ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： のぼり
ID
商品名
149 0001 コイン洗車 洗車場用

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥1,100 送料別

150 0001 コイン洗車 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
151 0002 コイン洗車 洗車場用

¥1,100 送料込

152 0002 コイン洗車 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
153 0003 愛LOVE洗車 洗車場用

¥1,100 送料込

154 0003 愛LOVE洗車 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
250 0006 泡ックス 洗車場用

¥1,100 送料込

251 0006 泡ックス 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
266 0008 お湯で洗車 洗車場用

¥1,100 送料込

267 0008 お湯で洗車 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
285 0010 めちゃ楽しい! 泡洗車 クリーミー 洗車場用

¥1,100 送料込

286 0010 めちゃ楽しい! 泡洗車 クリーミー 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
366 0011 コーティング洗車 洗車場用

¥1,100 送料込

367 0011 コーティング洗車 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
384 0012 布ブラシで洗えます 洗車場用

¥1,100 送料込

385 0012 布ブラシで洗えます 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
386 0013 洗車ガンでスッキリ爽快 洗車場用

¥1,100 送料込

387 0013 洗車ガンでスッキリ爽快 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上

¥1,100 送料込

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:15改訂

← ○で囲んでください。
1/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： のぼり
ID
商品名
388 0014 門型洗車で楽してキレイ 洗車場用

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥1,100 送料別

389 0014 門型洗車で楽してキレイ 洗車場用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
254 1001 コインランドリー コインランドリー用

¥1,100 送料別

255 1001 コインランドリー コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
256 1002 コインランドリー コインランドリー用

¥1,100 送料込

257 1002 コインランドリー コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
309 1003-2 【濃紺仕立】羽毛布団、洋布団、カーペット コインランドリー用

¥1,100 送料込

310 1003-2 【濃紺仕立】羽毛布団、洋布団、カーペット コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
275 1004 ふんわり・乾燥! コインランドリー用

¥1,100 送料込

276 1004 ふんわり・乾燥! コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
277 1005 ダニ・カビ退治! コインランドリー用

¥1,100 送料込

278 1005 ダニ・カビ退治! コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
279 1006 当店はお湯で洗濯! コインランドリー用

¥1,100 送料込

280 1006 当店はお湯で洗濯! コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
287 1007 便利手間いらず 洗濯乾燥機 あります コインランドリー用

¥1,100 送料込

288 1007 便利手間いらず 洗濯乾燥機 あります コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
295 1008 ダニ・カビ・花粉 コインランドリー用

¥1,100 送料込

296 1008 ダニ・カビ・花粉 コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上

¥1,100 送料込

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:17改訂

← ○で囲んでください。
2/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： のぼり
ID
商品名
297 1009 アクリル毛布・カーテン コインランドリー用

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥1,100 送料別

298 1009 アクリル毛布・カーテン コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
374 1011 スニーカー専用マシン コインランドリー用

¥1,100 送料込

375 1011 スニーカー専用マシン コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
380 1012 乾燥するなら今でしょ コインランドリー用

¥1,100 送料込

381 1012 乾燥するなら今でしょ コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
382 1013 大物洗いは今でしょ コインランドリー用

¥1,100 送料込

383 1013 大物洗いは今でしょ コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
299 2001 オープン コインランドリー用

¥1,100 送料込

300 2001 オープン コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
262 2002 OPEN 一般用

¥1,100 送料込

263 2002 OPEN 一般用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
307 3004 レンタル倉庫 レンタル倉庫用

¥1,100 送料込

308 3004 レンタル倉庫 レンタル倉庫用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
378 3005 いつか使うを収納へ レンタル倉庫用

