
保育園コットカバー 

「ＦＡＸ用 注文/見積もり依頼書」のご説明 
 

ご注文方法によって、ご使用いただく用紙が異なります。ご必要なペー

ジを印刷してお使いください。 

ＦＡＸやプリンターが無い場合には、この PDF を USB メモリなどに

保存いただき、文章プリント（データプリント）が可能なコンビニエンス

ストアのマルチコピー機などをご利用ください。当店のＦＡＸは、コンビ

ニからのＦＡＸ（番号非通知）も受信可能です。 

 

●ご注文/お問い合わせ方法 1「サイズオーダー」 

 コットのサイズやゴムの幅・長さなどを全てご指定いただく方法

です。2 ページ目を印刷してお使いください。 

 

●ご注文/お問い合わせ方法 2 

「国内主要流通コットの当店既定サイズでのお仕立て」 

 保育園からの具体的な指示が無く、コットの製品名のみが提示さ

れている場合に、当店既定サイズにてお仕立てさせていただく方法

です。3 ページ目を印刷してお使いください。 

 

●ご注文/お問い合わせ方法 3「資料・図面通りのお仕立て」 

 送信いただいた保育園からの資料や図面通りにお仕立てさせてい

ただく方法です。4 ページ目を印刷してお使いください。 

 

●ご注文の確定とお支払い方法のご説明 

 5 ページ目にございます。 

◆ 注文/見積依頼書に書ききれない場合には、別紙に内容をご記入して送信し

てください。 

◆ ネット決済-クレジットカード払いでは、決済用ページのＵＲＬを送信する

ためのメールアドレスが必要です。 



保育園用コットカバー 注文書 / 見積依頼書

ＦＡＸ番号０２９４－５１－５３７２
（コンビニ FAX 受信できます。）
一両日中にご返信差し上げます。

定休日は木曜日です。

〒316-0003（持ち込み生地送付先）
茨城県日立市多賀町 1-7-27
寝具技能士の店 菅波ふとん店
http://suganamifuton.jp　

「すがなみふとん」で検索
TEL︓0120-0550-91

◆お支払い方法（合計金額の計算に必要ですので、お見積り依頼の場合もお選びください。）
□ネット決済 - クレジットカード払い　□後払い - コンビニ・銀行払い
□先払い - 銀行お振込み　　　　　　　□着払い - 代引き発送

□午前中　□12-14 時　□14-16 時　□16-18 時　□18 時以降
◆配達時間のご指定

◆生地見本のご希望
　（生地番号を 10 枚までご記入ください） →

送信枚数︓　　枚（この用紙を含む）

（□ 生地持ち込みを希望 )　生地の横幅　　　cm　生地の種類・素材　   　　　　　　
  ※必要生地長さなどをお知らせいたしますので、お持ち込み生地の情報はなるべくご記入をお願いします。

ご注文 / お問い合わせ方法 3（資料・図面通りのお仕立て）
　送信いただいた保育園からの資料や図面通りにお仕立ていたします。資料や図面の中のお仕
立てご希望品が分かるように印をつけていただくか、以下の空白にご希望の内容をご記入くだ
さい。また、春のご入園時期には多数のＦＡＸをいただきますので、お手数ですが、送信いた
だく資料が判別しやすいよう、お客様のお名前もご記入いただけますと助かります。

ご記入例
●資料の中のコットカバーは NA-3 で、
　巾着袋は NA-4 を使用する。
●資料で〇印をつけた品物の見積もり
　を希望。生地は NB-1 か Y-1 で。
●名前布の大きさには指定が無いので
　一般的な大きさで取り付けてほしい。

●生地（生地番号）と仕上がり●四隅ゴム部分の仕上がり
　　□ 内側への折り返し（ゴム交換可能）
　　□ 切り落とし

（□ 生地持ち込みを希望 )　生地の横幅　　　cm　生地の種類・素材　   　　　　　　
  ※必要生地長さなどをお知らせいたしますので、お持ち込み生地の情報はなるべくご記入をお願いします。

□ １枚仕立て　□ ２枚合わせ
（例）NA-８

ご注文 / お問い合わせ方法 2
（国内主要流通コットの当店既定サイズでのお仕立て）

●お名前布の取り付け
□ 無し
□ 有り（おまかせ）
□ 有り（指定）

「おまかせ」は中央上部に
10cm×20cm での取り付
けです。

「指定」の場合には左図に
位置と大きさをご記入く
ださい。

空白部分へのご記入（チェック）をお願いいたします。

●コットの種類とサイズをお選びください
　※（）の長さはコット本体サイズです
◆エンジェル社製コット
　製品名 - スペースライン
　□乳児用（107cm） □幼児用（138cm）

