
FAX 番号：別紙 FAX 番号一覧をご覧ください 

DK-SIS 白書 注文申込書 
申込日 平成   年   月   日 

商品名 税込単価 数量 

DK-SIS 白書 2016 
DK-SIS 会員特別価格  １２，０００円 

一般価格        ４５，０００円 
＿＿＿＿   冊 

お客様または同一チェーン店様が DK-SIS 会員であれば、DK-SIS 会員特別価格が適用されます。 
振込を選択された場合、送料は弊社で負担いたします。代引きを選択された場合は、別途送料と代引き手数料が

必要となります。 
お客様情報 

お申込み 

貴社名 

／ホール名 

フリガナ 

 
 

ご担当者 

フリガナ 電話番号 
 
 

(   )    － 

DK-SIS（※1） 

□入会している 【 □自店  □同一チェーン店（名称：          ）】 
□入会していない 
□わからない 
お客様またはチェーン店様が DK-SIS 会員であれば【入会している】にﾁｪｯｸしてください。 

ご請求先 名称 
□お申込みと同じ 

 
受取希望日（※2） ／ 

お届け先 

名称 
□お申込みと同じ 

 

ご住所 

 

〒    － 
      都道 
      府県 
 

受取人の 

お名前 

□お申込みと同じ

 
受取人の電話番号 

□お申込みと同じ 

(    )     － 

お支払方法 
□振込 （ □ 締め時請求  □ 個別請求 ） 
□代引き ※代引きの場合は、別途送料と代引き手数料が必要となります。 

Ｅメールアドレス         ＠ 

備考  

（※1）会員区分が異なっている場合、価格確認のためにお電話を差し上げることがございます。 
（※2）受取希望日がございましたら、お申込み日から３営業日以降でご指定ください。なお、7 月 18 日(火) 

より発送を開始いたします。 



ＦＡＸ番号一覧 

 
お客様のご住所に合わせて、該当の FAX 番号までご送信ください。  

都道府県名 FAX 番号 お問い合わせ 
電話番号 

拠点名 

東京のお客様 (03) 3844 - 7980 (03) 3844 - 7121 東日本支店 
神奈川のお客様 (03) 5828 - 2158 (03) 5246 - 7384 東日本支店 
千葉のお客様 (03) 5828 - 2157 (03) 5246 - 7383 東日本支店 
新潟のお客様 (025) 248 - 7107 (025) 248 - 7102 新潟営業所 
栃木・埼玉・群馬のお客様 (048) 601 - 0690 (048) 600 - 0665 北関東営業所 
茨城のお客様 (029) 852 - 7109 (029) 852 - 7120 茨城営業所 
北海道のお客様 (011) 207 - 7103 (011) 207 - 7101 札幌営業所 
青森・秋田・岩手のお客様 (019) 624 - 7351 (019) 604 - 7161 盛岡営業所 
宮城・山形・福島のお客様 (022) 264 - 2673 (022) 263 - 7121 仙台営業所 
愛知・三重・岐阜のお客様 (0568) 88 - 7136 (0568) 88 - 7120 中部支店 
静岡のお客様 (054) 284 - 7287 (054) 280 - 2887 静岡営業所 
石川・福井・富山のお客様 (076) 265 - 7154 (076) 265 - 7151 金沢営業所 
長野・山梨のお客様 (0263) 47 - 7331 (0263) 47 - 7301 松本営業所 
大阪・奈良・和歌山・京都・滋賀・

兵庫のお客様 (06) 6455 - 7136 (06) 6455 - 7121 西日本支店 

岡山・鳥取のお客様 (086) 244 - 7793 (086) 244 - 7791 岡山営業所 
愛媛・高知・徳島・香川のお客様 (087) 866 - 7737 (087) 866 - 7131 高松営業所 
広島・島根・山口(下関除く) の 
お客様 (082) 223 - 7615 (082) 223 - 7611 広島営業所 

福岡・長崎・佐賀・山口(下関)・
沖縄のお客様 (092) 481 - 0639 (092) 441 - 7121 九州支店 

熊本・大分のお客様 (092) 441 - 7216 (092) 441 - 7191 九州支店 
宮崎・鹿児島のお客様 (0985) 22 - 7290 (0985) 22 - 7271 宮崎営業所 

 


