
記入日 月 日

数量 数量

担当者名

住所 〒
(納品書郵送先)

見積り依頼FAX用紙【コーン①】

　

ふりがな

会社名

FAX番号

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

運搬方法

住所 □同上
(商品納品先) □その他（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号 固定： 携帯：

□引取希望　□運搬手配希望（　大型車可　・　４ｔ車サイズ　・　その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あしばバンクではお買い得商品情報、入荷情報をお届けするメールマガジンをご用意しております。

ご希望の方は下記の各項目　　“希望する”　　にチェックを入れて下さい。　※あしばバンクのホームページからも申請可能です。

□メールマガジンを希望する

　

荷降ろし状況

納期希望日 月         日
(  土曜日着可  ･  土曜日着不可  )  ※〇を振って下さい

※時期や在庫状況により希望に沿えないこともありますのでご了承下さい｡

□フォークリフト有　□ユニック・クレーン等有　□ユニック手配希望　□手降ろし予定　□その他

SAN0221 AZコーン3.0 赤白 反射 SAN0247 ｶｯﾄｺｰﾝ 青 40φ
SAN0222 AZコーン3.0 緑 反射無し SAN0248 ｶｯﾄｺｰﾝ 緑 40φ

商品コード 商品名 商品コード 商品名
SAN0220 AZコーン3.0 赤 反射無し SAN0246 ｶｯﾄｺｰﾝ 赤 40φ

SAN0225 AZコーン3.0 青白 反射 SAN0251 ｶｯﾄｺｰﾝ 青 50φ
SAN0226 AZｺｰﾝ3.0 赤 反射ﾘﾝｸﾞ ｶﾊﾞｰ付 SAN0252 ｶｯﾄｺｰﾝ 緑 50φ

SAN0223 AZコーン3.0 緑白 反射 SAN0249 ｶｯﾄｺｰﾝ 黄 40φ
SAN0224 AZコーン3.0 青 反射無し SAN0250 ｶｯﾄｺｰﾝ 赤 50φ

SAN0229 AZｺｰﾝ3.0 ﾘﾝｸﾞのみ SAN0255 ｶｯﾄｽｺｯﾁｺｰﾝ 赤白
SAN0230 AZｺｰﾝ3.0 ｶﾊﾞｰのみ SAN0256 ｶｯﾄｽｺｯﾁｺｰﾝ 青白

SAN0227 AZｺｰﾝ3.0 緑 反射ﾘﾝｸﾞ ｶﾊﾞｰ付 SAN0253 ｶｯﾄｺｰﾝ 黄 50φ
SAN0228 AZｺｰﾝ3.0 青 反射ﾘﾝｸﾞ ｶﾊﾞｰ付 SAN0254 Cｺｰﾝ 赤 1.2KG

SAN0233 Cｺｰﾝ 青 SAN0259 八角ｺｰﾝ 赤
SAN0234 Cｺｰﾝ 緑 SAN0260 八角ｺｰﾝ 赤白 ｺｰﾝﾘﾝｸﾞ付

SAN0231 AZｺｰﾝ3.0 ｷｬｯﾌﾟのみ SAN0257 ｶｯﾄｽｺｯﾁｺｰﾝ 緑白
SAN0232 Cｺｰﾝ 赤 SAN0258 ｶｯﾄｽｺｯﾁｺｰﾝ 黄白

SAN0238 ｽｺｯﾁｺｰﾝ 赤白 3段貼り SAN0263 ﾐﾆｽﾀﾝﾄﾞ・八角ｺｰﾝ用ﾊﾞｰ
SAN0239 ｽｺｯﾁｺｰﾝ 赤白 4段貼り SAN0264 ｺｰﾝ用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ

SAN0235 Cｺｰﾝ 黄 SAN0261 八角ｺｰﾝ 黄
SAN0236 Cｺｰﾝ 白 SAN0262 八角ｺｰﾝ 黄白 ｺｰﾝﾘﾝｸﾞ付

SAN0242 ｽｺｯﾁｺｰﾝ黄赤 3段貼り
SAN0243 ｽｺｯﾁｺｰﾝ白赤 3段貼り

SAN0240 ｽｺｯﾁｺｰﾝ青白 3段貼り
SAN0241 ｽｺｯﾁｺｰﾝ緑白 3段貼り

SAN0244 ｽｺｯﾁｺｰﾝ 黄白 3段貼り

FAX:0120-809-418



記入日 月 日

数量 数量

担当者名

住所 〒
(納品書郵送先)

見積り依頼FAX用紙【コーン②】

　

ふりがな

会社名

FAX番号

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

運搬方法

住所 □同上
(商品納品先) □その他（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号 固定： 携帯：

