
①オーダーシート記入方法

枚中 枚目P119の 「ご利用規約」を承認の上申し込みます。

※太枠線内は必ずご記入ください
当社
使用欄

●コピーしてお使いください

送信前にご注文内容を再度ご確認ください。

FAX送信方向 FAX送信方向※番号はおかけ間違いの無いようにご注意ください。

9：0 0～1 7：00  土・日・ 祝日除く
ご注文ありがとうございます。製品・サービスについてご不明な点がございましたら「お問合せシート」にご記入の上、FAX にて送信してください。

今後のサービスへのご要望・その他

（ご注文・納品時の対応はできません。）

AXシリーズ オーダーシート

 ー  ー  ー  mm ー  mm ー（  ）
縦枠形状 幅（DW） 中桟本数 面材色面材

4 or 5

高さ（DH）

枚

注文型番

基本注文情報

備考

ご注文枚数
本

ご注文本数円製品単価

円mm／
レール長さ／単価

P96に従って内容を記入してください。

その他必要事項がございましたらご記入ください。

月 　日　　　　曜日希望配達日
※時間はご指定いただけません

ご希望の場合は、注文日より3週間以降でご記入ください。

配 送 先
電話番号 － －

様配送先会社名

配送先
ご住所

配送先指定（配送先が異なる場合はご記入ください）

〒

ご担当者名

お支払い方法
どちらかに○を
つけてください

様

ご注文日

貴社名

ご住所

お客様電話番号

〒

FAX番号

E-MAIL

ご担当者名 フリガナ

銀行振込  ・  代引き

（ハイフン無しでご記入ください）

－ －

月 　日送信 

銀行振込の場合は入金確認後の発送と
なります。あらかじめご了承ください。

受注生産品の為、お届けには約3週間いただきます。あらかじめご了承ください。

合計
（税込） 円円円

AX4　・　AX5

FAX  7 ®0120-015-063

送料
※P103をご参照ください。

代引手数料
※P102をご参照ください。

DW

DH

【備考】

銀行振込
について

●お支払総額は以下の通りです。 
　振込金額　：（税込製品代金合計）＋（税込送料） 
　振込手数料：お客様でご負担お願いします。
※送料が無料の場合は税込製品代金合計のみになります。

●上記口座にお振込みお願いします。 
●ご入金が確認でき次第、製品を発送致します。 
●ご注文後、１０日以内にご入金もしくはお振込予定の
ご連絡をいただけない場合は、勝手ながらご注文を
キャンセルさせていただきます。

【振込先】●みずほ銀行 小金井支店 普通 No.1812681 名義：株式会社 ムラコシ精工
●多摩信用金庫 小金井支店 普通 No.2393671 名義：株式会社 ムラコシ精工

＝  mm × 本：L mmL＝  ×  本： mmL＝  × 本：AXレール
（幕板あり）

AXレール
（幕板なし）

幕板
のみ

・オーダーシートは大きく2つに分かれます。下記の記入方法をご確認いただき、記入をお願いいたします。
・製品番号・製品名は、オンラインカタログを参考にご記入ください。弊社で内容確認後、文書で返信致し

