテリ
アアイテムでお使いできます。
天然木の為、木目の色艶の違いがあり
ます。製産品の為、納期を１ヶ月程要す
る場合があります。

説明

福島県地域材等を使い、熟練の職人が
手作りで組子細工を額縁パネルにした
商品です。玄関やリビング等のインテリ
アアイテムでお使いできます。
天然木の為、木目の色艶の違いがあり
ます。製産品の為、納期を１ヶ月程要す
る場合があります。

福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材 福島県 地域認定材

Ｗ110×Ｈ160×D12 （ミリ） Ｗ326×H307×D 30 （ミリ） Ｗ326×H307×D 30 （ミリ） Ｗ194×H317×D 20 （ミリ） Ｗ300×H345×D 70 （ミリ）

円（税込み） 26,000 円（税込み）

福島の木の積み木



 

 

ご注文 要領 
 

1. カタログ 又はＨＰにて商品コードＮｏ・商品名・数量を確認してください。 

①  カタログ及びＨＰにて、商品コードＮｏ・商品名・数量の確認をお願い致します。 

② 商品の数量をご確認ください。（セット数と単品数の商品がございます） 

③ お届けまでの期日も併せてご確認願います。（在庫の無い場合はお届けに 1 カ月程度かかる場合がございます） 

2. ご注文はＦＡＸor メールにてお願い致します。 【裏面の専用 FAX 注文書に、ご記入が便利です】 

①  ご注文品は、カタログに記載された、アルファベットと数字となります。（例：DC-010） 

②  メールの場合、お客様のお名前、ご連絡先（住所・電話番号）記載もお願い致します。 

③  FAX 番号のおかけ間違いの無いように十分ご注意ください。 

3. ご精算方法について 

① 銀行振り込み前払い：ご指定先へお名前と注文 No は必ずご記入をお願い致します。（商品発送を行えません） 

② 代金引換（代引き）:  商品お届けの際に、商品と引き換えに運送会社運転手にお支払い下さい。 

               ☆決済は現金のみとなります。 

               ☆商品代金・運賃の他に、手数料がかかります。 

4. 商品のお届けまでの流れ 

①  ご注文確認は、毎週末に集計を行っておりますので、在庫状況により、1 週間～1 カ月を目安として下さい。 

②  ご注文内容確認作業後、お客様へご請求確認書類をお送り致しますので、商品名・金額と納品予定日等をご確認

頂き、ご請求金額のお振込、又は代引き手数料を含んだ合計金額の確認をお願い致します。 

③  商品の配送方法は、ご精算の手続きにより発送手順が異なりますので、発注時に精算方法は必ず、ご記入をお願

い致します。 

④  商品によっては、在庫の都合上、納品までに若干の日時を要する場合がございます。 

（状況によりこちらよりご連絡させて頂く場合がございます） 

⑤  配送時間の指定はできません。ご不在の場合は、不在票にて対応とさせて頂きます。 

（配送業者まで連絡を取って下さい） 

5. 商品についてのお問い合わせ方法 

①  ご注文商品についてのお問い合わせは、メールにてお願い致します。 e-mail：info@dc2.co.jp / 

確認後、事務局よりメールまたは電話にてご対応させて頂きます電話番号などの連絡先情報もご記入ください。 

②  配送時に検品作業は行っておりますが、納品された商品に瑕疵（不良又は欠陥）や数量の違いが有った場合には

速やかにご連絡下さい。代品交換・返品等により対処致します。 

mailto:info@dc2.co.jp


 

 

ディ・シー・ツー有限責任事業組合 FAX ご注文用紙 
 

ＤＤＣ２・ＬＬＰ 行き . 

 

ご注文日※ 

Ｒ    年    月   日 
● ※印 必要事項をご記入の上、こちらの番号へ FAX をお願いいたします。 

FAX：024-573-0141 

 

 商品コード No※ ご注文商品名（すべて記入しなくても大丈夫です） 数量※ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

お客様 ご連絡先 

お名前※（フルネーム）  ふりがな  

ご住所※  〒   ‐    

お電話番号※  FAX 番号※  

メールアドレス  

お支払い方法※ 

（いずれかをご選択ください） 

□代金引換 

 （代引き手数料が発生します） 

□銀行振り込み 

（お振込手数料はご負担願います） 

お支払口座※ 

お荷物と引き換えに 

ドライバーにお支払いいただきます。 

銀行名：福島信用金 保原支店 

普 通 ：３６６４０５ 

名 義 ：ディ・シー・ツー有限責任事業組合  

組合員 白井貴光 

 

当社からの返信手段のご希望を以下によりお選びください※ 

□ メールアドレスへのご返信 □ お電話でのご返信 □ FAX でのご返信 

☆ ※印ヶ所のご記入は必頇となっております。 

☆ ＦＡＸ・メール ご注文書を受理後、お電話 又は ＦＡＸ にて確認のご連絡をさせて頂きます。 

通信欄 （ご希望の時間帯などありましたらご記入下さい） 

 

 ☆個人情報の利用目的について  

当事業組合は、お客様からご提示いただいた名前、住所、電話番号、性別その他のお客様個人に関わる情報「個人情報等」を、お客様へ適した商

品管理、配送作業等による各種情報のご提供のために利用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には利用いたしません。 
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