
管理ＮＯ． 

ご注文日 年 月 日 

フリガナ フリガナ 

貴社名 ご担当者名 

ご住所 
〒 － ←必ずご記入下さい 

ＴＥＬ - - 携帯ＴＥＬ - - ＦＡＸ - - 

印字サンプル確認方法  ＠ 

お支払い方法 

配達ご希望日 月  日（  ）ご指定がなければ最短でお届け致します (当日出荷 平日15:00まで) 

の通り注文いたします。（送料通常無料・消費税込価格） 

商 品 名 № 規 格 入数／箱 箱単価 注文箱数 金額(円) 

事業系マニフェスト 
直行用 

① バックカーボン 連票 500ｾｯﾄ ￥９，６００ ×   箱 ￥ 

② バックカーボン 単票 500ｾｯﾄ ￥９，８００ ×   箱 ￥ 

③ ノーカーボン 連票 500ｾｯﾄ ￥１１，９００ ×   箱 ￥ 

④ ノーカーボン 単票 500ｾｯﾄ ￥１２，４００ ×   箱 ￥ 

⑤ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付バックカーボン連票 500ｾｯﾄ ￥１２，５００ ×   箱 ￥ 

建設系マニフェスト 
直行・積替兼用 

⑥ バックカーボン 連票 500ｾｯﾄ ￥１０，８００ ×   箱 ￥ 

⑦ バックカーボン 単票 500ｾｯﾄ ￥１１，７００ ×   箱 ￥ 

⑧ ノーカーボン 連票 500ｾｯﾄ ￥１２，８００ ×   箱 ￥ 

⑨ ノーカーボン 単票 500ｾｯﾄ ￥１２，９００ ×   箱 ￥ 

積替用マニフェスト ⑩ バックカーボン 連票 500ｾｯﾄ ￥１２，６００ ×   箱 ￥ 

インデックス付マニフェスト 
I-③ ノーカーボン連票 (事業系) 500ｾｯﾄ ￥１２，６００ ×   箱 ￥ 

I-⑧ ノーカーボン連票 (建設系) 500ｾｯﾄ ￥１３，２００ ×   箱 ￥ 

印字マニフェスト 

（１原稿） 

(用紙代＋印字代3,000円) 

⑪ バックカーボン連票  (事業系) 500ｾｯﾄ ￥１２，６００ ×   箱 ￥ 

⑫ ノーカーボン連票    (事業系) 500ｾｯﾄ ￥１４，９００ ×   箱 ￥ 

⑬ ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付ﾊﾞｯｸｶｰﾎﾞﾝ連票 (事業系) 500ｾｯﾄ ￥１５，５００ ×   箱 ￥ 

⑭ バックカーボン連票  (建設系) 500ｾｯﾄ ￥１３，８００ ×   箱 ￥ 

⑮ ノーカーボン連票    (建設系) 500ｾｯﾄ ￥１５，８００ ×   箱 ￥ 

⑯ バックカーボン連票  (積替用) 500ｾｯﾄ ￥１５，６００ ×   箱 ￥ 

I-⑫ ｲﾝﾃﾞｯｸｽ付ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ連票 (事業系) 500ｾｯﾄ ￥１５，６００ ×   箱 ￥ 

I-⑮ ｲﾝﾃﾞｯｸｽ付ﾉｰｶｰﾎﾞﾝ連票 (建設系) 500ｾｯﾄ ￥１６，２００ ×   箱 ￥ 

   印字追加料金 1箱に付２原稿以上は１原稿ごとにプラス\500 追加原稿数（ ）原稿×\500 ￥ 

印字内容(☑を入れて下さい) 前回と同じ 原稿別途添付 TELで連絡 配達料金 

※ご注意 北海道・沖縄・離島は配達料金が別途必要となります 合 計 

株式会社プラスワンコミュニケーションズ 

（ＦＡＸ送信用） 

ご注文ＦＡＸ： ０７８-８０５-３７１０ 

お電話でのお問い合わせ・ご注文受付は平日9:00～17:00 土曜9:00～12:00までの対応になります。 
〒657-0846 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4-3-19プラスワンビル 6F 

本社注文・印字TEL：0120-381562
サンパイコミュニ

携帯電話・PHSからは 078-805-3711 

印字のご注文ＦＡＸ： ０７８-８０５-３７１５ 

(お届け時に決済) 

代引き手数料無料 

どちらかに 

チェック
銀行振込 

(7日以内にお振込み下さい) 

スマートフォンはこちらから 

ご注文頂けます 

マニフェスト注文書 

振込先：(ご入金確認後発送・送金手数料お客様負担) 

三井住友銀行 三宮支店  普通 ９１６２０５７ 
   ゆうちょ銀行 店番四二八 普通 ０５３２３９７

代 引 

FAX メール E-mailｱﾄﾞﾚｽ

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト

Owner
タイプライターテキスト





株式会社プラスワンコミュニケーションズ 

個人情報取扱い同意書 

弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱について、下

記のように定め、保護に努めております。 

【利用目的】 

1)お問い合わせに対する回答を行うため 

2)資料請求に対する発送のため 

3)商品納品のため 

4)サービス実施のため 

5)弊社の商品、サービス、催し物のご案内のため 

6)アンケート調査、モニター募集のため 

【第三者への提供】 

弊社は法律で定められている場合を除いて、お客様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供す

ることはありません。 

【個人情報の取扱い業務の委託】 

弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しており、業

務委託先に対してお客様の個人情報を預けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱って

いると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などによりお客様の

個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 

【個人情報提出の任意性】 

お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、

弊社からの返信やサービスを実施ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

【個人情報の開示請求について】 

お客様には、貴殿の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および利用又は提供の拒否権

を要求する権利があります。詳細につきましては下記の窓口までご連絡ください。 

お問合せ先：個人情報問合せ窓口 

TEL 078-805-3711 

責任者：株式会社プラスワンコミュニケーションズ 

個人情報保護管理者 

入稿の際には、上記「個人情報同意書」に同意の上、入稿をお願い致します。
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