◆ECR4KIDS 社製コット
　□乳児用（101cm） □幼児用（131cm）

　製品名 - プレミアム
　□乳児用（102cm） □幼児用（132cm）

　製品名 - バリューライン
　□乳児用（100cm） □幼児用（129cm）

ご注文 / お問い合わせ方法 1（サイズオーダー）
　空白部分へのご記入（チェック）をお願いいたします。

長さ　 　cm

横幅　　 cm

●生地（生地番号）と仕上がり●四隅ゴム部分の仕上がり
　　□ 内側への折り返し（ゴム交換可能）
　　□ 切り落とし

Ａ＝ 　 cm
Ｂ＝　  cm

ゴムの横幅
□　２cm
□ 2.5cm
□　３cm
ゴムの長さ

cm

（□ 生地持ち込みを希望 )　生地の横幅　　　cm　生地の種類・素材　   　　　　　　
  ※必要生地長さなどをお知らせいたしますので、お持ち込み生地の情報はなるべくご記入をお願いします。

●お名前布の取り付け
□ 無し
□ 有り（おまかせ）
□ 有り（指定）

「おまかせ」は中央上部に
10cm×20cm での取り付
けです。

「指定」の場合には左図に
位置と大きさをご記入く
ださい。

□ １枚仕立て　□ ２枚合わせ
（例）NA-８
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ご注文の確定とお支払い方法につきまして 

●「ネット決済-クレジットカード払い」でお支払いいただく場合 
お見積り合計金額をご確認いただきまして、ご注文のご連絡をメール・お電話・FAX等にてい

ただきましたら、ネット決済専用のページＵＲＬを送信させていただきます。ネット決済ではメ
ールアドレスをご連絡いただく必要がありますのでご注意ください。 
 ネット決済専用ページから、クレジットカードでご決済いただきましたら、正式に『ご注文の
確定』とさせていただいております。 
※ご利用可能なカード【VISA・Master Card・Diners Club・JCB・AMERICAN EXPRESS】 

●「後払い決済-コンビニ・銀行払い」でお支払いいただく場合 
お見積り合計金額をご確認いただきまして、ご注文のご連絡をメール・お電話・FAX等にてい

ただきましたら、正式に『ご注文の確定』とさせていただいております。お支払いにつきまして
は、商品の到着後に佐川フィナンシャル（株）より、払い込み用紙が郵送されますので、払い込
み用紙の到着後、14日以内にコンビニ・銀行などにてお支払いいただけますようお願い申し上げ
ます。後払い決済では、後払い決済手数料（216円）が別途必要です。 

●「着払い-代引き発送」でお支払いいただく場合 
お見積り合計金額をご確認いただきまして、代引き発送ご了解のご連絡を、メール・お電話・

FAX等にていただきましたら、正式に『ご注文の確定』とさせていただいております。商品到着
時に合計金額をお支払いください。お支払いには現金・クレジットカード・デビットカードがお
使いいただけます。代引き発送では代引き手数料（420円）が別途必要です。 

●「先払い-銀行お振込み」でお支払いいただく場合 
お見積り合計金額の、当店取り扱い口座へのご入金を確認させていただきましたら、ご注文の

確定とさせていただいております。振り込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 

三井住友銀行 [銀行番号 0009] 
 水戸支店 [支店番号 560] 
 普通口座： 0131206 
 名義：スガナミフトンテン スガナミヤスシ 

ゆうちょ銀行 [銀行番号 9900] 
※ゆうちょ銀行同士でお振込みいただく場合 
 口座番号：10600-25861951 
 名義：スガナミ ヤスシ 

 
※ゆうちょ銀行の〇六八支店（ゼロロクハチ支店）の支
店名を、ネットバンキングや ATMで表示する場合には
頭文字で「セ」または「ゼ」でお調べください。 

ゆうちょ銀行 [銀行番号 9900] 
※他行からゆうちょ銀行へお振込みいただく場合 
〇六八支店（ゼロロクハチ店）  

  口座番号：2586195 
  名義：スガナミ ヤスシ 

  菅波ふとん店 http://www.suganamifuton.jp/      
〒316-0003茨城県日立市多賀町 1-7-27          
 （TEL)0294-33-0550  (FAX)0294-51-5372       

(E-mail) suganami@suganamifuton.onmicrosoft.com 
営業時間 ：10：00～19：00  定休日  ：木曜日   

代表 菅波康志（すがなみやすし）  
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