
ご注文日
(FAX送信日)

　年　　　　　　月　　　　　　日

会社名

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

上記以外へのお届けを

ご希望の場合は、

こちらへご記入ください。

 社名

領収書の発行

について

商品画像 商品名 入り数 通常価格 特別価格 注文数

Rタイプのぼり旗 No.R008「優しい家族葬」 1枚 ¥2,450 ¥1,200

のぼり旗 No.175「人形供養」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.210「お盆提灯」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.242「春の大感謝祭」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.281「無料相談」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.287「花墓・仏花」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.290「相続相談」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.325「家族葬ホール」 1枚 ¥1,200 ¥500

のぼり旗 No.327「お別れの会・偲ぶ会」 1枚 ¥1,200 ¥500

※在庫限りで販売終了となります。ご注文のタイミングによっては

　 ご希望の数量に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は税別表示価格となっております。請求の際に別途申し受けます。

※原則返品不可。

株式会社SHF
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353

フリーダイヤル：0120-554-769

TEL:0773-23-8117　/　FAX:0773-23-7730

【受付時間】9時～17時(土日祝日は休業日となっております。)※掲載しております商品のイメージ写真は、印刷の都合上色彩が実際の色と異なる場合がございます。

 住所　〒

お支払方法

□ 京都銀行　前入金　　□ ジャパンネット銀行　前入金

□ 楽天市場　前入金　　□ 代金引換　 　商品お届け時 ※請求先と発送先が違う場合、代金引換はご利用いただけません。

※ご注文内容を確認後、振込先と振込合計金額を、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

※弊社システムをご利用のお客様は通常通りの締め支払となります。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

※代金引換の場合は代引手数料が別途必要となります。

送料について

※送料は別途必要となります。＜一般サイズ(120サイズまで)＞

　●北海道・沖縄県1,700円　●東北1,400円　●九州1,300円　●関東・信越・中部・北陸・関西・中国・四国1,200円

※お届け先並びに梱包数が複数になる場合は、1梱包ごとに送料をご頂戴します。

※こちらの用紙でのご注文はFAX注文となりますので、送料につきましては上記の条件にて請求となります。予めご了承ください。

【銀行振込】 お振込後の「振込明細書」が領収書となります。 ※ネットバンキングをご利用の場合、決済完了の画面をプリントアウトしたものが「領収書」です。

【代金引換】 「宅急便の送り状」が正式な領収書となります。

備考欄

 TEL                                    　　　FAX
ご連絡

方法

 □ 電話

 □ FAX

 □ メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

在庫限りで販売終了 のぼり旗専用FAXご注文書

 FAX送信先.0773-23-7730
ご担当者

 〒



ご注文日
(FAX送信日)

　年　　　　　　月　　　　　　日

会社名

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

上記以外へのお届けを

ご希望の場合は、

こちらへご記入ください。

 社名

領収書の発行

について

商品画像 商品名 入り数 通常価格 特別価格 注文数

タペストリー F-TP001「事前相談」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

タペストリー F-TP003「家族葬ホール」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

タペストリー F-TP004「お仏壇」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

タペストリー F-TP006「法要・法事」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

タペストリー F-TP007「事前相談」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

タペストリー F-PTP002「葬儀供養納骨霊園」 1枚 ¥2,890 ¥1,000

フラッグ　RF-no200「事前相談」 1枚 ¥2,520 ¥1,500

フラッグ　RF-no324「家族葬無料見積」 1枚 ¥2,520 ¥1,500

※在庫限りで販売終了となります。ご注文のタイミングによっては

　 ご希望の数量に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※原則返品不可。

【銀行振込】 お振込後の「振込明細書」が領収書となります。 ※ネットバンキングをご利用の場合、決済完了の画面をプリントアウトしたものが「領収書」です。

【代金引換】 「宅急便の送り状」が正式な領収書となります。

備考欄

 TEL                                    　　　FAX
ご連絡

方法

 □ 電話

 □ FAX

 □ メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

※表示価格は税別表示価格となっております。請求の際に別途申し受けます。

株式会社SHF
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353

フリーダイヤル：0120-554-769

TEL:0773-23-8117　/　FAX:0773-23-7730

【受付時間】9時～17時(土日祝日は休業日となっております。)
※掲載しております商品のイメージ写真は、印刷の都合上色彩が実際の色と異なる場合がございます。

在庫限りで販売終了 タペストリー・フラッグ専用FAXご注文書

 FAX送信先.0773-23-7730

 住所　〒

お支払方法

□ 京都銀行　前入金　　□ ジャパンネット銀行　前入金

□ 楽天市場　前入金　　□ 代金引換　 　商品お届け時 ※請求先と発送先が違う場合、代金引換はご利用いただけません。

※ご注文内容を確認後、振込先と振込合計金額を、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

※弊社システムをご利用のお客様は通常通りの締め支払となります。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

