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金木支署入札結果（税抜き）

0002号 ヤマザクラ 4.20m×30cm 札４枚

単価２９，０００円 乳井木材（株）
0003号 イタヤ 2.60m×42cm 札６枚

単価３２，６００円 民芸工房北山

0004号 イタヤ 2.20m×28cm 札７枚

単価２７，６００円 民芸工房北山

0005号 イタヤ 2.40m×24cm 札４枚

単価１８，６００円 民芸工房北山

0006号 ウダイ 2.80m×28cm 札３枚

単価２１，９００円 山仁物産（株）

0007号 ウダイ 2.60m×24cm 札３枚

単価１６，９００円 山仁物産（株）
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0008号 ナラ 3.40m×32cm 札４枚

単価３３，９１０円 （株）中川原商店

0012号 クリ 3.60m×42cm 札２枚

単価１１，３００円 杉山製材（株）

0009号 ナラ 3.00m×38cm 札５枚

単価４１，９９０円 山仁物産（株）

0010号 ナラ 3.20m×38cm 札４枚

単価４５，９９０円 山仁物産（株）

0011号 ナラ 2.60m×36cm 札３枚

単価２１，９１０円 （株）中川原商店

0032号 セン 2.20m×24～26cm 札２枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0013号 クリ 2.80m×32cm 札３枚

単価１６，５００円 日東産業（株）

0033号 セン 2.2m×26～30cm 札３枚

単価９，５１０円 田鉄産業（有）
0034号 セン 2.0～2.2m×32～36cm 札２枚

単価１０，１００円 田鉄産業（有）
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0035号 セン 2.20m×34cm 札２枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0036号 セン 2.20m×36cm 札１枚

単価１８，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0039号 セン 2.60m×36cm 札２枚

単価１４，１００円 田鉄産業（有）

0037号 セン 2.10m×34cm 札２枚

単価１２，１００円 田鉄産業（有）

0038号 セン 2.40m×32cm 札２枚

単価１３，１００円 田鉄産業（有）

0041号 ホオ 2..20m×32cm 札４枚

単価２３，５００円 （株）奥村木材

0040号 ホオ 2..20m×32cm 札３枚

単価１３，５００円 日東物産（株）

0042号 トチ 2.20m×30cm 札３枚

単価１５，６００円 田鉄産業（有）

0043号 トチ 2.20m×32cm 札２枚

単価１３，６００円 田鉄産業（有）

0044号 トチ 2.20m×34cm 札２枚

単価１３，８００円 田鉄産業（有）
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0046号 トチ 2.40m×48cm 札４枚

単価３３，０００円 平野木材（株）

0048号 カツラ 2.40m×34cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0047号 カツラ 2.80m×34cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0045号 トチ 2.20m×36cm 札２枚

単価１３，８００円 田鉄産業（有）

0050号 カツラ 2.20m×40cm 札４枚

単価１８，０００円 平野木材（株）
0052号 ナラ 2.60m×40cm 札３枚

単価３１，９１０円 （株）中川原商店

0054号 トチ 2.40m×46cm 札４枚

単価１７，０００円 平野木材（株）
0056号 セン 2.40m×42cm 札３枚

単価２９，２１０円 （株）中川原商店

0051号 ナラ 2.60m×40cm 札３枚

単価４３，９１０円 （株）中川原商店

0049号 カツラ 2.20m×36cm 札３枚

単価１３，８００円 （株）奥村木材

0053号 トチ 2.80m×42cm 札１枚

単価８，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0055号 トチ 2.80m×36cm 札３枚

単価１３，８００円 田鉄産業（有）単価８，０００円 十和田燐寸軸木（株） 単価１３，８００円 田鉄産業（有）
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0059号 トチ 3.20m×32cm 札３枚

単価１３，３００円 田鉄産業（有）

0058号 トチ 3.00m×44cm 札３枚

単価１８，０００円 平野木材（株）
0057号 イタヤ 2.60m×52cm 札７枚

単価７０，０００円 （株）カジウラ

0060号 トチ 2.00m×54cm 札５枚

単価８０，０００円 （株）カジウラ

0062号 ホオ 4.60m×26cm 札３枚

単価２２，０００円 乳井木材（株）

0061号 トチ 4.20m×42cm 札３枚

単価１８，０００円 平野木材（株）

0066号 ニレ 5.00m×50cm 札６枚

単価８７，０００円 （有）丸惣ツキ板
0064号 イタヤ 4.20m×42cm 札６枚

単価４９，０００円 （株）カジウラ

0065号 トチ 5.20m×60cm 札３枚0063号 カツラ 4.00m×42cm 札３枚

単価９，３００円 杉山製材（株）単価２３，０００円 平野木材（株）
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0666号 ウダイ 2.20m×20～22cm 札２枚

