
ご登録電話番号： ○○○○○○
■ ご発注担当者名： 　　○○　○○

■ 納期（予定）： ○○年○月○日

/ ご登録FAX番号： ○○○○○○

以下の通りお見積りいたします。

※ ご発注期限は ○○年○月○日 の午後２時となります。

■ ご担当販売店： ○○○○○○○
販売店電話番号： ○○○○○○
通常お支払条件： ○○○○○○○○○○○○

 【ご提案、ご注文にあたって】

■ 本お見積の有効期限は、ご提案日から10営業日後までとさせていただきます。

■ 本サービスをご利用いただいてご注文された商品は、翌日（午後２時までにご注文の場合）以降のお約束納期でのお届けとなります。

■ 商品・エリアによっては納期についてご相談させていただく場合がございます。

■ お見積内容でご注文いただいた金額が、ご担当販売店の設定させていただく月間ご利用限度額を超過した場合は、

もしくは所定のお届け日・時間までにお届けできない場合があることをご了承ください。

ご注文いただいた商品等のお届けに担当販売店の承認が必要となります。担当販売店の承認が得られない、または

担当販売店が所定の時間内にお客様と連絡確認が取れない等の場合においては、ご注文をお受けできない、

■ お支払い方法については、事前にご担当販売店より、前金等のご相談させていただくことがあることをご了承願います。

■ 上記以外のご注文に関するお問合せ等については、アスクルオフィスづくりご相談窓口までご連絡ください。

※ 上記は、通常のお支払条件です。このお見積りに基づく、ご注文の代金お支払い方法に

■ ご 提 案 日： ○○年○月○日
■ お見積番号： ○○○○○○-○○

○○○○○○○　御中
様

/ 担当店FAX番号： ○○○○○○

ついては、担当販売店より事前にご相談させていただくことがあることをご了承願います。

■ 上記見積りの内容につきましては、別紙「お見積り明細書」をご参照ください。

お見積書

家具のお見積書になります。連絡欄

アスクル担当アドバイザー： ○○○■

■ お届け予定ご住所：

〒○○○○ 　○○○○○○○○○○

顧客コード： ○○○○

お届け先電話番号： ○○○○○○ / お届け先FAX番号： ○○○○○○

ご提案する全ての資料（お見積書、オーダーシート、お見積明細書、商品ご提案シート、オフィス平面プラン、オフィスパースプラン）の著作権は、アス
クル株式会社に帰属しております。本資料の複製、改変、貸与、譲渡、その他 本サービス以外でのご使用、再利用はできません。

お客様のご要望、建物内外の事情、エリア等により、下記項目の別途費用が発生する場合があります。別途費用の金額については

　　別紙「お見積り明細書」をご参照下さい。「養生費」「チャーター費」「階段上げ搬入費」等。

見積金額計： \2,696,046税込 －

※納品時の時間指定については、お受けできる場合（有償にて）もありますのでご相談ください。　

■

アスクルオフィスづくりサービス

お問い合わせは TEL: 0120-110-411　　受付時間: 月曜日～金曜日 午前9時～午後6時(土、日、祝日を除く)　

■ アスクルカタログ2017秋・冬号「アスクルご利用規約　第20条

アスクルオフィスづくりサービスのご利用上のご注意」（P.1268）を必ずご覧ください。
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の「お見積書」および同番号の「お見積明細書」の