※代金引換の場合は代引手数料が別途必要となります。

送料について

※送料は別途必要となります。＜一般サイズ(120サイズまで)＞

　●北海道・沖縄県1,700円　●東北1,400円　●九州1,300円　●関東・信越・中部・北陸・関西・中国・四国1,200円

※お届け先並びに梱包数が複数になる場合は、1梱包ごとに送料をご頂戴します。

※こちらの用紙でのご注文はFAX注文となりますので、送料につきましては上記の条件にて請求となります。予めご了承ください。

 〒

ご担当者



ご注文日
(FAX送信日)

　年　　　　　　月　　　　　　日

会社名

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

上記以外へのお届けを

ご希望の場合は、

こちらへご記入ください。

 社名

領収書の発行

について

商品画像 商品名 入り数 通常価格 特別価格 注文数

会葬礼状はがき(ダブル)

KR-F034「ヒカリ」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(ダブル)

KR-F034「ヒカリ」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(ダブル)

KR-F039「チューリップ畑」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(ダブル)

KR-F039「チューリップ畑」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(ダブル)

KR-F043「華」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(ダブル 想い～Heart～)

HE-F002「笑顔」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(ダブル 想い～Heart～)

HE-F002「笑顔」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(ダブル 想い～Heart～)

HE-F003「太陽」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(ダブル 想い～Heart～)

HE-F003「太陽」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(アール)

RR-F004「向日葵」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(リング)

RI-F002「ローズ」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(リング)

RI-F002「ローズ」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

会葬礼状はがき(リング)

RI-F003「Flower」
100枚 ¥625 ¥500

会葬礼状はがき(リング)

RI-F003「Flower」
1000枚 ¥6,000 ¥4,000

※在庫限りで販売終了となります。ご注文のタイミングによっては

　 ご希望の数量に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は税別表示価格となっております。請求の際に別途申し受けます。

※原則返品不可。

株式会社SHF
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353

フリーダイヤル：0120-554-769

TEL:0773-23-8117　/　FAX:0773-23-7730

【受付時間】9時～17時(土日祝日は休業日となっております。)※掲載しております商品のイメージ写真は、印刷の都合上色彩が実際の色と異なる場合がございます。

 住所　〒

お支払方法

□ 京都銀行　前入金　　□ ジャパンネット銀行　前入金

□ 楽天市場　前入金　　□ 代金引換　 　商品お届け時 ※請求先と発送先が違う場合、代金引換はご利用いただけません。

※ご注文内容を確認後、振込先と振込合計金額を、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

※弊社システムをご利用のお客様は通常通りの締め支払となります。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

※代金引換の場合は代引手数料が別途必要となります。

送料について

※送料は別途必要となります。＜一般サイズ(120サイズまで)＞

　●北海道・沖縄県1,700円　●東北1,400円　●九州1,300円　●関東・信越・中部・北陸・関西・中国・四国1,200円

※お届け先並びに梱包数が複数になる場合は、1梱包ごとに送料をご頂戴します。

※こちらの用紙でのご注文はFAX注文となりますので、送料につきましては上記の条件にて請求となります。予めご了承ください。

【銀行振込】 お振込後の「振込明細書」が領収書となります。 ※ネットバンキングをご利用の場合、決済完了の画面をプリントアウトしたものが「領収書」です。

【代金引換】 「宅急便の送り状」が正式な領収書となります。

備考欄

 TEL                                    　　　FAX
ご連絡

方法

 □ 電話

 □ FAX

 □ メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

在庫限りで販売終了 会葬礼状はがき(ダブル)専用FAXご注文書

 FAX送信先.0773-23-7730
ご担当者

 〒



ご注文日
(FAX送信日)

　年　　　　　　月　　　　　　日

会社名

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

上記以外へのお届けを

ご希望の場合は、

こちらへご記入ください。

 社名

領収書の発行

について

商品画像 商品名 入り数 通常価格 特別価格 注文数

会葬礼状はがき(シングル)

SC-F015「鼠」
100枚 ¥400 ¥300

会葬礼状はがき(シングル)

SC-F017「オーラ」
100枚 ¥400 ¥300

会葬礼状はがきオリジナル専用封筒

FT-F008「orange」
100枚 ¥760 ¥600

会葬礼状はがきオリジナル専用封筒

FT-F008「orange」
1000枚 ¥6,800 ¥5,000

芳名カードフォルダー(ファスナータイプ)

グレー　梅
10枚 ¥3,825 ¥2,500

芳名カードフォルダー(ファスナータイプ)

