プリントしてお使い下さい。

【A】

ＦＡＸ:「 強化」フレコンＦＡＸ注文書

フレコン・フレコンバック・トンバック・トン袋・ジャンボ土嚢・米袋・芋袋・フレキシブル コンテナ

FAX

貴 社 名

２０１

ご発注者

年

月

日

▲ ご発注者名必須：宅配事故の場合保険がきかないことがあります。 ▼ (－)不要、
市外局番より、FAX番号必須-ご注文返信と追跡番号連絡ため

－

郵便番号

電話
ＦＡＸ

▼ 都道府県名より

住

所

▼ 送付先が 請求先と異なる場合、ご記入下さい。 ご担当者
ご送付先

住

所

N2

（7,080円/10枚）×
（8,860円/10枚）×
（7,260円/10枚）×

上部全開・下部半開 ､荷重1トン､容量1㎥､バージン100％

（7,460円/10枚）×
（4,860円/10枚）×

上部全開､荷重0.5トン､容量1㎥､新織布リサイクル15％

N1-1

（6,600円/10枚）×
（7,780円/10枚）×

米穀用（籾）
1トン､上部全開､容 量 1.3㎥ ､バージン100％

N1-3

（6,560円/10枚）×

飼料用、上部全開､荷重 1トン､容量1.3㎥､新織布リサイクル15％

N1-X

（3,560円/10枚）×

上部全開､荷重0.3トン､容量0.155㎥､バージン100％

N1-S

（7,860円/10枚）×

角型、上部全開､荷重1トン､容量1㎥､バ100％､吊ベルト緑

N1-S1

（7,400円/10枚）×

角型、上部全開､荷重1トン､容量1㎥､新織布リサイクル25％

N2-0

（5,900円/10枚）×

上部全開 ､反転ベルト､荷重1､容量1㎥､新織布リサイクル15％

N2-1

（5,700円/10枚）×

上部全開 ､反転ベルト､荷重0.5トン､容量0.5㎥ ､バージン100％

お支払方法 レ

代金
引換

（7,560円/10枚）×

N2BA

（14,600円/10枚）×

耐候性黒フレコン、上部全開・反転ベルト､荷重 2トン､容量1㎥

N2-W

（8,160円/10枚）×

N2-WJ

（5,180円/枚）×

水切フレコン、日本製、上部全開 ､反転ベルト、
荷重１ｔ､容量1㎥､バ100％

N2-S5

（9,160円/5枚 ）×

角型大型、上部全開、
排出口無､荷重 2トン､容量1.9㎥ ､バ100％

上部全開､荷重 1トン・容量1㎥､バージン100％

N1-2

N2B1

水切フレコン､上部全開､反転ベルト､荷重１トン､容量1㎥､バ100％

上下半開､荷重 1トン・容量1㎥､バージン100％

N1-0

（5,560円/10枚）×

銀行
振込

N2-S6

（11,000円/5枚）×

角型大型、上部全開、排出口無､ 荷重 2トン､容量3㎥ ､バ100％

N3-0

（8,180円/10枚）×

上下全開､荷重1トン､容量1㎥ ､新織布リサイクル15％

N3-1’

（7,260円/10枚）×

上下全開､荷重 1トン､容量0.58㎥ ､バージン100％

N3-2

（9,360円/10枚）×

激安「強化」フレコンＦＡＸ注文書

N5

N2-3

上部全開 ､荷重１トン､容量1㎥､新織布リサイクル25％

耐候性黒フレコン、上部全開､荷重 1トン・容量1㎥､バ100％

上下全開､荷重 1トン､容量1㎥､バージン100％

N4

（5,660円/10枚）×

上部全開 ､反転ベルト､荷重1トン､容量1㎥､新織布リサイクル25％

上部全開・反転ベルト､荷重１トン・容量1㎥､バージン100％

N3

N2-2

梱包

（5,700円/10枚）×

上部全開､荷重0.5トン､バージン100％

梱包

N1

電話

FAX：03-6893-6277

－

郵便番号

上下全開、荷重1トン、容量1㎥、
補強ベルト付、バ100％

N3-5

（11,100円/10枚）×

上部半開・下部全開、容量2㎥、荷重1トン、バージン100％

N3-6

（8,960円/10枚）×

上下全開、荷重1トン、容量1.2立方m、バージン100％

N4-0

（5,960円/10枚）×

上部全開・下部半開､荷重1トン、
容量1㎥､新織布リサイクル15％

０.最新価格のフレコン注文書はHPよりプリントhttps://furekons.com/
１.お支払合計＝商品代＋消費税＋送料 ＋(代引手数料)
２.送料／HP参照：格安通販業者価格 代引手数料／振込料金より格安
３.受注後、支払合計・振込先を記した受注確認書をFAX致します。

