
FAX 見積りフォーム01

お名前

会社名

部署名

メールアドレス

電話番号

Fax 番号

住所

日付：　　　年　　　月　　　日

様

御中

〒　  　  -

□下記事項を記入して頂き、お手数ですが下記 FAX 番号まで返信して下さい

FAX To 0573-62-1366,  MisakaZooKitchenwareStore

9 桁の商品コード　　　　         商品名・規格　　　 　    数量       単価         金額　　  希望納期

税込合計金額￥　                              　　　　　　　　　（小計￥　　　　　　送料￥　　　　 手数料￥　　　　　）　　　　

銀行振込決済で見積り依頼　　  コンビニ決済で見積もり依頼

株式会社美坂ズーネット事業部
〒508-0044

岐阜県中津川市昭和町１－１０

TEL 0573-66-0608

FAX 0573-62-1366

MAIL zoo@misakazoo.com

URL http://www.misakazoo.com

＊EMail アドレスをお持ちの方は
　必ずご記入下さい

メルアドに _アンダーバーあり
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＊9桁の商品コード、商品名・規格、数量、希望納期をご入力下さい（単価は入力しないで下さい）

FAX To 0573-62-1366,  MisakaZooKitchenwareStore

initiator:mas@misakazoo.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e84977e9b70f4307bf5e43fb5a6cf205



コメント欄↓

9 桁の商品コード　　　　         商品名・規格　　　 　    数量       単価         金額　　  希望納期

税込合計金額￥　                              　　　　　　　　　（小計￥　　　　　　送料￥　　　　 手数料￥　　　　　）　　　　
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＊9桁の商品コード、商品名・規格、数量、希望納期をご入力下さい（単価は入力しないで下さい）

FAX 見積りフォーム02
FAX To 0573-62-1366,  MisakaZooKitchenwareStore

FAX To 0573-62-1366,  MisakaZooKitchenwareStore
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