単価１４，９００円 山仁物産（株）

0667号 セン 2.20m×24～32cm 札２枚

単価９，７００円 田鉄産業（有）

0668号 トチ 2.2～2.4m×26cm 札３枚

単価１６，８００円 田鉄産業（有）

0671号 セン 2.10m×30cm 札２枚

単価１１，３００円 田鉄産業（有）0669号 ウダイ 2.40m×22cm 札２枚

単価１６，９００円 山仁物産（株）
0672号 セン 2.40m×32cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）0670号 ウダイ 2.20m×22cm 札２枚

単価１０，９００円 山仁物産（株）

0675号 イタヤ 2.10m×34cm 札３枚

単価２２，０００円 乳井木材（株）0673号 セン 2.60m×32cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）
0676号 イタヤ 2.60m×28cm 札３枚

単価２６，９００円 乳井木材（株）0674号 トチ 2.20m×30cm 札２枚

単価１８，３００円 田鉄産業（有）
0677号 ウダイ 2.60m×26cm 札３枚0677号 ウダイ 2.60m×26cm 札３枚

単価３１，９００円 山仁物産（株）
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0679号 クリ 3.80m×32cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0678号 イタヤ 2.20m×34cm 札４枚

単価２６，６００円 田鉄産業（有）

0680号 イタヤ 3.60m×32cm 札３枚

単価２６，９００円 乳井木材（株）

0681号 トチ 3.00m×34cm 札３枚

単価１３，８００円 田鉄産業（有）

0683号 ウダイ 4.0m×24cm 札３枚

単価２１，９００円 山仁物産（株）

0682号 セン 3.40m×34cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0686号 トチ 2.20m×26cm 札２枚

0684号 ウダイ 3.60m×28cm 札３枚

単価２６，９００円 山仁物産（株）

0685号 クリ 4.20m×26cm 札４枚

単価１８，３００円 （株）小林三之助商店 0686号 トチ 2.20m×26cm 札２枚

単価７，０００円 十和田燐寸軸木（株）
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0691号 クリ 2.20m×28cm 札１枚

単価８，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0687号 ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2.20m×32cm 札３枚

単価２２，２００円 杉山製材（株）

0690号 クリ 2.20m×30cm 札３枚

単価１６，２００円 （株）小林三之助商店
0688号 ﾔﾏｻﾞｸﾗ 2.20m×30cm 札６枚

単価２７，４００円 桧木内製材（有）

0689号 クリ 2.20m×36cm 札５枚

単価４３，０００円 （株）カジワラ

0696号 トチ 2.60m×30cm 札１枚

単価９，０００円 十和田燐寸軸木（株）

0695号 トチ 2.20m×34cm 札１枚

単価８，０００円 十和田燐寸軸木（株）
0693号 トチ 2.40m×40cm 札２枚

単価１３，３００円 杉山製材（株）

0694号 トチ 2.20m×34cm 札１枚

単価８，０００円 十和田燐寸軸木（株）

2261号 スギ 4.00m×44cm 札２枚

単価１０，６００円 （有）アオモリパネル

2259号 スギ 4.00m×48cm 札２枚

単価１０，６００円 （有）アオモリパネル

2260号 スギ 4.00m×44cm 札２枚

単価１０，６００円 （有）アオモリパネル

2262号 スギ 4.00m×38cm 札２枚

単価１０，６００円 （有）アオモリパネル

0692号 トチ 2.40m×44cm 札４枚

単価２７，０００円 平野木材（株）
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2263号 アカマツ 4.00m×52cm 札３枚

単価１３，８００円 （株）鹿児島屋

2264号 アカマツ 4.00m×48cm 札３枚

単価１３，８００円 （株）鹿児島屋

2265号 アカマツ 4.00m×46cm 札３枚

単価１２，８００円 （株）鹿児島屋

2266号 アカマツ 4.00m×44cm 札５枚

単価１２，８００円 （株）鹿児島屋

2267号 アカマツ 4.00m×42cm 札２枚

単価１２，８００円 （株）鹿児島屋
2269号 アカマツ 1.80m×50cm 札２枚

単価５，５００円 沼田製材

2268号 アカマツ 4.00m×38cm 札２枚

単価１２，８００円 （株）鹿児島屋

2270号 アカマツ 1.80m×48cm 札２枚

単価５，５００円 沼田製材

2271号 アカマツ 1.80m×46cm 札３枚

単価９，０００円 （株）鹿児島屋

2272号 アカマツ 1.80m×46cm 札３枚

単価９，０００円 （株）鹿児島屋

2273号 アカマツ 1.80m×40cm 札３枚

単価９，０００円 （株）鹿児島屋

2274号 アカマツ 1.80m×40cm 札２枚

単価５，５００円 沼田製材

2275号 アカマツ 1.80m×38cm 札２枚

単価５，５００円 沼田製材