FAX-MAIL:03-6893-6277

業務通販sanwaweb info@sanwaweb.jp 株式会社 三和コーポレーション
大阪府豊中市小曾根3丁目9番14号 〒561-0813 TEL:06-6336-3933
徹底的合理化で激安＆高品質を実現！お問合はもう一度HP確認後、メールにてお願いします。

大阪にメールに変換転送されます。

プリントしてお使い下さい。

【B】

ＦＡＸ:「 強化」フレコンＦＡＸ注文書

フレコン・フレコンバック・トンバック・トン袋・ジャンボ土嚢・米袋・芋袋・フレキシブル コンテナ

FAX

貴 社 名

２０１

ご発注者

年

月

日

▲ ご発注者名必須：宅配事故の場合保険がきかないことがあります。 ▼ (－)不要、市外局番より、FAX番号必須-ご注文返信と追跡番号連絡ため

－

郵便番号

ＦＡＸ

▼ 都道府県名より

住

電話

所

▼ 送付先が 請求先と異なる場合、ご記入下さい。 ご担当者
ご送付先

住

所

（8,520円/10枚）×

N4-3

上部全開・下部半開 ､荷重1トン､容量1.3㎥ ､バ100％

N4-4

（7,860円/10枚）×

上部全開・下部半開、容量1.13㎥、バージン100％、吊ピンク

（8,620円/10枚）×

N4-6A

食品米穀可1t、
上部全開・下部半開､容量1.3㎥､バ100％、増織生地

N4-6D

（8,660円/10枚）×

食品米穀可1t、
上部全開・下部半開､容量1.3㎥､バ100％

N4-6G

（8,660円/10枚）×

食品米穀可1t、
上部全開・下部半開､容量1.3㎥､バ100％、吊緑

（9,060円/10枚）×

N4-6’A

食品米穀可1t、
上部全開・
下部半開､容量1.3㎥､バ100％、
伝票袋吊下、
増織生地

（9,060円/10枚）×

N4-6’D

食品米穀可1t、
上部全開・
下部半開､容量1.3㎥､バ100％、伝票袋吊下

（5,820円/10枚）×

上部全開・下部半開､荷重1トン､容量1㎥ ､新織布25％

N4-8’

（5,760円/10枚）×

上部全開・下部半開､荷重1トン､容量1㎥ ､新織布25％

N4B1

（7,680円/10枚）×

耐候黒フレコン、上部全開・下部半開､荷重1トン､容量1㎥､バ100％

N4-N

（11,000円/10枚）×

内袋付、上部全開・下部半開､荷重 1トン､容量1㎥､バ100％

お支払方法 レ

代金
引換

銀行
振込

（9,300円 / 10枚）×

角型1トン、上部全開・下部半開､容量1㎥､バージン100％

N4-S1

（7,980円/10枚） ×

角型米穀可0.6トン、上部全開・下部半開､容量0.89㎥､バ100％

N4-S3

（4,700円/5枚）×

角型食品米穀可1トン、上部全開・下部半開､容量1.1㎥､バ100％

N4-S4

（7,880円/10枚）×

角型食品米穀可1トン、上部全開・下部半開､容量1.1㎥､バ100％

N4-S5

（5,180円/10枚）×

上部全開・下部半開､荷重1トン､容量0.25㎥､バージン100％

N5-0

（7,960円/10枚）×

上下半開、荷重 1トン､容量1㎥ ､バ100％､上部開閉カバー付

N5-0’

（9,600円/10枚）×

上下半開、荷重1トン、容量1.3㎥、バ100％、上部開閉カバー付

N5-1

（7,980円/10枚）×

上下半開､荷重0.5トン､容量0.5㎥､バージン100％

N5-3

（7,560円/10枚）×

上下半開､荷重1トン、容量1.3㎥､新織布リサイクル15％

N5-S

（8,600円/10枚）×

角型米穀可1トン、上下半開､容量1㎥､バ100％

N5-S3’