□引取希望　□運搬手配希望（　大型車可　・　４ｔ車サイズ　・　その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

あしばバンクではお買い得商品情報、入荷情報をお届けするメールマガジンをご用意しております。

ご希望の方は下記の各項目　　“希望する”　　にチェックを入れて下さい。　※あしばバンクのホームページからも申請可能です。

□メールマガジンを希望する

　

荷降ろし状況

納期希望日 月         日
(  土曜日着可  ･  土曜日着不可  )  ※〇を振って下さい

※時期や在庫状況により希望に沿えないこともありますのでご了承下さい｡

□フォークリフト有　□ユニック・クレーン等有　□ユニック手配希望　□手降ろし予定　□その他

SAN0266 Wｺｰﾝ 赤白 反射ｼｰﾙ付 SAN0297 TRｺｰﾝ1.5 反射ｼｰﾙ付 黄
SAN0267 Wｺｰﾝ赤白 反射ﾘﾝｸﾞ付 SAN0298 TRｺｰﾝ1.5 反射ｼｰﾙ付 黄緑

商品コード 商品名 商品コード 商品名
SAN0265 Wｺｰﾝ 赤 SAN0296 TRｺｰﾝ1.5 反射ｼｰﾙ付 赤

SAN0270 Wｺｰﾝ 緑白 反射ｼｰﾙ付 SAN0301 TRｺｰﾝ3.5 反射ｼｰﾙ付 赤
SAN0271 Wｺｰﾝ 緑白 反射ﾘﾝｸﾞ付 SAN0302 TRｺｰﾝ3.5 反射ｼｰﾙ付 青

SAN0268 Wｺｰﾝ 赤白 高輝度反射付 SAN0299 TRｺｰﾝ2.5 反射ｼｰﾙ付 赤
SAN0269 Wｺｰﾝ 緑 SAN0300 TRｺｰﾝ2.5 反射ｼｰﾙ無し 赤

SAN0274 軽量ﾐﾆｺｰﾝ 青 SAN0305 TRｺｰﾝ4.5 反射ｼｰﾙ付 赤
SAN0275 軽量ﾐﾆｺｰﾝ 黄 SAN0306 LEDｺｰﾝ赤

SAN0272 Wｺｰﾝ 緑白 高輝度反射付 SAN0303 TRｺｰﾝ3.5 反射ｼｰﾙ付 黄
SAN0273 軽量ﾐﾆｺｰﾝ 赤 SAN0304 TRｺｰﾝ3.5 反射ｼｰﾙ付 黄緑

SAN0283 ﾐﾆﾐﾆｺｰﾝ 赤 SAN0309 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H1800ｽｺｯﾁﾀｲﾌﾟ
SAN0284 ﾐﾆﾐﾆｺｰﾝ 青 SAN0310 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H1200

SAN0276 軽量ﾐﾆｺｰﾝ 緑 SAN0307 LEDｽｺｯﾁｺｰﾝ赤白
SAN0277 軽量ﾐﾆｺｰﾝ 白 SAN0308 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H1800

SAN0287 ﾐﾆﾐﾆｺｰﾝ 白 SAN0313 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H900ｽｺｯﾁﾀｲﾌﾟ
SAN0288 ﾐﾆｽｺｯﾁｺｰﾝ 赤白 SAN0314 駐車禁止ｺｰﾝ

SAN0285 ﾐﾆﾐﾆｺｰﾝ 黄 SAN0311 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H1200ｽｺｯﾁﾀｲﾌﾟ
SAN0286 ﾐﾆﾐﾆｺｰﾝ 緑 SAN0312 ｼﾞｬﾝﾎﾞｺｰﾝ赤H900

SAN0291 ﾐﾆｽｺｯﾁｺｰﾝ 緑白 SAN0317 車輛出入ロｺｰﾝ
SAN0292 ﾐﾆｺｰﾝ 赤 SAN0318 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ入ｺｰﾝ車椅子ﾏｰｸ入

SAN0289 ﾐﾆｽｺｯﾁｺｰﾝ 青白 SAN0315 進入禁止ｺｰﾝ
SAN0290 ﾐﾆｽｺｯﾁｺｰﾝ 黄白 SAN0316 立入禁止ｺｰﾝ

SAN0295 ﾐﾆｺｰﾝ 緑

SAN0293 ﾐﾆｺｰﾝ 青 SAN0319 ﾍﾋﾞｰｽｺｯﾁｺｰﾝ赤白2.8kg
SAN0294 ﾐﾆｺｰﾝ 黄 SAN0320 ﾍﾋﾞｰｺｰﾝ赤2.8kg

FAX:0120-809-418


