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ご注文枚数について

※�紙でできている特性上、湿度による
伸び縮みが生じる場合がございます。�
（寸法許容範囲/±約5mm）

ご注文枚数は、50枚以上500枚まで、
10枚単位でご記入ください。
※�510枚以上のご注文をご希望の場合は、別途お見積りとなります。

ダンボールの紙厚に
よって価格は変わり
ます。

箱形状はA式
（みかん箱タイプ）になります。
表面色：無地クラフト

5mm厚

Aフルート
3mm厚

Bフルート
8mm厚

Wフルート

①幅
（25〜64cm以内）

②奥行
（20〜47cm以内）

③高さ
（9〜46cm以内）

三辺合計
（①＋②＋③）
140cm以内

（外寸法：cm単位）

1
STEP

ご希望の外寸法サイズをセンチメートル（cm）単位で三辺合計140cm以内に収まるようご記入ください。

2
STEP

ダンボールの紙厚をお選びください。

3
STEP

ご注文枚数をご記入いただき 1
STEP の三辺合計から1枚単価と配送料をご確認の上、ご購入金額をご記入ください。

Aフルート・Bフルート
▼

A・Bフルート1枚単価

Wフルート
▼

Wフルート1枚単価
1枚単価・配送料の金額表記は税抜となります。

1枚単価は 2
STEP

で選択したダンボール
の紙厚により異なります。

（例）

配送料について

外寸法サイズごとに配送料がかかります。〈三辺合計が同じでも外寸法が異なる場合は別商品となり、それぞれに配送料がかかります。〉

Aフルート幅50cm＋奥行30cm＋高さ20cm＝三辺合計100cm → 50枚×248円（税抜）＋配送料2,750円（税抜）＝15,150円（税抜）

Aフルート幅40cm＋奥行30cm＋高さ30cm＝三辺合計100cm → 50枚×248円（税抜）＋配送料2,750円（税抜）＝15,150円（税抜）

合計

30,300円（税抜）

既製品ダンボールは
たのめーるvol.49カタログ
本誌

をご覧ください。P.534〜

他にも！

■配送料（税抜）
三辺合計
（外寸：cm） 50枚 60〜

100枚
110〜
140枚

150〜
190枚

200〜
240枚

250〜
290枚

300〜
500枚

54〜60cm � ¥1,725 � ¥3,300 � ¥4,475 � ¥6,050 � ¥7,563 � ¥9,075 � ¥9,838
61〜80cm � ¥2,200 � ¥4,400 � ¥6,188 � ¥8,388 � ¥10,313 � ¥12,238 � ¥12,925
81〜100cm � ¥2,750 � ¥5,363 � ¥7,563 � ¥10,313 � ¥12,925 � ¥15,125 � ¥16,088
101〜120cm � ¥3,163 � ¥6,325 � ¥9,075 � ¥12,238 � ¥14,713 � ¥17,325 � ¥18,013
121〜140cm � ¥3,513 � ¥7,013 � ¥9,975 � ¥13,475 � ¥16,300 � ¥19,250 � ¥19,938