（9,860円/10枚）×
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（6,960円/10枚）×

N4-5

食品米穀可0.6t､上部全開・下部半開､容量 0.85㎥､バ100％､吊緑

N4-S

梱包

（6,760円/10枚）×

N4-2

上部全開・下部半開､荷重1トン、
容量0.66㎥､バージン100％

梱包

（5,560円/10枚）×

N4-1

上部全開・下部半開､荷重1トン、
容量0.5㎥、バ-ジン100％

N4-8

電話

FAX：03-6893-6277

－

郵便番号

角型食品米穀可1トン、上下半開、容量1.3㎥､バージン100％

N5-S4

（17,000円/10枚）×

角型米穀可1トン、上下半開､容量1.3㎥､バージン100％

N5-S6

（8,560円/10枚）×

角型食品米穀用1トン、上下半開、容量1.3㎥、バージン100%

N10 振込限定（13,300円/50枚）×
食品用、底部融着、厚さ0.05mm、日本製

０.最新価格のフレコン注文書はHPよりプリントhttps://furekons.com/
１.お支払合計＝商品代＋消費税＋送料 ＋(代引手数料)
２.送料／HP参照：格安通販業者価格 代引手数料／振込料金より格安
３.受注後、支払合計・振込先を記した受注確認書をFAX致します。

FAX-MAIL:03-6893-6277

業務通販sanwaweb info@sanwaweb.jp 株式会社 三和コーポレーション
大阪府豊中市小曾根3丁目9番14号 〒561-0813 TEL:06-6336-3933
徹底的合理化で激安＆高品質を実現！お問合はもう一度HP確認後、メールにてお願いします。

大阪にメールに変換転送されます。

プリントしてお使い下さい。

【C】

ＦＡＸ:「 強化」フレコンＦＡＸ注文書

フレコン・フレコンバック・トンバック・トン袋・ジャンボ土嚢・米袋・芋袋・フレキシブル コンテナ

FAX

貴 社 名

２０１

ご発注者

年

月

日

▲ ご発注者名必須：宅配事故の場合保険がきかないことがあります。 ▼ (－)不要、市外局番より、FAX番号必須-ご注文返信と追跡番号連絡ため

－

郵便番号

ＦＡＸ

▼ 都道府県名より

住

電話

所

▼ 送付先が 請求先と異なる場合、ご記入下さい。 ご担当者
ご送付先

住

電話

所
梱包

梱包

N11 振込限定（13,940円/50枚）×
食品用、底部熱溶着加工の玉シール、厚さ0.05mm、日本製

N12 振込限定（12,800円/50枚）×
食品用、上下カット、厚さ0.05mm、日本製

N15

（7,200円/40枚）×

一般用、底部融着、厚さ0.05mm

N16

（7,560円/40枚）×

N17

激安「強化」フレコンＦＡＸ注文書

一般・食品用、底部融着、厚さ0.05mm

（8,520円/40枚）×

一般・食品用、上下カット、厚さ0.05mm

フレコンスタンド軽荷重用（11,400円/台）×
鉄筋、
日本製－概寸縦90×横90×高100cm、直径13mm、荷重0.5トン

フレコンスタンド重荷重用（14,600円/台）×
日本製､鉄管、概寸縦90×横90×高110cm、直径22mm、
荷重1トン

フレコンスタンド重荷重用 （8,900円/台）×
鉄管、概寸縦90×横90×高110cm、直径20mm、荷重1トン

脚延長オプション （2,800円/4本セット）×
フレコンスタンド重荷重用、高さ130cmの米穀用フレコンに使えます。

お支払方法 レ

代金
引換

銀行
振込

FAX：03-6893-6277

－

郵便番号

０.最新価格のフレコン注文書はHPよりプリント https://furekons.com/
１.お支払合計＝商品代＋消費税＋送料 ＋(代引手数料)
２.送料／HP参照：格安通販業者価格 代引手数料／振込料金より格安
３.受注後、支払合計・振込先を記した受注確認書をFAX致します。

FAX-MAIL:03-6893-6277

業務通販sanwaweb info@sanwaweb.jp 株式会社 三和コーポレーション
大阪府豊中市小曾根3丁目9番14号 〒561-0813 TEL:06-6336-3933
徹底的合理化で激安＆高品質を実現！お問合はもう一度HP確認後、メールにてお願いします。

大阪にメールに変換転送されます。