ますので、FAXかメールアドレスを必ずご記入ください。

●通常製品注文オーダーシート記入時の注意事項

●アルミシリーズ（アルミ扉・AX・AW）
オーダーシート記入時の注意事項

必ずご希望のお支払い方法を
お選びください。
お支払いに関する詳しい説明は

必ずご希望のお支払い方法を
お選びください。
お支払いに関する詳しい説明は

配送日指定をご希望の場合は
ご記入ください。
配送日指定に関する詳しい説明は

配送日指定をご希望の場合は
ご記入ください。
配送日指定に関する詳しい説明は

カタログの製品ページを参照頂
き、製品番号・製品詳細・購入個
数・金額をご記入下さい。
※製造番号、製品名を両方又はいずれ
かをご記入下さい。

カタログの製品ページを参照頂
き、製品の基本情報をご記入下
さい。
※製造番号、製品名を両方又はいずれ
かをご記入下さい。

お客様の必要情報を
ご記入ください。

（ご注文日・お客様電話番号・ご担当者
名・会社名・FAX番号・ご住所）※配送先
指定がない場合はこちらのご住所へ製品
をお送りさせていただきます。

お客様の必要情報を
ご記入ください。

（ご注文日・お客様電話番号・ご担当者
名・会社名・FAX番号・ご住所）※配送先
指定がない場合はこちらのご住所へ製品
をお送りさせていただきます。

ご注文住所と異なる場所に配送をご希望の
場合は配送先情報をご記入ください。
配送先指定に関する詳しい説明は

ご注文住所と異なる場所に配送をご希望の
場合は配送先情報をご記入ください。
配送先指定に関する詳しい説明は

注文について備考や、追加注文などがある
場合はこちらに記入ください。特別注文の
ご要望なども、こちらにお願いいたします。

②
お支払いについて

②
お支払いについて

③
配送について

③
配送について

③
配送について

③
配送について

製品番号をお間違えなく！！

アルミシリーズはオーダー製品となります。

お受けした注文は、製品番号によって自動処理されます。同じ製品でも色違い、サイズ違いでは、
それぞれ個々の製品番号を持っています。ご希望製品の製品番号を必ずお確かめの上、ご記入ください。
製品番号がご不明な場合は製品名のみご記入下さい。

基本的にアルミシリーズはオーダーシートを用いてのオーダー製品となります。
細かい指定情報などが必要となるため、必ずオーダーシートをご利用ください。



②お支払いについて

お支払いについては下記の方法からお選びいただけます。

【備考】	 ●ご入金が確認でき次第、製品を発送致します。
●ご注文後、10日以内にご入金もしくはお振り込み予定のご連絡をいただけない場合は、勝手ながらご注文をキャンセルさせていただきます。
●銀行振込の場合、振込名義の会社やお名前がオーダーシートに記載されている内容と異なる場合はお知らせ下さい。

※佐川急便のみです。メール便等は扱っておりません。

お振込控えが領収書として有効です。

送り状が領収書として有効です。

●多摩信用金庫 小金井支店
普通 No.2393671
名義：株式会社ムラコシ精工
カタカナ表記：カ)ムラコシセイコウ

●佐川急便

●銀行振込

●代引き決済

経費処理等で領収書の発行必要なお客様へ。決済方法により以下の通りで発行させていただきます。

■配送業者

■代引き手数料について

■現金でお支払い
・製品到着時、現金で製品代金をお支払いください。
・キャッシュカード、クレジットカードではお支払いできません。

■振込先
●みずほ銀行 小金井支店

普通 No.1812681
名義：株式会社ムラコシ精工
カタカナ表記：カ)ムラコシセイコウ
　

■お支払い総額
●振込代金：（税込製品代金合計）+（税込送料）
●振込手数料：お客様負担でお願いします。

1 銀行振込（先払い）

3 領収書の発行について

2 代引き

代引金額 代引手数料（税込）

1万円以下 330円

3万円以下 440円

10万円以下 660円

30万円以下 1,100円

50万円以下 2,200円

 60万円以下 6,600円

60万円を超える場合   基準手数料＋消費税 （60万円超は10万円増毎に1,000円を加算）



③配送について

製品は7日〜10日前後でお届けします。
銀行振込の場合、ご入金確認後の発送となります。受注生産品は約3週間いただきます。
（一部離島・山間部および一部地域を除く）
※宅配便のご不在伝票等が届いていた場合は、伝票に記載されている各地区の宅配会社にご連絡をお取りの上、製品をお受け取りください。
※お申し込み後のお届け先変更は出来かねますのでご了承ください。

ご注文の製品はご注文時の在庫に応じて、複数回に分けてお届けいたします。
すぐにお届けできない場合は「入荷待ち」としてご注文をお預かりいたします。

■ご注文の製品のお届け

START

7〜10日前後

お届け方法

パソコン・FAXでご注文

すべて在庫あり

第1便のお届け
製品が揃い次第発送（すべて在庫がある場合
は7日前後）します。10日以上経過する場合、先
に在庫のある製品のみ発送いたします。

入荷待ち
第1便でお届け出来なかった製品は、製品が揃い次第発送いたします。
（発送が分かれた場合も送料は1回分しかいただきません）

入荷待ち便のお届け
※入荷待ち状態であっても、入荷の予定が取り消しになった場合、あるいは、完売その他の事情
により製品の販売を続けることが出来なくなった場合は、「入荷待ち」の状態をお取り消しさせて
いただき、その旨をメールまたはFAXにてご連絡させていただきます。

ご注文製品が、ご注文時に在庫がないもので、
入荷予定があり、入荷待ちとなった場合対象製
品とその状況をメールにてお知らせします。

一部在庫あり すべて在庫なし

■配送料について
4,400円（税込）以上のご購入で送料無料。
（※一部、長物・大量購入のお届けにつきましては、配送料のご負担をお願いする場合がございます。）