※配送料はWeb価格（2%お安く！）の対象外となります。

※沖縄、離島へお届けすることはできません。

インターネットたのめーるから
注文すれば、お得なWeb価格※

になります！　※配送料を除く。

Web注文なら2%お安く！

https://www.tanomail.com/

無地ダンボール箱作成
50枚以上500枚まで10枚単位、サイズ1cm単位で作成可能。

■A・Bフルート　FAX注文時提供価格表�1枚単価（税抜）

三辺合計
（外寸：cm） 50枚 60〜

100枚
110〜
140枚

150〜
190枚

200〜
240枚

250〜
290枚

300〜
390枚

400〜
490枚 500枚

54〜60cm ★¥114 ★¥106 ★¥100 ★¥95 ★¥88 ★¥86 ★¥78 ★¥74 ★¥69
61〜70cm ★¥176 ★¥157 ★¥135 ★¥123 ★¥105 ★¥96 ★¥92 ★¥89 ★¥87
71〜80cm ★¥191 ★¥166 ★¥144 ★¥128 ★¥107 ★¥105 ★¥96 ★¥95 ★¥91
81〜90cm ★¥199 ★¥193 ★¥169 ★¥151 ★¥126 ★¥119 ★¥113 ★¥106 ★¥100
91〜100cm ★¥248 ★¥217 ★¥211 ★¥191 ★¥144 ★¥125 ★¥118 ★¥114 ★¥110
101〜110cm ¥289 ¥269 ¥249 ¥229 ★¥198 ★¥186 ★¥183 ★¥179 ★¥172
111〜120cm ★¥348 ★¥324 ★¥316 ★¥280 ★¥215 ★¥199 ★¥197 ★¥190 ★¥186
121〜130cm ★¥372 ★¥353 ★¥334 ★¥318 ★¥252 ★¥216 ★¥208 ★¥204 ★¥202
131〜140cm ★¥412 ★¥386 ★¥356 ★¥338 ★¥302 ★¥273 ★¥244 ★¥229 ★¥217

2%お安く！ならWeb注文

■Wフルート　FAX注文時提供価格表�1枚単価（税抜）

三辺合計
（外寸：cm） 50枚 60〜

100枚
110〜
140枚

150〜
190枚

200〜
240枚

250〜
290枚

300〜
390枚

400〜
490枚 500枚

54〜60cm ★¥198 ★¥186 ★¥177 ★¥163 ★¥157 ★¥146 ★¥141 ★¥131 ★¥119
61〜70cm ★¥309 ★¥273 ★¥238 ★¥219 ★¥182 ★¥173 ★¥165 ★¥159 ★¥150
71〜80cm ★¥336 ★¥292 ★¥257 ★¥232 ★¥193 ★¥184 ★¥173 ★¥167 ★¥162
81〜90cm ★¥356 ★¥338 ★¥305 ★¥273 ★¥228 ★¥212 ★¥202 ★¥187 ★¥182
91〜100cm ★¥442 ★¥401 ★¥373 ★¥342 ★¥257 ★¥224 ★¥210 ★¥204 ★¥197
101〜110cm ¥520 ¥484 ¥448 ¥412 ★¥356 ★¥342 ★¥326 ★¥318 ★¥309
111〜120cm ★¥636 ★¥593 ★¥562 ★¥506 ★¥379 ★¥361 ★¥351 ★¥338 ★¥330
121〜130cm ★¥669 ★¥635 ★¥603 ★¥569 ★¥452 ★¥387 ★¥373 ★¥369 ★¥360
131〜140cm ★¥740 ★¥688 ★¥637 ★¥605 ★¥538 ★¥487 ★¥437 ★¥410 ★¥387

2%お安く！ならWeb注文

インターネットたのめーるでのご注文で、お安いWeb価格になります。

https://www.tanomail.com/ご提供！Web お得なからの
注文なら

価格
にてWeb注文

メーカーまたはメーカーより委託された業者がお届け
します。お届けまでに日数をいただく場合がございま
す。その他の商品とは別便でのお届けとなります。お
届け日は月～金曜日（祝日および年末年始休業期間を
除く）となり、お届け日の指定は承っておりません。また
「メーカー直送品」の返品はお受けしておりません。

無地ダンボール箱作成は
メーカー直送品です。

要修正　・　色見本有　・　校了 印三校

★★2023年5月1日からの提供価格です。

★★2023年5月1日からの提供価格です。

v49_web_01無地�ン�ール箱作成.indd   1v49_web_01無地�ン�ール箱作成.indd   1 2023/02/03   15:002023/02/03   15:00
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通し番号

88
午前中のご注文で、4営業日後にお届けします（東北地方および
一部の地域を除く）（土日祝日を除く）。
●黒のボールペンでご記入ください。

無地ダンボール箱作成 専用オーダーシート

※当社記入欄社員コード

個人情報の取り扱いについて 個人情報の取り扱い・利用目的につきましては、たのめーるカタログ本誌P.1279・P.1280に記載されています。 内容をご確認いただき、ご同意の上、FAXにてお送りください。

数字・アルファベット
カタカナ・ハイフン
（25文字以内）

お客様用発注管理番号
記入欄

不要な場合は
未記入で結構です）（

ご注文はこちら FAX     0120-881-047 たのめーるインフォメーション 3/3

ご　注　文　日 20　　　　年　　　　月　　　　日

ご注文内容 必要事項に□印をご記入ください。

 〒

ご注文
担当者名

名

　
称

貴　社　名（必須）

 フリガナ  フリガナ

 TEL.