様

ご注文日： 年　　　　月　　　　日

ご発注担当者ご署名：

〒 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

アスクル 株式会社
オフィスづくりご相談窓口

ＴＥＬ: 0120-506-279
ＦＡＸ: 0120-331-124
e-mail:designer@askul.co.jp

 400 オーダーシート

■ ご 提 案 日： ○○年○月○日

■ お見積番号： ○○○○○○○

アスクル株式会社　担当アドバイザー： ○○○○■ 行き

ご登録電話番号： ○○○○○○

■ 納期（予定）： ○○年○月○日

/ ご登録FAX番号： ○○○○○○

○○○○○○

■ お届け予定ご住所：

〒○○○○　 ○○○○○○○○○○

顧客コード ○○○○

お届け先電話番号： ○○○○○○ / お届け先FAX番号： ○○○○○○

貴社名：

■ 本お見積の有効期限は、ご提案日から10営業日までとさせていただきます。

■ 本サービスをご利用いただいてご注文された商品は、翌日以降のお約束納期でのお届けとなります。

■ 商品・エリアによっては納期についてご相談させていただく場合がございます。

■ お支払い方法については、事前にご担当販売店より、前金等のご相談させていただくことがあることを　　　　　　　

■ 上記以外のご注文に関するお問合せ等については、アスクルオフィスづくりご相談窓口までご連絡ください。

■ 上記見積りの内容につきましては、別紙「お見積り明細書」をご参照ください。

お見積番号 ○○○○○○○
内容にもとづき注文します。

■ ご担当販売店： ○○○○○○○
販売店電話番号： ○○○○○○
通常お支払条件： ○○○○○○○○○○○○

/ 担当店FAX番号： ○○○○○○

ご提案内容にてご注文いただく場合は、ご発注担当者がご署名の上、このシートをＦＡＸください。
また数量変更がある場合は、別紙の「お見積り明細書」の右欄に変更数をご記入のうえ、ＦＡＸ
ください。ご変更を反映した「お見積書」を送付いたします。

電話受付時間：月曜～金曜日

午前9時～午後6時（土、日、祝日を除く）

■ お見積内容でご注文いただいた金額が、ご担当販売店の設定させていただく月間ご利用限度額を

取れない等の場合においては、ご注文をお受けできない、もしくは所定のお届け日・時間までに

超過した場合は、ご注文いただいた商品等のお届けに担当販売店の承認が必要となります。

担当販売店の承認が得られない、または担当販売店が所定の時間内にお客様と連絡確認が

お届けできない場合があることをご了承ください。

お見積金額 計：

ご注文の際には、搬入時の「養生の必要性」「搬入経路の状況（段差の有無等）」「ビル周辺の車輛
制限」等の情報が必要となります。あらかじめビル管理会社様等にご確認いただくようお願いします。

\2,696,046税込 －

※ 上記は、通常のお支払条件です。このお見積りに基づく、ご注文の代金お支払い方法に
ついては、担当販売店より事前にご相談させていただくことがあることをご了承願います。

ご了承ください。

※納品時の時間指定については、お受けできる場合
　　　（有償にて）もありますので、ご相談ください。　

アスクルオフィスづくりサービス

■ アスクルカタログ2017秋・冬号「アスクルご利用規約　第20条

アスクルオフィスづくりサービスのご利用上のご注意」（P.1268）を必ずご覧ください。
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行 お申込番号 商品名 単価数量 単価小計 組立費単価 組立費小計 変更数

〒 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

アスクル 株式会社
アスクルオフィスづくりご相談窓口

 400 お見積明細書

■ ご 提 案 日： ○○年○月○日

■ お見積番号： ○○○○○○○

ＴＥＬ: 0120-506-279
ＦＡＸ: 0120-331-124
e-mail:designer@askul.co.jp
電話受付時間：月曜～金曜日

午前9時～午後6時（土、日、祝日を除く）

○○○○○○○  御中 ご担当者様： 　○○　○○ 様

アスクルオフィスづくりサービス

7886299 翌々4】家)クリエイティブワークテーブル幅4200ナチュ
ラル 7梱包

1 162,0001 162,000 00

9422172 家）デザイナライン　ラウンド天板　L字脚シルバー　1
台

2 20,3041 20,304 1,9441,944

9422145 家）デザイナライン　ラウンド天板　L字脚シルバー　1
台

3 18,1442 36,288 3,8881,944

9671196 翌々4】家）デザイナライン　120度天板デスク　ウォル
ナット

4 43,0922 86,184 00

9412167 家）デザイナライン　サイドテーブル　ウォルナット5 19,4402 38,880 4,7522,376

9469606 家）チェハ　デザイナライン　サイドキャビ　ウォルナット6 17,8203 53,460 2,916972

4765502 家）セイルチェア　アジャスタブルアーム レッド7 87,48010 874,800 3,240324

3355386 家）ベーシックハイバックエラストメリックメッシュ8 86,1843 258,552 00

9417234 家）スマート　エラストメリック・メッシュ　グレー　1脚9 41,0402 82,080 1,728864

9933324 家）キャスターテーブル　豆型　ナチュラル10 18,2521 18,252 1,2961,296

2842068 家）スタッツィオーネカウンターRFCFC-1155NA11 26,7841 26,784 1,7281,728

2842676 家）スタッツィオーネ カウンター ルーフ付12 32,1841 32,184 2,0522,052

2842184 家）スタッツィオーネワゴン RFCFWG-8044NA13 15,9841 15,984 3,3483,348

3578532 大】家）オーバルOAテーブル ナチュラル14 27,9721 27,972 1,1881,188

5360311 翌4】家）ラウンドリフレッシュテーブル ナチュラル15 10,7891 10,789 1,1881,188

3578926 家）ブラックハイフレームテーブル（コンセント付き）16 21,4921 21,492 1,9441,944

3580648 家）ダイニングワークテーブル 幅1800×奥行1000×
高720mm

17 74,5201 74,520 2,7002,700

1975355 家）ダイニングワーク　ベンチ18 21,4921 21,492 00

2849597 家）ピルエット　スイング脚ライム/ホワイト　L122EZ-
FSF5

19 32,2922 64,584 00
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行 お申込番号 商品名 単価数量 単価小計 組立費単価 組立費小計 変更数

