
プリカット名刺用紙・消耗品注文書
● プリカット名刺用紙（インクジェットプリンター専用名刺用紙8面付け）【価格は消費税10％込みです】

商品名 仕様 （厚み 坪量） 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 備考

 ﾎﾜｲﾄ   両面ﾏｯﾄ 標準厚 *1 　0.22mm　186ｇ/㎡ 42121 1000ｼｰﾄ ¥30,250 販売終了 32121 250ｼｰﾄ ¥9,130 販売終了 ・紙の性質上、厚みに若干の誤差が生じる場合が

 ﾎﾜｲﾄ（IW）  両面ﾏｯﾄ 　0.23mm　186ｇ/㎡ 42128 1000ｼｰﾄ ¥32,670 32128 250ｼｰﾄ ¥9,680   ありますので、あらかじめご了承ください。

 ﾎﾜｲﾄ（IW）  両面ﾏｯﾄ 厚口 　0.25mm　209ｇ/㎡ 42138 1000ｼｰﾄ ¥32,670 32138 250ｼｰﾄ ¥9,680 ・必ずA4縦給紙でご使用ください。

 ｸﾘｰﾑ（IK）  両面ﾏｯﾄ 厚口 　0.24mm　186ｇ/㎡ 42133 1000ｼｰﾄ ¥32,670 32133 250ｼｰﾄ ¥9,680 ・片面光沢紙は印刷部位の水濡れにご注意ください。

 ﾅﾁｭﾗﾙ 両面ﾏｯﾄ 厚口 　0.25mm　210ｇ/㎡ 42136 1000ｼｰﾄ ¥29,700 販売終了 32136 250ｼｰﾄ ¥9,130 販売終了 ・顔料系ｲﾝｸご使用の場合、乾きが遅いので

 ﾎﾜｲﾄ   片面光沢 　0.24mm　210ｇ/㎡ （裏面は普通紙仕上げ） 42731 1000ｼｰﾄ ¥52,800 32731 250ｼｰﾄ ¥15,840   扱いにご注意ください。

小計Ａ \ 小計Ｂ \ ＊1 代替品として（32128/42128） 推奨

● プリカット名刺用紙（レーザープリンター専用名刺用紙8面付け）【価格は消費税10％込みです】
商品名 仕様 （厚み 坪量） 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 備考

 両面ﾏｯﾄｱｰﾄ 薄口 　0.175mm　186ｇ/㎡ 42311 1000ｼｰﾄ ¥26,840 32311 250ｼｰﾄ ¥7,920 ・カラーレーザー／モノクロレーザー対応

 両面ﾏｯﾄｱｰﾄ 　0.220mm　210ｇ/㎡ 42321 1000ｼｰﾄ ¥26,840 32321 250ｼｰﾄ ¥7,920 ・紙の性質上、厚みに若干の誤差が生じる

 ｸﾘｰﾑ 薄口 　0.180mm　157ｇ/㎡ 42213 1000ｼｰﾄ ¥22,000 32213 250ｼｰﾄ ¥6,710   場合があります。あらかじめご了承ください。

 ｵﾌ・ﾎﾜｲﾄ 薄口 　0.190mm　157ｇ/㎡ 42316 1000ｼｰﾄ ¥22,000 32316 250ｼｰﾄ ¥6,710 ・必ずA4縦給紙でご使用ください。

 ｵﾌ・ﾎﾜｲﾄ 厚口 　0.240mm　209ｇ/㎡ 42336 1000ｼｰﾄ ¥24,420 32336 250ｼｰﾄ ¥7,260 ＊2 再生紙は古紙含有のため、若干のシミ、黒点の

 ﾎﾜｲﾄ（抗菌用紙） 　0.200mm　190ｇ/㎡ 42326 1000ｼｰﾄ ¥26,840 32326 250ｼｰﾄ ¥7,920       混入があります。

 再生紙100% ﾎﾜｲﾄ (在庫限り) *2 *3 　0.210mm　186ｇ/㎡ 42323 1000ｼｰﾄ ¥27,940 販売終了 32323 250ｼｰﾄ ¥9,020 ＊3 代替品として（32328/42328）再生紙65% 推奨

 竹（ｸﾘｰﾑ色 非木材ﾊﾟﾙﾌﾟ配合) *4 　0.240mm　157ｇ/㎡ 42335 1000ｼｰﾄ ¥26,840 32335 250ｼｰﾄ ¥7,920 ＊4 竹（32335/42335）は印刷ムラが発生する場合が

 ﾎﾜｲﾄ(MLW) 　0.195mm　186ｇ/㎡ 42521 1000ｼｰﾄ ¥26,840 32521 250ｼｰﾄ ¥7,920       あります。あらかじめ印刷テストをしてからご利用

 ｸﾘｰﾑ(MLK) *5 　0.195mm　186ｇ/㎡ 42522 1000ｼｰﾄ ¥26,840 販売終了 32522 250ｼｰﾄ ¥7,920 販売終了       ください。　

 ｸﾘｰﾑ(MCK) 　0.210mm　186ｇ/㎡ 42622 1000ｼｰﾄ ¥28,930 32622 250ｼｰﾄ ¥8,470 ＊5 代替品として（32622/42622） ｸﾘｰﾑ(MCK)  推奨

