
記入日 月 日

数量 数量

見積り依頼FAX用紙【単管垂幕1】

　

ふりがな

会社名

□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：

担当者名

住所 〒
(納品書郵送先)

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｡

FAX番号

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

運搬方法

□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

商品コード 商品名 商品コード 商品名
SAN0672 単管垂幕 TT-1 危険 頭上注意 SAN0697 単管垂幕 TT-27 指定場所以外 禁煙

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

　

SAN0675 単管垂幕 TT-4 危険 開口部注意 SAN0700 単管垂幕 TT-30 注意 飛来落下物
SAN0676 単管垂幕 TT-5 関係者以外 立入禁止 SAN0701 単管垂幕 TT-31 ここは駐車禁止

SAN0673 単管垂幕 TT-2 注意 上部作業中 SAN0698 単管垂幕 TT-28 吊り荷の下に絶対入るな

SAN0674 単管垂幕 TT-3 注意 高所作業中 SAN0699 単管垂幕 TT-29 墜落災害の絶滅

SAN0679 単管垂幕 TT-8 ここは安全通路 SAN0704 単管垂幕 TT-34 昇降口
SAN0680 単管垂幕 TT-9 ここは歩行者通路 SAN0705 単管垂幕 TT-35 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

SAN0677 単管垂幕 TT-6 危険箇所 立入禁止 SAN0702 単管垂幕 TT-32 保護帽 完全着用
SAN0678 単管垂幕 TT-7 ここは作業通路 SAN0703 単管垂幕 TT-33 ここは喫煙場所

SAN0683 単管垂幕 TT-13 危険 投げるな 落とすな

SAN0708 単管垂幕 TT-38 火気厳禁

SAN0684 単管垂幕 TT-14 足もと注意
SAN0709 単管垂幕 TT-39 注意 下部作業中

SAN0681 単管垂幕 TT-10 ここでは必ず安全帯を使用せよ SAN0706 単管垂幕 TT-36 路肩注意
単管垂幕 TT-12 SAN0707 単管垂幕 TT-37 ○○置場

SAN0712 単管垂幕 TT-42 資材置場

SAN0688 単管垂幕 TT-18 最大積載荷重1ｽﾊﾟﾝ 0Kg

SAN0713 単管垂幕 TT-43 段差あり注意

SAN0685 単管垂幕 TT-15 安全第一
SAN0710 単管垂幕 TT-40 消火器

SAN0686 単管垂幕 TT-16 整理整頓
SAN0711 単管垂幕 TT-41 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰの使用心得

SAN0689 単管垂幕 TT-19 最大積載荷重1ｽﾊﾟﾝ 400Kg

SAN0714 単管垂幕 TT-44 駐輪場所

SAN0690 単管垂幕 TT-20 土止め支保工 作業中 立入禁止

SAN0715 単管垂幕 TT-45 開口部周囲に物を置くな

SAN0687 単管垂幕 TT-17 昇降階段

SAN0716
SAN0691 単管垂幕 TT-21 型わく支保工 組立解体中 立入禁止

単管垂幕 TT-46 

SAN0682
　この先 あぶない 入ってはいけません

　重機作業中 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ以外 立入禁止

SAN0695 単管垂幕 TT-25 地山の掘削 作業中 立入禁止

SAN0720 単管垂幕 TT-50 最大積載荷重1ｽﾊﾟﾝ370KgSAN0696 単管垂幕 TT-26 足場の上に物を置くな

SAN0721 単管垂幕 TT-51 ｽﾃｰｼﾞ 積載荷重

SAN0693 単管垂幕 TT-23 鉄骨組立等 作業中 立入禁止

SAN0718 単管垂幕 TT-48 注意 床端開口部SAN0694 単管垂幕 TT-24 作業半径内 立入禁止

FAX:0120-809-418

　一人一人の心がけ 墜落災害の絶滅
SAN0717

SAN0692 単管垂幕 TT-22 足場組立 解体中 立入禁止 単管垂幕 TT-47 

SAN0719 単管垂幕 TT-49 最大積載荷重1ｽﾊﾟﾝ250Kg



記入日 月 日

数量 数量

見積り依頼FAX用紙【単管垂幕2】

　

ふりがな

会社名

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

□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

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

電話番号 固定： 携帯：

担当者名

住所 〒
(納品書郵送先)

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｡

FAX番号

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

運搬方法

商品コード 商品名 商品コード 商品名
SAN0722 単管垂幕 TT-52 石綿作業主任者の職務 単管垂幕 TT-68 

　ずい道等の掘削等 作業主任者の職務

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

　

SAN0724

単管垂幕 TT-57 

　第一種圧力容器取扱 作業主任者の職務

単管垂幕 TT-58 

SAN0725 単管垂幕 TT-55 玉掛技能資格者の職務

SAN0741 単管垂幕 TT-Y 黄色 無地SAN0726 単管垂幕 TT-56 有機溶剤 作業主任者の職務

SAN0723 単管垂幕 TT-53 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ作業指揮者の職務

単管垂幕 TT-69 単管垂幕 TT-54 

SAN0740 単管垂幕 TT-0 白 無地

SAN0730

SAN0731 単管垂幕 TT-61 ｶﾞｽ溶接作業主任者の職務

SAN0732 単管垂幕 TT-62 ｶﾞｽ溶接作業主任者の職務

SAN0729 単管垂幕 TT-59 ｱｰｸ溶接作業資格者の職務

単管垂幕 TT-60 

SAN0733

単管垂幕 TT-65 

単管垂幕 TT-66 

SAN0735

SAN0736

単管垂幕 TT-63 

単管垂幕 TT-64 
SAN0734

SAN0737 単管垂幕 TT-67 地山の掘削 作業主任者の職務

　型わく支保工の組立等 作業主任者の職務

FAX:0120-809-418

　土止め支保工 作業主任者の職務

SAN0738

SAN0739

　建築物等の鉄骨の組立て等 作業主任者の職務

　特定化学物質等 作業主任者の職務

　第2種酸素欠乏危険 作業主任者の職務

　ずい道等の覆工 作業主任者の職務

SAN0727

SAN0728
　車両系建設機械等 運転資格者の職務

　足場の組立て等 作業主任者の職務