お客様コード（必須） FAX番号
※ハイフンなしでご記入ください

ご登録電話番号
※ハイフンなしでご記入ください

ご　　住　　所

ご希望の外寸法サイズをセンチメートル（cm）単位で三辺合計140cm以内に収まるようご記入ください。STEP 1

ご注文枚数をご記入いただき STEP 1 の三辺合計から1枚単価と配送料（1ページ目下部に掲載）をご確認の上、ご購入金額をご記入ください。STEP 3

50枚以上500枚まで、10枚単位

0 枚 （税抜）
1枚単価 配送料 ご購入金額

× ＋ ＝¥ ¥ ¥

1枚単価は STEP 2 で選択した
フルートにより異なります。

1商品の外寸法サイズごとに
配送料がかかります。

※1　「隣接する道路幅：1車線4m未満」と「トラックの駐車スペースの有無・高さ制限：駐車スペースあり／高さ制限3.5m未満、駐車スペースなし」を選択された場合、お届けできない場合があります。
※2　駐車スペースから納品場所までが10m以上離れている場合、お届けできない場合があります。

Aフルート（5mm厚）

Bフルート（3mm厚）

Wフルート（8mm厚）

ダンボールの
紙厚をお選び
ください。

STEP 2

営業時間・定休日 （必須）
※配送日、配送時間の指定は
できません 。
参考までに営業時間・定休日を
お知らせください。

営業時間： HH：MMでご入力ください。〈例〉09：00

〈例〉「第1・第3水曜日がお休みです。」

その他：

〜

定休日： 月 金水火 月〜金定休日なし木

トラックの駐車スペースの
有無・高さ制限　　（必須）

駐車スペースあり／高さ制限4m以上※2

駐車スペースあり／高さ制限3.5m未満※1

駐車スペースあり／高さ制限3.5m以上※2

駐車スペースなし※1

隣接する道路幅　（必須）
普通自動車の車幅は約1.7〜2.0mが目安となります。 駐車により交通の障害および駐車違反に該当すると予想される場合、お届けできない場合があります。

１車線５m以上 １車線４m以上 １車線４m未満※1

25～64cm 20～47cm 9～46cm

①幅
外
寸
法

指定可能
サイズ

②奥行 ③高さ 三辺合計（140cm以内）

③高さ

②奥行
①幅

＋ ＋ ＝
cm cm cm cm

※1cm単位で
　ご記入ください。

お届け先が登録住所と異なる
場合のみご記入ください。

VOL.49

沖縄、離島へお届けすることはできません。

Web
FAX

法人様向け

ご注文後のキャンセル、お客様都合による返品はお受けできません。
●この商品はメーカー工場からお届けとなります。 ●配送日および配送時間の指定はできません。 ●土日祝日のお届けはできません。 
●ドライバー1人でのお届けとなりますので、お届けフロアは1階のみとさせていただきます。 
●お届けする地域により駐車スペースがない場合、お届けできない場合があります。 ●発送形態は折りたたんだ状態です。 
●外装は製品を守るものです。外装傷などの苦情はお断りいたします。 ●お届け当日の再配送はできません。後日再配送する場合、別途配送料がかかります。

ご注文時の注意事項

ご注文 月（午前） 火（午前） 水（午前） 木（午前） 金（午前） 土日
お届け 金曜 翌週

月曜
翌週
火曜

翌週
水曜

翌週
木曜

翌週
金曜

お届け日
（曜日）
目安

インターネットたのめーるでのご注文で、お安いWeb価格になります。

https://www.tanomail.com/ご提供！Web お得なからの
注文なら

価格
にてWeb注文

黒のボールペンまたはサインペンでご記入ください。

専用オーダーシートが2枚以上にわた
る場合は通し番号をご記入ください。

ご住所とTEL.はお届け先がご登録住
所と異なる場合のみご記入ください。

ご登録時にご案内いたしましたお客様
コードとご登録電話番号・ご注文日は
必ずご記入ください。

ご登録時の貴社名・ご担当者名・FAX
番号をご記入ください。

外寸法サイズをセンチメートル（cm）
単位でご記入ください。
外寸法サイズは三辺合計140cm以内
となります。
指定可能サイズは下記になります。
幅：25〜64cm
奥行：20〜47cm
高さ：9〜46cm

