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◆クリアホワイトカバー　◆クリアカラーカバー　◆全面紙カバー ◆全面紙窓あきカバー

◆ECOカバー ホワイト ◆クリアホワイトカバーアソートパック

◆クリアホワイトカバー（サイズ、タテ・ヨコを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

A5・A4・B5・B4 タテ・ヨコ      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
A5・A4・B5・B4 タテ・ヨコ       mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

小計 Ａ 円

◆クリアカラーカバー（カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※背幅は、最大１２ｍｍまでとなります。 小計 Ｂ 円

◆全面紙カバー（サイズ、タテ・ヨコ、カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

A5・A4・B5・B4・A3 タテ・ヨコ       mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
A5・A4・B5・B4・A3 タテ・ヨコ       mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※A３はヨコ綴じのみとなります。 小計 Ｃ 円

◆全面紙窓あきカバー（カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※背幅は、最大１２ｍｍまでとなります。 小計 Ｄ 円

◆ECOカバー ホワイト（背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※背幅は、最大１5ｍｍまでとなります。 小計 E 円

◆クリアホワイトカバーアソートパック（サイズを○で囲み、数量をご記入ください）
サイズ パック数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

A4・B5 ﾊﾟｯｸ 円 円
A4・B5 ﾊﾟｯｸ 円 円

※セット内容：背幅1.5mm､3mm､6mm､9mm､12mm､の５種類×２枚ずつ 小計 F 円

＜送料＞カバー9パック（90冊）以下、アンバサダー4冊以下、ホットメルト9パック以下、及びとじ太くん3000型1台ご注文の場合（税別表記）

北海道： \1,460

関西： \1,160

※とじ太くん3000型とカバー、ホットメルトを一緒にご注文いただく場合は、カバー、ホットメルトの数量によらず、とじ太くん3000型の送料のみご負担いただきます。

※とじ太くんflex：無料　※とじ太くん3000型につきましては、1ヶ所に２台以上のお届けの場合は無料となります。

御社名 ご担当者 A～F合計 円

ご住所
〒

送料 円

ＴＥＬ ＦＡＸ 消費税 円

e-mail 総合計 円

お支払い方法

銀行振込／りそな銀行 渋谷支店 当座0511290 　株式会社ジャパンインターナショナルコマース
郵便振替／口座番号００１１０－２－６６８２２
※銀行振込・郵便振替の場合、商品のお届けは入金確認後の出荷となり日数を要しますので ご了承ください。
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関東： \1,060 信越・北陸： \1,060 中部： \1,060

中国： \1,260 四国： \1,460 九州： \1,460 沖縄・離島： 別途お見積り

タテ ホワイト

　代金引換　・　銀行振込（前払い）　・　郵便振替（前払い）

ホワイト

Ａ４ タテ

ブルー・アイボリー・ピンク

タテ ホワイト

東北： \1,160

綴じ方 カ　ラ　ー

Ａ４ タテ
ブルー・アイボリー・ピンク

ブルー・アイボリー・ピンク

カ　ラ　ー

Ａ４ タテ ホワイト

カ　ラ　ー
ブルー・アイボリー・ピンク

カ　ラ　ー

カ　ラ　ー

※Ｂ４ヨコのみ背幅は３０mmまでとなります。

カ　ラ　ー
グリーン・ピンク・グレー・オレンジ・ブルー・スカイ

グリーン・ピンク・グレー・オレンジ・ブルー・スカイ

FAX：03-5790-2346 

備考： 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース 行 

FAX：03-5790-2346 

備考： 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース 行 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース  

事務機事業部   〒150-0045 

東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 5階 

TEL:03-5790-2345 FAX:03-5790-2346 



 

◆スモークカバーホワイト　◆マーブルカラーカバー　◆エグゼクティブカバー

◆ハードカバー アンバサダー　◆割印シール付契約書カバー　

◆スモークカバーホワイト（背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

小計 Ｆ 円

◆マーブルカラーカバー（カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※背幅は、最大１２ｍｍまでとなります。 小計 Ｇ 円

◆エグゼクティブカバー（カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 パック数 箱　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円
      mm ﾊﾟｯｸ 　　　箱 円 円

※背幅は、最大１２ｍｍまでとなります。 小計 Ｈ 円

◆ハードカバー アンバサダー（カラーを○で囲み、背幅・数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 枚　数 単　価（税抜） 金　額（税抜）

A4 タテ       mm 枚 １，５００円 円
A4 タテ       mm 枚 １，６００円 円
B5 タテ       mm 枚 １，４００円 円
B5 タテ       mm 枚 １，５００円 円

※背幅は、３ｍｍ、６ｍｍ、９ｍｍの３種類となります。 小計 Ｉ 円
当発注書の価格は全て税抜価格です。消費税分は別途清算させていただきます。

◆割印シール付契約書カバー（数量をご記入ください）
サイズ 綴じ方 背　幅 単　価（税抜） 金　額（税抜）

  1.5 mm ﾊﾟｯｸ １，８００円 円
    3 mm ﾊﾟｯｸ １，９００円 円
    6 mm ﾊﾟｯｸ ２，０００円 円

小計 J 円
当発注書の価格は全て税抜価格です。消費税分は別途清算させていただきます。

＜送料＞カバー9パック（90冊）以下、アンバサダー4冊以下、ホットメルト9パック以下、及びとじ太くん3000型1台ご注文の場合（税別表記）

北海道： \1,460

関西： \1,160

※とじ太くん3000型とカバー、ホットメルトを一緒にご注文いただく場合は、カバー、ホットメルトの数量によらず、とじ太くん3000型の送料のみご負担いただきます。

※とじ太くんflex：無料　※とじ太くん3000型につきましては、1ヶ所に２台以上のお届けの場合は無料となります。

御社名 ご担当者 Ｆ～J合計 円

ご住所
〒

送料 円

ＴＥＬ ＦＡＸ 消費税 円

e-mail 総合計 円

お支払い方法

銀行振込／りそな銀行 渋谷支店 当座0511290 　株式会社ジャパンインターナショナルコマース
郵便振替／口座番号００１１０－２－６６８２２
※銀行振込・郵便振替の場合、商品のお届けは入金確認後の出荷となり日数を要しますので ご了承ください。
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中部： \1,060

中国： \1,260 四国： \1,460 九州： \1,460 沖縄・離島： 別途お見積り

　代金引換　・　銀行振込（前払い）　・　郵便振替（前払い）

Ａ４ タテ ホワイト

※背幅は、１．５ｍｍ、３ｍｍ、６ｍｍの３種類となります。

東北： \1,160 関東： \1,060 信越・北陸： \1,060

カ　ラ　ー
ブラック・ネイビー・バーガンディ・グリーン・スカイブルー

シルバー・エンボスブラック
ブラック・ネイビー・バーガンディ・グリーン・スカイブルー

シルバー・エンボスブラック

カ　ラ　ー パック数

カ　ラ　ー

※背幅は、最大１５ｍｍまでとなります。

カ　ラ　ー

Ａ４ タテ

Ａ４ タテ

バーガンディ・ネイビー･グレー

バーガンディ・ネイビー･グレー

バーガンディ・ネイビー･グレー

ライトブルー　・　ライトグレー

ライトブルー　・　ライトグレー
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カ　ラ　ー

Ａ４ タテ ホワイト

備考： 

FAX：03-5790-2346 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース 行 

備考： 

FAX：03-5790-2346 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース 行 

株式会社ジャパンインターナショナルコマース  

事務機事業部   〒150-0045 

東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02 5階 

TEL:03-5790-2345 FAX:03-5790-2346 