 ｸﾘｰﾑ(MCK) 厚口 　0.250mm　232ｇ/㎡ 42632 1000ｼｰﾄ ¥30,360 32632 250ｼｰﾄ ¥9,020 ＊6 再生紙65%はやや黄みがかった白、

 再生紙70% ﾎﾜｲﾄ 薄口  *2 *6 　0.177mm　157ｇ/㎡ 42318 1000ｼｰﾄ ¥23,760 32318 250ｼｰﾄ ¥6,930       再生紙70%はやや灰色がかった白となっています。

 再生紙65% ﾎﾜｲﾄ          *2 *6 　0.220mm　151ｇ/㎡ 42328 1000ｼｰﾄ ¥28,050 32328 250ｼｰﾄ ¥8,250

 再生紙65% ﾎﾜｲﾄ 厚口　*2 *6 　0.250mm　186ｇ/㎡ 42338 1000ｼｰﾄ ¥30,360 32338 250ｼｰﾄ ¥9,350

 ﾎﾜｲﾄ(MCW) 　0.230mm　209ｇ/㎡ 42531 1000ｼｰﾄ ¥29,260 32531 250ｼｰﾄ ¥8,800

 ﾎﾜｲﾄ(MCW) 厚口 　0.250mm　232ｇ/㎡ 42631 1000ｼｰﾄ ¥30,360 32631 250ｼｰﾄ ¥9,020

小計Ｃ \ 小計Ｄ \
● その他 名刺用品【価格は消費税10％込みです】

商品名 仕様 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 商品番号 入り数 価格 数量 注文金額 備考

W6011 100ｹｰｽ ¥2,420 W6010 50ｹｰｽ ¥1,540 ・紙製名刺箱はワンタッチ式とアメリカンロック式窓付

W6013 1000ｹｰｽ ¥18,590 W6012 500ｹｰｽ ¥10,450   きの2種類の組み立て方があります。

W6021 100ｹｰｽ ¥2,420 W6020 50ｹｰｽ ¥1,540 ・紙製名刺箱の表面に名刺差し込み用の切り込みが

W6023 1000ｹｰｽ ¥18,590 W6022 500ｹｰｽ ¥10,450   あります。

W6031 100ｹｰｽ ¥2,420 W6030 50ｹｰｽ ¥1,540 ＊7 紙製名刺箱（S）（M）（L）の商品名を、ﾜﾝﾀｯﾁ式

W6033 1000ｹｰｽ ¥18,590 W6032 500ｹｰｽ ¥10,450       紙製名刺箱（S）（M）（L）に変更いたしました。

MA-100M 100ｹｰｽ ¥2,420 MA-50M 50ｹｰｽ ¥1,540

MA-1000M 1000ｹｰｽ ¥18,590 MA-500M 500ｹｰｽ ¥10,450

 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 名刺ｹｰｽ 　ｸﾘｱﾌﾞﾗｳﾝ           内寸 56×93×20mm P6017 100ｹｰｽ ¥7,480 P6016 50ｹｰｽ ¥4,070

小計E \ 小計F \

小計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） ① \ 上記の通り注文します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品の発送／支払い及び返品、交換については裏面をご参照ください。

送料\550+代引手数料\330　小計①が\5,500以上は無料 ② \  住 所：〒  　　      年      月      日

合計金額（①+②） \
氏名：                                  
TEL ：      　                         

FAX ：      　                         

会社名： 所属：         　                      

No.01A474P

 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｓ）*7 　ﾎﾜｲﾄｺｰﾄ仕上げ  内寸 58×93×20mm

 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（M）*7 　ﾎﾜｲﾄｺｰﾄ仕上げ  内寸 58×93×25mm

 ﾜﾝﾀｯﾁ式 紙製名刺箱（Ｌ）*7 　ﾎﾜｲﾄｺｰﾄ仕上げ  内寸 58×93×30mm

 ｱﾒﾘｶﾝﾛｯｸ式 窓付き紙製名刺箱（M） 　ﾎﾜｲﾄｺｰﾄ仕上げ  内寸 58×93×25mm

FAX：03-5693-7188 （24時間受付）
〒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 （9：00 - 17:30 休業日：土日・祝日）
「ソフトウェーブ オンラインショップ」からもご注文頂けます。URL：https://softwave-shop.com
ヤマト運輸の代金引換便でお届けいたします。
15:00までのご注文は当日発送いたします。在庫切れの場合はご連絡いたします。
休業日にいただいたご注文は、翌営業日の発送となります。



■配送について

15:00までのご注文に関しましては、原則として当日発送いたします。
ヤマト運輸の宅急便でお届けいたします。
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の配達となります。※一部離島は数日を要します。
ご注文金額が税込¥5,500未満の場合は、送料550円（税込）を申し受けます。

■お支払いについて
代金引換便でお届けします。領収書はヤマト運輸が発行いたします。
ご注文金額が税込¥5,500未満の場合は、代引手数料330円（税込）を申し受けます。

■返品・交換について

お客様都合による返品・交換をご希望の場合は、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。

休業日にいただいたご注文は、翌営業日の発送となります。