¥1,100 送料込

379 3005 いつか使うを収納へ レンタル倉庫用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上

¥1,100 送料込

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

¥1,100 送料別

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:17改訂

← ○で囲んでください。
3/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

年

月

日 担当

へお送りください。

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
www.so-gen.jp
販売区分： 業務用洗剤（ランドリー）
ID
商品名
単価(税込) 送料 ご注文数
123 さわやかクリーン(コック付属) ランドリー用
¥3,960 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
124 さわやかクリーン(コック付属) ランドリー用
¥3,960 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
368 さわやかクリーン(ノズル付) ランドリー用
¥3,960 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
369 さわやかクリーン(ノズル付) ランドリー用
¥3,960 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
301 さわやかクリーン(付属品なし) ランドリー用
¥3,850 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
302 さわやかクリーン(付属品なし) ランドリー用
¥3,850 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5箱以上
125 さわやかソフナー(コック付属) ランドリー用
¥3,520 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
126 さわやかソフナー(コック付属) ランドリー用
¥3,520 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
370 さわやかソフナー(ノズル付) ランドリー用
¥3,520 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
371 さわやかソフナー(ノズル付) ランドリー用
¥3,520 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
303 さわやかソフナー(付属品なし) ランドリー用
¥3,410 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
304 さわやかソフナー(付属品なし) ランドリー用
¥3,410 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5箱以上
127 さわやかスニーカー ランドリー用
¥8,580 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
128 さわやかスニーカー ランドリー用
¥8,580 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
305 さわやかクリーン柔軟剤PLUS ランドリー用
¥4,950 送料別
摘要：さわやかシリーズどれでも4個迄
306 さわやかクリーン柔軟剤PLUS ランドリー用
¥4,950 送料込
摘要：さわやかシリーズどれでも5個以上
129 静電気を防ぐ香りソフター ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：森の香り2枚 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄)
130 静電気を防ぐ香りソフター ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：森の香り2枚 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上)
ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:17改訂

← ○で囲んでください。
4/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

年

月

日 担当

へお送りください。

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
www.so-gen.jp
販売区分： 業務用洗剤（ランドリー）
ID
商品名
単価(税込) 送料 ご注文数
131 静電気を防ぐ香りソフター ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：無香料2枚 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄）
132 静電気を防ぐ香りソフター ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：無香料2枚 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上）
133 抗菌仕上げスポンジ ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：スポンジ2枚 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄)
134 抗菌仕上げスポンジ ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：スポンジ2枚 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上)
135 抗菌剤粉末 ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：5g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄)
136 抗菌剤粉末 ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：5g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上)
137 酸素系漂白剤(粉末) ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：15g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄)
138 酸素系漂白剤(粉末) ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：15g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上)
139 除菌剤入り洗剤 ランドリー用
¥23,100 送料別
摘要：15g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (4ケース迄)
140 除菌剤入り洗剤 ランドリー用
¥23,100 送料込
摘要：15g×3袋 300個入 W55*D22*H80mm (5ケース以上)
141 抗菌洗剤(無リン洗剤水溶性パック) ランドリー用
¥12,100 送料別
摘要：20g 500個入 W50*D16*H70mm (4ケース迄)
142 抗菌洗剤(無リン洗剤水溶性パック) ランドリー用
¥12,100 送料込
摘要：20g 500個入 W50*D16*H70mm (5ケース以上)
145 ソフター(静電気防止剤) ランドリー用
¥20,900 送料別
摘要：森の香り1枚 500個入 W50*D16*H70mm (4ケース迄)
146 ソフター(静電気防止剤) ランドリー用
¥20,900 送料込
摘要：森の香り1枚 500個入 W50*D16*H70mm (5ケース以上)
376 ソフター(静電気防止剤) ランドリー用
¥20,900 送料別
摘要：無香料1枚 500個入 W50*D16*H70mm (4ケース迄)
377 ソフター(静電気防止剤) ランドリー用
¥20,900 送料込
摘要：無香料1枚 500個入 W50*D16*H70mm (5ケース以上)
147 酸素系漂白剤(粉末) ランドリー用
¥13,200 送料別
摘要：500個入 W50*D16*H70mm (4ケース迄)
148 酸素系漂白剤(粉末) ランドリー用
¥13,200 送料込
摘要：500個入 W50*D16*H70mm (5ケース以上)
ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:17改訂

← ○で囲んでください。
5/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： 業務用洗剤（洗車場）
ID
商品名
159 ENスプレー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
160 ENスプレー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
161 ENシャンプー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
162 ENシャンプー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
163 ENフォーミング 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
164 ENフォーミング 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
165 ENミラクル撥水コート 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
166 ENミラクル撥水コート 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
167 EN泡ックス 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
168 EN泡ックス 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
289 EN泡シャンプー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
290 EN泡シャンプー 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
291 EN美撥水コート 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも4箱迄
292 EN美撥水コート 洗車場用
摘要：ENシリーズどれでも5箱以上
169 SO-GENスプレー 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも4箱迄
170 SO-GENスプレー 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも5箱以上
171 SO-GENシャンプー 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも4箱迄
172 SO-GENシャンプー 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも5箱以上

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込
¥4,840 送料別
¥4,840 送料込
¥8,800 送料別
¥8,800 送料込
¥10,340 送料別
¥10,340 送料込
¥8,580 送料別
¥8,580 送料込
¥8,580 送料別
¥8,580 送料込

