ペレットの配送始めました。
「ペレットを買いに行くのが大変」「配送は便利だけど、ちょっと高い…」
そんな皆様の声を受けて格安のペレット配送サービスを開始いたしました。
このサービスは株式会社デリバリーサービス様のご協力により実現しました。是非ご利用ください！
●ご注文方法●
注文用紙にご記入の上 FAX でご注文

森の力京都株式会社までお問い合わせください。

インターネットの注文フォームからのご注文

http://morinochikarakyoto.com

●ご利用料金●
京都ペレット全木代金（１袋５００円１０kg 入り、税別）＋ 配送料金となります。
配送料金の詳細は以下のとおりです
料金詳細
配送料金（注文数 10 袋以下）

一律 1,000 円

配送料金（注文数 11 袋以上）

１袋あたり 100 円

●配送可能範囲●
京都市内（ただし、以下の地域を除く）
左京区大原、久多、鞍馬、静市、花脊、八瀬、北区大森、小野、雲ケ畑、杉坂、鷹峯大谷町、仏谷町、
堀越町、堂ノ庭町、中川、西賀茂城山、氷室町、真弓、右京区梅ケ畑、嵯峨清滝、越畑、鳥居本、水尾、京北

●注意事項●
（１）配送ご希望の日時には必ずご在宅ください。再配送となった場合，別途料金を請求する場合がございます。
（２）日曜・祝日の配送には対応できません。
（３）年末年始 (12/28 〜 1/5) は注文受付・配送ともに対応できません。
（４）注文の受付はＦＡＸとインターネットの注文フォームのみとなります。電話での注文はできません。
（５）ご注文は、配送希望日の 5 日前までにお願いいたします。
（６）配送は、配送車から 5m 以内、もしくは玄関までとなります。お部屋の中や物置等への配送はできません。
（７）マンション等への配送の場合、1 階入口までの配送となります。

＊配送に関するお問い合わせは、森の力京都株式会社までお願いいたします。
〒601-0251

京都市右京区京北周山町小柳 5 番地 1 TEL : (075) 852-0010

FAX （
: 075）852-0022

MAIL: info@morinochikarakyoto.com

森の力京都株式会社

075-852-0010

〒601- 0251 京都市右京区京北周山町小柳 5 番地 1

ネットで簡単注文！ ペレット配送

検索

京都市内の森林の間伐材などを有効活用することを目的に誕生した100 ％ 京都産の木質燃料です。主に杉や桧などを粉砕、
圧縮、そして熱で固めてペレット状にしているので、添加物が含まれず、安全かつ安心してお使い頂けます。火のぬくもり
に癒されながら、京都の森も元気にできるペレット燃料です。
右京区

森の力京都（株）
【京都ペレット生産工場】

☎ 075-852-0010

● 全木ペレット１袋（10㎏入）…… 500円（ 税別）

〒601-0251

京都ペレット
（燃料）販売店

右京区京北周山町小柳5-1

■営業時間：8:30〜17:30（定休日：土/日/祝日）

● ホワイトペレット１袋（10㎏入）… 600円（ 税別）
宅配可能マークのある販売店からは配達可能です。
■
■ 料金や支払方法および対応エリアは、各販売店に直接お問合せ下さい。

直送のみ

info@morinochikarakyoto.com

■事前連絡：不要
■展示ストーブ：さいかい産業「SS-1」
「SS-2」
「MT-311 SUMITA」
ラベリ「Lisa plus」、山本製作所「ほのか」

販売店募集中！ 詳しくは
【森の力京都株式会社】
へご連絡下さい。

ホームページあり

宅配対応可能店舗

杣人工房（京都市地域産材を利用したリフォームのモデル施設）

ふう

右京区

嵯峨・木のこゝろ｢風｣

右京区

NPO法人みのりのもり劇場

☎ 075-881-6868

☎ 075-882-3309

〒616-8421 右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町4-7(株 )竹内工務店内
■営業時間：10:00〜17:00（定休日：土/日/祝日）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：ヨウホク「S8型ペブ」

〒616-8167 京都市右京区太秦多藪町43うずキネマ館
■営業時間：10:00〜18:00（定休日：土/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：リンカル「アンナマリーナ」
※同店内「キネマ・キッチン」にて展示

右京区

（株）高雄木材工業所

☎ 075-746-0439

左京区

里の駅大原

☎ 075-744-4321

info@takaomokuzai.co.jp

〒616-8267 京都市右京区梅ヶ畑山崎町５
■営業時間：8:00〜17:00（定休日：定日祝日、第２/4土曜日）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：さいかい産業「SS-1」

info@minorinomori.com

左京区

〒606−8324 京都市左京区聖護院中町２
■営業時間 ：8:30〜19:00（定休日：日/祝日）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ ： ペレットパン窯