ピンク　蝶々
10枚 ¥3,825 ¥2,500

※在庫限りで販売終了となります。ご注文のタイミングによっては

　 ご希望の数量に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は税別表示価格となっております。請求の際に別途申し受けます。

※原則返品不可。

備考欄

株式会社SHF
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353

フリーダイヤル：0120-554-769

TEL:0773-23-8117　/　FAX:0773-23-7730

【受付時間】9時～17時(土日祝日は休業日となっております。)※掲載しております商品のイメージ写真は、印刷の都合上色彩が実際の色と異なる場合がございます。

【銀行振込】 お振込後の「振込明細書」が領収書となります。 ※ネットバンキングをご利用の場合、決済完了の画面をプリントアウトしたものが「領収書」です。

【代金引換】 「宅急便の送り状」が正式な領収書となります。

在庫限りで販売終了 　　　　　　　　　　　　　　　　　　専用FAXご注文書

 FAX送信先.0773-23-7730
ご担当者

 〒

 TEL                                    　　　FAX
ご連絡

方法

 □ 電話

 □ FAX

 □ メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

 住所　〒

お支払方法

□ 京都銀行　前入金　　□ ジャパンネット銀行　前入金

□ 楽天市場　前入金　　□ 代金引換　 　商品お届け時 ※請求先と発送先が違う場合、代金引換はご利用いただけません。

※ご注文内容を確認後、振込先と振込合計金額を、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

※弊社システムをご利用のお客様は通常通りの締め支払となります。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

※代金引換の場合は代引手数料が別途必要となります。

送料について

※送料は別途必要となります。＜一般サイズ(120サイズまで)＞

　●北海道・沖縄県1,700円　●東北1,400円　●九州1,300円　●関東・信越・中部・北陸・関西・中国・四国1,200円

※お届け先並びに梱包数が複数になる場合は、1梱包ごとに送料をご頂戴します。

※こちらの用紙でのご注文はFAX注文となりますので、送料につきましては上記の条件にて請求となります。予めご了承ください。

会葬礼状はがき(シングル・専用封筒)

芳名カードフォルダー(ファスナータイプ)



ご注文日
(FAX送信日)

　年　　　　　　月　　　　　　日

会社名

ご住所

ご連絡先

メールアドレス

上記以外へのお届けを

ご希望の場合は、

こちらへご記入ください。

 社名

領収書の発行

について

入り数 通常価格 特別価格 注文数

500枚 ¥5,000

500枚 ¥5,000

200枚 ¥2,000

※在庫限りで販売終了となります。ご注文のタイミングによっては

　 ご希望の数量に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※表示価格は税別表示価格となっております。請求の際に別途申し受けます。

※原則返品不可。

株式会社SHF
〒620-0017 京都府福知山市字猪崎小字古黒353

フリーダイヤル：0120-554-769

TEL:0773-23-8117　/　FAX:0773-23-7730

【受付時間】9時～17時(土日祝日は休業日となっております。)※掲載しております商品のイメージ写真は、印刷の都合上色彩が実際の色と異なる場合がございます。

備考欄

【銀行振込】 お振込後の「振込明細書」が領収書となります。 ※ネットバンキングをご利用の場合、決済完了の画面をプリントアウトしたものが「領収書」です。

【代金引換】 「宅急便の送り状」が正式な領収書となります。

在庫限りで販売終了 木目紙・和紙専用FAXご注文書

 FAX送信先.0773-23-7730
ご担当者

 〒

 TEL                                    　　　FAX
ご連絡

方法

 □ 電話

 □ FAX

 □ メール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

 住所　〒

お支払方法

□ 京都銀行　前入金　　□ ジャパンネット銀行　前入金

□ 楽天市場　前入金　　□ 代金引換　 　商品お届け時 ※請求先と発送先が違う場合、代金引換はご利用いただけません。

※ご注文内容を確認後、振込先と振込合計金額を、弊社担当者よりご連絡をさせていただきます。

※弊社システムをご利用のお客様は通常通りの締め支払となります。

※振込手数料はお客様負担でお願いします。

※代金引換の場合は代引手数料が別途必要となります。

送料について

※送料は別途必要となります。＜一般サイズ(120サイズまで)＞

　●北海道・沖縄県1,700円　●東北1,400円　●九州1,300円　●関東・信越・中部・北陸・関西・中国・四国1,200円

※お届け先並びに梱包数が複数になる場合は、1梱包ごとに送料をご頂戴します。

※こちらの用紙でのご注文はFAX注文となりますので、送料につきましては上記の条件にて請求となります。予めご了承ください。

商品名

木目紙＜110K＞

レーザー用角型　300mm×600mm

木目紙＜135K＞

レーザー用角型　260mm×498mm

和紙タイプ　A4用紙