〒 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

アスクル 株式会社
アスクルオフィスづくりご相談窓口

 400 お見積明細書

■ ご 提 案 日： ○○年○月○日
■ お見積番号： ○○○○○○○

ＴＥＬ: 0120-506-279
ＦＡＸ: 0120-331-124
e-mail:designer@askul.co.jp
電話受付時間：月曜～金曜日

午前9時～午後6時（土、日、祝日を除く）

○○○○○○○  御中 ご担当者様： 　○○　○○ 様

アスクルオフィスづくりサービス

2849640 家）ダイニングワークチェア　Dグレー　MB-DI80NH-
A　NA/BK

20 17,1722 34,344 00

4681510 家）キューブソファ　グリーン21 3,7692 7,538 00

4681780 翌4】家）キューブソファ　アイボリー22 3,7692 7,538 00

9484470 大】家）パネルソファ　2人掛　サイドパネル付　グリー
ン

23 64,6921 64,692 540540

2852108 家）ビンデンソファ2　1人掛　ベージュ　1脚24 25,8121 25,812 00

2852046 家）ビンデンソファ2（分割式）　3人掛　ベージュ25 64,6921 64,692 00

2851728 家）シット＆フィールドソファ　３人掛　背無1個背付２個26 50,6521 50,652 1,6201,620

2851693 家）シット＆フィールドソファ　3人掛　背付3個　ブラック27 52,8121 52,812 1,6201,620

5786356 家）応接サイドテーブル　RFCFT-5555DA28 6,3721 6,372 864864

2847592 大】家）ブラックフレームホワイトボド1200WBC-
S1218DSK-BK

29 35,4241 35,424 864864

2856466 家）ESストレージ　3段オープンシェルフ30 15,0121 15,012 2,0522,052

2856420 家）ESストレージ　5段オープンシェルフ31 19,3321 19,332 2,5922,592

2850650 家）ESストレージ　3段両開きパンチング扉32 30,1321 30,132 4,1044,104

2856377 家）ESストレージ　5段両開きパンチング扉33 39,8521 39,852 5,7245,724

2856297 家）ESストレージ　3段ロッカー34 21,4921 21,492 972972

2849944 家）ESストレージ　5段ロッカー　幅350×奥行420×高
さ1935

35 35,5321 35,532 972972

2850749 家）ESストレージ　ハンガーシェルフ36 18,2521 18,252 2,0522,052

2850239 家）ESストレージ　小物ボックス　1セット（3個入）37 8,5329 76,788 00
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行 お申込番号 商品名 単価数量 単価小計 組立費単価 組立費小計 変更数

〒 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

アスクル 株式会社
アスクルオフィスづくりご相談窓口

 400 お見積明細書

■ ご 提 案 日： ○○年○月○日
■ お見積番号： ○○○○○○○

ＴＥＬ: 0120-506-279
ＦＡＸ: 0120-331-124
e-mail:designer@askul.co.jp
電話受付時間：月曜～金曜日

午前9時～午後6時（土、日、祝日を除く）

○○○○○○○  御中 ご担当者様： 　○○　○○ 様

アスクルオフィスづくりサービス

2850201 家）ダイニングワークシェルフ　幅1200×奥行410×高
1023mm

38 30,1321 30,132 3,0243,024

1606450 家）スチール電話台　幅500mm　ナチュラル　RFTC-539 6,4691 6,469 864864

577371 人工樹木　フィカスベンジャミン　1.8M　AGA-1801N40 16,2004 64,800 00

組立費合計

税込

\2,634,270

\2,696,046

\61,776

上記金額は、税込価格です。

アスクルより、電話にて連絡のうえ、内容のご確認をさせていただきます。

上記内容で数量変更のご希望がある場合は、この「お見積明細書」の右空欄に
変更数をご記入のうえ、このシートのみを0120-331-124までＦＡＸください。

価格合計
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