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:18改訂

← ○で囲んでください。
6/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： 業務用洗剤（洗車場）
ID
商品名
173 SO-GENフォーム 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも4箱迄
174 SO-GENフォーム 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも5箱以上
175 SO-GENワックス 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも4箱迄
176 SO-GENワックス 洗車場用
摘要：SO-GENシリーズどれでも5箱以上
333 MSカーシャンプー 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
334 MSカーシャンプー 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
335 MSリンス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
336 MSリンス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
337 MSワックス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
338 MSワックス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
339 MSピカコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
340 MSピカコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
341 MSピカコートG(グロス) 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
342 MSピカコートG(グロス) 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
343 MS艶ピカコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
344 MS艶ピカコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
345 YSフォーム 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
346 YSフォーム 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥8,250 送料別
¥8,250 送料込
¥9,350 送料別
¥9,350 送料込
¥4,620 送料別
¥4,620 送料込
¥4,840 送料別
¥4,840 送料込
¥7,150 送料別
¥7,150 送料込
¥9,680 送料別
¥9,680 送料込
¥9,680 送料別
¥9,680 送料込
¥11,000 送料別
¥11,000 送料込
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:18改訂

← ○で囲んでください。
7/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： 業務用洗剤（洗車場）
ID
商品名
347 YSフィニッシュ 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
348 YSフィニッシュ 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
349 YSファイナルコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
350 YSファイナルコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
351 YSコーティングデュオ 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
352 YSコーティングデュオ 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
353 BSカーシャンプー 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
354 BSカーシャンプー 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
355 BSワックス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
356 BSワックス 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
357 BSファイナルコート2 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
358 BSファイナルコート2 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
359 BSグロスコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
360 BSグロスコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
361 BSスーパーPコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
362 BSスーパーPコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上
372 DSファイナルコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも4箱迄
373 DSファイナルコート 洗車場用
摘要：互換洗剤シリーズどれでも5箱以上

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥5,500 送料別
¥5,500 送料込
¥9,350 送料別
¥9,350 送料込
¥11,000 送料別
¥11,000 送料込
¥4,400 送料別
¥4,400 送料込
¥5,500 送料別
¥5,500 送料込
¥9,680 送料別
¥9,680 送料込
¥11,000 送料別
¥11,000 送料込
¥13,750 送料別
¥13,750 送料込
¥9,900 送料別
¥9,900 送料込

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:18改訂

← ○で囲んでください。
8/9 ページ

ソーゲン イーストア FAXご注文用紙

受付日

必要事項をご記入の上

株式会社 相賢 EN事業部

FAX 0586-71-3506

へお送りください。

おりかえし、お支払い情報をご案内いたします。
販売区分： その他
ID
商品名
315 カチッと君(青) 洗車場・コインランドリー用

年

月

日 担当

〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町本神戸中町21
TEL 0586-71-3500 FAX 0586-71-3506
www.so-gen.jp
単価(税込) 送料 ご注文数
¥330 送料別

316 カチッと君(青) 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
317 カチッと君(緑) 洗車場・コインランドリー用

¥330 送料込

318 カチッと君(緑) 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
319 カチッと君(赤) 洗車場・コインランドリー用

¥330 送料込

320 カチッと君(赤) 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
321 カチッと君(紫) 洗車場・コインランドリー用

¥330 送料込

322 カチッと君(紫) 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
323 カチッと君(黄) 洗車場・コインランドリー用

¥330 送料込

324 カチッと君(黄) 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
331 コインカウンター100円硬貨用 洗車場・コインランドリー用

¥330 送料込

332 コインカウンター100円硬貨用 洗車場・コインランドリー用
摘要：のぼり、コインカウンターと合わせて11,000円以上
182 甲冑 武田信玄の兜

¥550 送料込

¥330 送料別

¥330 送料別

¥330 送料別

¥330 送料別

¥550 送料別

¥440,000 送料別

ソーゲン イーストア利用規約に同意し、上記商品を注文いたします。
※２枚以上FAXをお送りいただく場合、２枚目以降は電話番号のみご記入ください 会員番号

お名前

E-mail

TEL

FAX

ご住所 〒

配送先TEL

配送先名

配送先 〒
お支払い方法

商品代引 銀行振込 郵便振替

2020/11/02 14:04:18改訂

← ○で囲んでください。
9/9 ページ

