
●インクジェットプリンター専用用紙（Ａ４判ノーカット紙）【価格は消費税10％込みです】
商品番号 用紙色 入り数 価格 数量 注文金額

40121  0.22mm  186ｇ/㎡ 両面マット ホワイト 1000ｼｰﾄ ¥23,100

40126  0.22mm  186ｇ/㎡ 両面マット ナチュラル 1000ｼｰﾄ ¥23,100

40138  0.25mm  209ｇ/㎡ 両面マット厚口 ホワイト 1000ｼｰﾄ ¥28,270

40133  0.24mm  186ｇ/㎡ 両面マット厚口 クリーム 1000ｼｰﾄ ¥28,270

40136  0.25mm  210ｇ/㎡ 両面マット厚口 ナチュラル 1000ｼｰﾄ ¥25,960

30121  0.22mm  186ｇ/㎡ 両面マット ホワイト 200ｼｰﾄ ¥5,280

30126  0.22mm  186ｇ/㎡ 両面マット ナチュラル 200ｼｰﾄ ¥5,280

30138  0.25mm  209ｇ/㎡ 両面マット厚口 ホワイト 200ｼｰﾄ ¥6,380

30133  0.24mm  186ｇ/㎡ 両面マット厚口 クリーム 200ｼｰﾄ ¥6,380

30136  0.25mm  210ｇ/㎡ 両面マット厚口 ナチュラル 200ｼｰﾄ ¥5,830

30721  0.24mm  200ｇ/㎡ 片面光沢 ホワイト 200ｼｰﾄ ¥12,320

小計Ａ

●レーザープリンター専用用紙（Ａ４判ノーカット紙）【価格は消費税10％込みです】
商品番号 用紙色 入り数 価格 数量 注文金額

40313  0.20mm 190ｇ/㎡ ホワイト 1000ｼｰﾄ ¥20,130

40314  0.20mm 190ｇ/㎡ クリーム 1000ｼｰﾄ ¥20,130 販売終了

40322  0.20mm 190ｇ/㎡ クリーム 1000ｼｰﾄ ¥20,130

40334  0.24mm 157ｇ/㎡ ケナフ ケナフ 1000ｼｰﾄ ¥24,750

40326  0.20mm 190ｇ/㎡ 抗菌用紙 ホワイト 1000ｼｰﾄ ¥20,130

30313  0.20mm 190ｇ/㎡ ホワイト 200ｼｰﾄ ¥4,730

30314  0.20mm 190ｇ/㎡ クリーム 200ｼｰﾄ ¥4,730

30322  0.20mm 190ｇ/㎡ クリーム 200ｼｰﾄ ¥4,730

30334  0.24mm 157ｇ/㎡ ケナフ ケナフ 200ｼｰﾄ ¥5,830

30326  0.20mm 190ｇ/㎡ 抗菌用紙 ホワイト 200ｼｰﾄ ¥4,730

小計Ｂ

●その他 名刺用品【価格は消費税10％込みです】
商品番号 色 入り数 価格 数量 注文金額

W6010 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｓ） 内寸58×93×20 mm ホワイトコート 50ｹｰｽ ¥1,540

W6020 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｍ） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 50ｹｰｽ ¥1,540

W6030 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｌ） 内寸58×93×30 mm ホワイトコート 50ｹｰｽ ¥1,540

MA-50M ｱﾒﾘｶﾝﾛｯｸ式 窓付き紙製名刺箱（M） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 50ｹｰｽ ¥1,540

W6011 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｓ） 内寸58×93×20 mm ホワイトコート 100ｹｰｽ ¥2,420

W6021 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｍ） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 100ｹｰｽ ¥2,420

W6031 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｌ） 内寸58×93×30 mm ホワイトコート 100ｹｰｽ ¥2,420

MA-100M ｱﾒﾘｶﾝﾛｯｸ式 窓付き紙製名刺箱（M） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 100ｹｰｽ ¥2,420

W6012 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｓ） 内寸58×93×20 mm ホワイトコート 500ｹｰｽ ¥10,450

W6022 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｍ） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 500ｹｰｽ ¥10,450

W6032 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｌ） 内寸58×93×30 mm ホワイトコート 500ｹｰｽ ¥10,450

MA-500M ｱﾒﾘｶﾝﾛｯｸ式 窓付き紙製名刺箱（M） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 500ｹｰｽ ¥10,450

W6013 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｓ） 内寸58×93×20 mm ホワイトコート 1000ｹｰｽ ¥18,590

W6023 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｍ） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 1000ｹｰｽ ¥18,590

W6033 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｌ） 内寸58×93×30 mm ホワイトコート 1000ｹｰｽ ¥18,590

MA-1000M ｱﾒﾘｶﾝﾛｯｸ式 窓付き紙製名刺箱（M） 内寸58×93×25 mm ホワイトコート 1000ｹｰｽ ¥18,590

P6016 プラスチック製 名刺ケース 内寸56×93×20 mm クリアブラウン 50ｹｰｽ ¥4,070

P6017 プラスチック製 名刺ケース 内寸56×93×20 mm クリアブラウン 100ｹｰｽ ¥7,480

小計Ｃ

 合計金額（小計Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ①

送料¥550+代引手数料¥330 小計①が¥5,500以上は無料  ②

注文総合計金額（①+②） 

上記の通り注文します  年   　 月    　日

住所：〒 氏名：

 TEL ：

FAX ：

会社名： 所属：

NO. 01A436

仕様・種類（標準厚さ／坪量／内容）

仕様・種類（標準厚さ／坪量／内容）

仕様・種類（材質／色／サイズ）

・商品の配送／お支払いについて

15:00までのご注文に関しましては、原則として即日発送いたします。ご注文金額が¥5,500未満の場合は送料をご負担いただきます。

ヤマト運輸の代金引換便でお届けいたします。領収書はヤマト運輸が発行いたします。ご注文金額が¥5,500未満の場合は代引き手数料をご負担いただきます。

本州（広島、島根、山口を除く）・四国地域は翌日配達。北海道・広島・島根・山口・九州・沖縄の各地域は翌々日配達となります。一部離島は数日を要します。

・返品、交換について

お客様のご都合による返品及び交換の場合は、ご注文商品到着後10日以内にご連絡ください。ただし、開封前の商品に限ります。

商品到着後11日以上経過している場合、また商品を開封されている場合には、返品・交換には応じかねます。返品・交換にかかる送料・手数料は、すべてお客様のご負担となります。

・用紙は性質上厚みに若干の誤差が生じる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

＊顔料系インクでご使用の場合、乾きが遅いので扱いにご注意ください。

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩 4-9-15 アルテールYS 1階 株式会社ソフトウェーブ TEL：03-5693-7151

ソフトウェーブ オンラインショップからもご注文いただけます。 URL https://softwave-shop.com

ＦＡＸ：０３‐５６９３‐７１８８（２４時間受付）

ノーカット名刺用紙・消耗品注文書