左京区

info@satonoeki-ohara.com

〒601-1247 左京区大原野村町342
（祝日の場合：火）
■営業時間：9:00〜17:00（定休日：月
■事前連絡：要
■展示ストーブ：シモタニ「CONCORD ALCOTT」

奥井理想米店（ごはんぱん工房つぶつぶ）

☎ 075-771-0456

花脊リゾート 山村都市交流の森

☎ 075-746-0439

hanase-k@dobanzy.com

〒601-1103 京都市左京区花脊八桝町250
■営業時間：9:00〜17:00（定休日：火（祝日の場合は翌日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：サンポット「ＦＦＰ-７０１ＤＦ」
き りん や

左京区

北 区

（有）
ヴァニラリーフ

☎ 075-744-4006

mail@vanillaleaf.com

〒601-1246 左京区大原井出町398-1
■営業時間：9:00〜18:00（定休日：日/祝日）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：さいかい産業「MT-311 SUMITA」

中京区

（株）
Hibana／京都ペレット町家ヒノコ

☎ 075-241-6038

kyoto-pellet@hibana.co.jp

〒604-0931 中京区寺町通二条下ル榎木町98番地7
■営業時間：10:00〜19:00（定休日：水）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：エンバイロ「ペレットMini-A 」
「エンプレス」
エコウッド「TOROLLEY」

森の家に住みたい会

上京区

木輪舎

☎ 075-432-3181

☎ 075-451-1452

〒603-8214 北区紫野雲林院町13 岩井木材(株)内
■営業時間：8:00〜17:00（定休日：土(不定期)/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：石村工業「クラフトマン」、
金子農機「ペレチカVEL970」

〒602-0067 上京区堀川通上立売上ル竹屋町584
■営業時間：10:00〜18:00（定休日：木／第３日曜）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：なし

中京区

今井燃料

南 区

life@kirinya.com

（株）
岡田材木店

☎ 075-211-0737

☎ 075-691-3306

〒604-0096 中京区釜座通丸太町下る桝屋町147
■営業時間：10:00〜18:00（定休日：土/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：なし

〒601-8381 南区吉祥院西ノ茶町35
■営業時間：8:00〜18:00（定休日：日／祝日の午後）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：なし

okadazaimokuten@oboe.ocn.ne.jp

こ だま

南 区

南 区 （株）
京阪エンジニアリング

☎ 075-682-7177

hand@handinhandjp.com

〒601-8184 南区上鳥羽南村山町29-1
■営業時間 ： 8:30〜18:00
日のみ10：00〜17：00（定休日：水/第2.4.5日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：京阪エンジニアリング「KP-S43」

西京区

京北の木で家をつくろうネットワーク

☎ 075-394-1711

三浦製材（株）

☎ 0771-27-2015

〒621-0111 亀岡市東別院町南掛落合６‐1
■営業時間：7:00〜20:00（定休日：なし）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：さいかい産業「SS-2」

森の力京都株式会社

〒601-8327 南区吉祥院御池町10-3 (株)デザオ建設内
■営業時間：10:00〜18:00（定休日：水/木）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：なし

〒610-0000 西京区御陵北大枝山町1-100
■営業時間：10:00〜17:00（定休日：月/火（祝日の場合は開館）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：石村工業「クラフトマン」

山科区

自然住宅情報ひろば

伏見区

johohiroba@nifty.com

〒607-8029 山科区四ノ宮大将軍町15
■営業時間：11:00〜17:00（定休日：水/土/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：石村工業「クラフトマン」

info@wanogakkou.com

（株）
ウイシステム淀

☎ 075-631-3317
〒613-0904 伏見区淀池上町79-1
■営業時間：9:00〜18:00（定休日：土/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：なし

NPO法人 美山里山舎

☎ 0771-75-0015

075-852-0010
http://morinochikarakyoto.com

京都ペレットの

info@satoyama-sha.com

〒601-0751南丹市美山町島朴の木
■営業時間：10:00〜18:00（定休日：月）
■事前連絡：不要
■展示ストーブ：なんたん暖炉

〒601-0251 京都市右京区京北周山町小柳 5 番地 1
info@morinochikarakyoto.com

桂坂野鳥遊園【NPO法人和の学校】

☎ 075-332-4610

南丹市

info@miura-seizai.com

西京区

☎ 075-691-6900

☎ 075-582-8177

mail@fujino-smt.co.jp

〒615-8223 西京区上桂前田町50-1桂グランドハイツ1F
(株)フジノ工務店内
■営業時間：9:00〜18:00
（定休日：土/日/祝日）
■事前連絡：要
■展示ストーブ：金子農機「VEL970」

亀岡市

木魂の森

販売店目印「のぼり」

※ 記載情報は変更する場合もあります。各販売店にご確認下さい。

制作：京都ペレット町家ヒノコ

075-241-6038

〒604-0931 京都市中京区寺町通二条下ル榎木町 98-7
kyoto-pellet@hibana.co.jp

http://hibana.co.jp/kyoto-pellet

