
記入日 月 日

数量 数量

SHS0036 ﾛｯｸﾋﾟﾝ(先付け)HMN-1

SHA0080 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ HG-A18

SHA0098 踏板HD-3006

SHA0089 昇降ｽﾃｯﾌﾟHSD-1

SHA0022 踏板HD-4012

SHA0075 進入防止扉ﾊｰﾌ

SHA0021 踏板HD-4015

SHA0074 進入防止扉6090 HAPD-6090

SHA0019 手摺HC-02

SHA0076 Wベース 140角用 ※ｺｰﾅｰ兼用

FAX:0120-809-418

SHA0081 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ HG-B18

SHA0029 踏板HD-2504

SHA0051 ﾊｰﾌ階段(ﾌﾟﾚｰﾄ)HH-19HB

SHA0095 踏板HD-3015

SHA0096 踏板HD-3012

SHA0097 踏板HD-3009

SHA0088 自在ｸｻﾋﾞ HSW-200

ｾﾝﾀｰ踏板HDS-1512

SHA0013 手摺HC-18

SHA0047

SHS0037 ﾛｯｸﾋﾟﾝ(後付け)HMN-2

SHS0150 支柱ジョイント

SHA0072 踏板HD-2515

SHA0053 ｾﾝﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰHDS-A1

SHA0028 踏板HD-2506

SHA0055 ｻｲﾄﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰHM-120

SHA0026 踏板HD-2512

SHA0054 ｾﾝﾀｰｱﾀﾞﾌﾟﾀｰHDS-A2

SHA0027

SHA0049 ｱﾙﾐ階段HH-19AL

SHA0020 踏板HD-4018

SHA0060 進入防止ﾊﾞｰ HB-600G

SHA0038 壁あてｼﾞｬｯｷHE-6P

SHA0030 ｾﾝﾀｰ踏板HDS-2518

SHA0042 下屋用ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ

SHA0024 踏板HD-4006

SHA0070 階段用手摺 HHC-18

SHA0083 踏板HD-5018

SHA0056 筋交HK-18

SHA0039 ｼﾞｬｯｷﾎﾙﾀﾞｰHJH-20

SHA0043 梯子HF-36

SHA0044 梯子HF-27

SHA0025 踏板HD-2518

SHA0094 踏板HD-3018

2ｽﾊﾟﾝﾄﾗｽHG-36

SHA0065 手摺HC-15

SHA0048 鋼製階段HH-19

SHA0086 踏板HD-5009

SHA0057 筋交HK-12SHA0085 踏板HD-5012

SHA0090 筋交HK-15

SHA0031 ｾﾝﾀｰ踏板HDS-2512

SHA0050 ﾊｰﾌ階段(ﾌｯｸ)HH-19HF

SHA0017 手摺HC-04

SHA0040 ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)HPB-24P

SHA0018 手摺HC-03

SHA0041 ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ(鋼製)HPB-24S

SHA0015 手摺HC-09

SHA0045 梯子HF-18

SHA0035 ｾﾝﾀｰ踏板HDS-1509

SHA0046 3ｽﾊﾟﾝﾄﾗｽHG-54

踏板HD-2509

SHA0016 手摺HC-06

SHA0032 ｾﾝﾀｰ踏板HDS-2509

SHA0033 ｾﾝﾀｰ踏板HDS-1518

SHA0034

SHA0006 支柱HA-045 SHA0036 固定ｼﾞｬｯｷHE-6

SHA0014 手摺HC-12

SHA0037 自在ｼﾞｬｯｷHE-6S

SHA0004 支柱HA-09 SHA0011 張出ﾌﾞﾗｹｯﾄHBH-25(実寸400mm)

SHA0005 支柱HA-074 SHA0012 張出ﾌﾞﾗｹｯﾄHBH-20(実寸200mm)

SHA0087 踏板HD-5006

SHA0058 筋交HK-09

SHA0023 踏板HD-4009

SHA0052 補助ｽﾃｯﾌﾟHSQ-N

SHA0002 支柱HA-27 SHA0009 ﾌﾞﾗｹｯﾄHB-25(実寸355mm)

SHA0003 支柱HA-18 SHA0010 張出ﾌﾞﾗｹｯﾄHBH-40(実寸600mm)

商品コード 商品名 商品コード 商品名

SHA0001 支柱HA-36 SHA0008 ﾌﾞﾗｹｯﾄHB-40(実寸555mm)

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

担当者名

住所 〒
(納品書郵送先)

見積り依頼FAX用紙【信和Aタイプ1】
取扱いメーカー(平和技研）

　

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



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【信和Aタイプ2】
取扱いメーカー(平和技研）

　

ふりがな

会社名

FAX番号

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

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

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

電話番号 固定： 携帯：

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 □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

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｡

SHS0079 先行手摺(Aﾀｲﾌﾟ用) HR－15

SHS0080 先行手摺(Aﾀｲﾌﾟ用) HR－12

商品コード 商品名 商品コード 商品名

SHS0078 先行手摺(Aﾀｲﾌﾟ用) HR－18

SHS0088 中さん(簡易タイプ)

SHA0121 踏板500幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-5018

SHS0081 先行手摺(Aﾀｲﾌﾟ用) HR－09

SHS0082 先行手摺(Aﾀｲﾌﾟ用) HR－06

SHA0124 踏板500幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-5009

SHA0125 踏板500幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-5006

SHA0122 踏板500幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-5015

SHA0123 踏板500幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-5012

SHA0128 踏板400幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-4012

SHA0129 踏板400幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-4009

SHA0126 踏板400幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-4018

SHA0127 踏板400幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-4015

SHA0131 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2518

SHA0132 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2515

SHA0130 踏板400幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-4006

SHA0135 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2506

SHA0136 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2504

SHA0133 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2512

SHA0134 踏板250幅(ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)　HDP-2509

FAX:0120-809-418


