
フリガナ フリガナ

会社名 部署名

ご担当者名

※会社名と宛名が違う場合は

宛名をご記入ください。

郵便番号・ご住所

ビル名、お荷物受け渡し場所等

TEL FAX

フリガナ

会社名

ビル名、お荷物受け渡し場所等

TEL FAX

郵便番号・ご住所

＠



地域 北海道 東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 その他

都道府県 北海道 青森 茨城 ⾧野 富山 静岡 大阪 岡山 香川 福岡 沖縄

秋田 栃木 新潟 石川 愛知 京都 広島 徳島 佐賀 離島

岩手 群馬 福井 三重 滋賀 山口 愛媛 ⾧崎

宮城 埼玉 岐阜 奈良 鳥取 高知 熊本

山形 千葉 和歌山 島根 大分

福島 神奈川 兵庫 宮崎

※上段…税抜価格 下段…税込価格です。 山梨 鹿児島

品名 数量 東京

税抜 2,000 2,000 1,800 2,000 2,200 2,200 2,600 2,600 2,900

税込 (2,200) (2,200) (1,980) (2,200) (2,420) (2,420) (2,860) (2,860) (3,190)

税抜 3,200 3,100 2,700 3,000 3,600 3,600 4,300 4,300 4,900

税込 (3,520) (3,410) (2,970) (3,300) (3,960) (3,960) (4,730) (4,730) (5,390)

税抜 4,400 4,200 3,700 4,200 5,000 5,000 6,100 6,100 7,100

税込 (4,840) (4,620) (4,070) (4,620) (5,500) (5,500) (6,710) (6,710) (7,810)

税抜 5,700 5,400 4,700 5,400 6,500 6,500 8,000 8,000 9,400

税込 (6,270) (5,940) (5,170) (5,940) (7,150) (7,150) (8,800) (8,800) (10,340)

税抜 6,800 6,400 5,500 6,400 7,800 7,800 9,600 9,600 11,200

税込 (7,480) (7,040) (6,050) (7,040) (8,580) (8,580) (10,560) (10,560) (12,320)

税抜 2,000 2,000 1,800 2,000 2,200 2,200 2,600 2,600 2,900

税込 (2,200) (2,200) (1,980) (2,200) (2,420) (2,420) (2,860) (2,860) (3,190)

税抜 3,200 3,100 2,700 3,000 3,600 3,600 4,300 4,300 4,900

税込 (3,520) (3,410) (2,970) (3,300) (3,960) (3,960) (4,730) (4,730) (5,390)

税抜 4,400 4,200 3,700 4,200 5,000 5,000 6,100 6,100 7,100

税込 (4,840) (4,620) (4,070) (4,620) (5,500) (5,500) (6,710) (6,710) (7,810)

税抜 5,700 5,400 4,700 5,400 6,500 6,500 8,000 8,000 9,400

税込 (6,270) (5,940) (5,170) (5,940) (7,150) (7,150) (8,800) (8,800) (10,340)

税抜 6,800 6,400 5,500 6,400 7,800 7,800 9,600 9,600 11,200

税込 (7,480) (7,040) (6,050) (7,040) (8,580) (8,580) (10,560) (10,560) (12,320)

税抜 8,100 7,600 6,600 7,600 9,400 9,400 11,600 11,600 13,700

税込 (8,910) (8,360) (7,260) (8,360) (10,340) (10,340) (12,760) (12,760) (15,070)

デスク用W100cm・W120cm

オプション(95cm用)

オプション（53cm用)

ジョイントパーツ

カウンター用

21～25セット

26～30セット

別途

別途別途

別途

※デスク用アイテム５種類と

 カウンター用をご注文頂く場合は、

 それぞれの運賃を合計してください。

合計1～10セット

合計11～20セット

合計21～30セット

合計31～40セット

合計41～50セット

1～5セット

6～10セット

11～15セット

16～20セット



地域 北海道 東北 関東 信越 北陸 中部 関西 中国 四国 九州 その他

都道府県 北海道 青森 茨城 ⾧野 富山 静岡 大阪 岡山 香川 福岡 沖縄

秋田 栃木 新潟 石川 愛知 京都 広島 徳島 佐賀 離島

岩手 群馬 福井 三重 滋賀 山口 愛媛 ⾧崎

宮城 埼玉 岐阜 奈良 鳥取 高知 熊本

山形 千葉 和歌山 島根 大分

福島 神奈川 兵庫 宮崎

 ※上段…税抜価格 下段…税込価格です。 山梨 鹿児島

品名 数量 東京

税抜 5,850 4,550 4,200 3,350 3,550 3,550 3,650 3,650 4,350 5,100

税込 (6,435) (5,005) (4,620) (3,685) (3,905) (3,905) (4,015) (4,015) (4,785) (5,610)

税抜 11,700 9,100 8,400 6,700 7,100 7,100 7,300 7,300 8,700 10,200

税込 (12,870) (10,010) (9,240) (7,370) (7,810) (7,810) (8,030) (8,030) (9,570) (11,220)

税抜 17,550 13,650 12,600 10,050 10,650 10,650 10,950 10,950 13,050 15,300

税込 (19,305) (15,015) (13,860) (11,055) (11,715) (11,715) (12,045) (12,045) (14,355) (16,830)

税抜 6,950 5,300 4,850 3,850 4,100 4,100 4,200 5,050 5,050 6,000

税込 (7,645) (5,830) (5,335) (4,235) (4,510) (4,510) (4,620) (5,555) (5,555) (6,600)

税抜 13,900 10,600 9,700 7,700 8,200 8,200 8,400 10,100 10,100 12,000

税込 (15,290) (11,660) (10,670) (8,470) (9,020) (9,020) (9,240) (11,110) (11,110) (13,200)

税抜 20,850 15,900 14,550 11,550 12,300 12,300 12,600 15,150 15,150 18,000

税込 (22,935) (17,490) (16,005) (12,705) (13,530) (13,530) (13,860) (16,665) (16,665) (19,800)

税抜 11,350 8,400 7,550 6,150 6,150 6,150 6,350 7,900 7,900 9,550

税込 (12,485) (9,240) (8,305) (6,765) (6,765) (6,765) (6,985) (8,690) (8,690) (10,505)

税抜 22,700 16,800 15,100 12,300 12,300 12,300 12,700 15,800 15,800 19,100

税込 (24,970) (18,480) (16,610) (13,530) (13,530) (13,530) (13,970) (17,380) (17,380) (21,010)

税抜 34,050 25,200 22,650 18,450 18,450 18,450 19,050 23,700 23,700 28,650

税込 (37,455) (27,720) (24,915) (20,295) (20,295) (20,295) (20,955) (26,070) (26,070) (31,515)

税抜 45,400 33,600 30,200 24,600 24,600 24,600 25,400 31,600 31,600 38,200

税込 (49,940) (36,960) (33,220) (27,060) (27,060) (27,060) (27,940) (34,760) (34,760) (42,020)

11～15セット

16～20セット

別途

※デスク用アイテム５種類と

 カウンター用をご注文頂く場合は、

 それぞれの運賃を合計してください。

別途

別途

デスク用W100cm

オプション(95cm用)

オプション（53cm用)

ジョイントパーツ
※デスク用W120cｍを同梱しない場合

デスク用W100cm・W120cm

オプション(95cm用)

オプション（53cm用)

ジョイントパーツ

カウンター用

合計1～10セット

合計11～20セット

合計21～30セット

合計1～10セット

合計11～20セット

合計21～30セット

1～5セット

６～10セット
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