隣接する道路幅・駐車スペースの有無
等をご記入ください。
ドライバー1人でのお届けとなります
ので、お届けフロアは1階のみとさせて
いただきます。
お届けする地域により駐車スペースが
ない場合、お届けできない場合があり
ます。

ご注文枚数をご記入いただき 1STEP

の三辺合計から 2STEP で選択したフ
ルートで1枚単価と配送料をご確認の
上ご購入金額をご記入ください。
ご注文枚数は50枚以上500枚まで
10枚単位となります。

2/3

午前中のご注文で、4営業日後にお届け！
（東北地方および一部の地域を除く）（土日祝日を除く）
※沖縄、離島へお届けすることはできません。

Web FAX
ご注文 月（午前） 火（午前） 水（午前） 木（午前） 金（午前） 土日
お届け 金曜 翌週

月曜
翌週
火曜

翌週
水曜

翌週
木曜

翌週
金曜

お届け日
（曜日）
目安

お届けについて

「無地ダンボール箱作成」 記入例とご注文時の注意事項

ご注文後のキャンセル、お客様都合による返品はお受けできません。
ご注文時の注意事項

ご不在の場合 特性上、かさばる商品です。メーカー指定の一般路線便でお届けしております。
お届け当日の再配送はできません。後日再配送する場合、別途配送料がかかります。

（例） （月）午前中のご注文 （金）にお届け中3営業日
※この商品はメーカー工場からお届けとなります。 
※ ドライバー1人でのお届けとなりますので、お届けフロアは1階のみとさせていただきます。
※ 配送時間は午前9時〜午後4時となります。配送日および配送時間の指定はできません。
※お届けする地域により駐車スペースがない場合、お届けできない場合があります。
※発送形態は折りたたんだ状態です。
※外装は製品を守るものです。外装傷などの苦情はお断りいたします。
※ 冬季期間のお届けについて：北海道の一部地域においては、天候・交通事情等の運送上の理由によりお届け日が１〜２営業日プラスされます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3 1 2 3 4 5 6 7 80 3 1 2 3 4 5 6 7 8

123-4567123-4567

0 3 9 8 7 6 5 4 3 20 3 9 8 7 6 5 4 3 2
2323 1212 11

3 53 5 4444 0000 115115

1 51 5 255255 1212,,238238 5500,,488488

ソ ウムブ  オオツ カ タ ロ ウソ ウムブ  オオツ カ タ ロ ウ

総務部 大塚太郎総務部 大塚太郎

9900 0000：： 2200 0000：：

サワヤ カ シ ョ ウ カ イ カ ブ シ キ ガ イ シ ャサワヤ カ シ ョ ウ カ イ カ ブ シ キ ガ イ シ ャ

さわやか商会株式会社さわやか商会株式会社

東京都千代田区三崎町　　　スカイビル F東京都千代田区三崎町　　　スカイビル F1-2-31-2-3 11 03-1234-987603-1234-9876

要修正　・　色見本有　・　校了 印三校v49_web_01無地�ン�ール箱作成.indd   2v49_web_01無地�ン�ール箱作成.indd   2 2023/02/03   15:002023/02/03   15:00



たのめーる49

通し番号

88
午前中のご注文で、4営業日後にお届けします（東北地方および
一部の地域を除く）（土日祝日を除く）。
●黒のボールペンでご記入ください。

無地ダンボール箱作成専用オーダーシート

※当社記入欄社員コード

個人情報の取り扱いについて 個人情報の取り扱い・利用目的につきましては、たのめーるカタログ本誌P.1279・P.1280に記載されています。�内容をご確認いただき、ご同意の上、FAXにてお送りください。

数字・アルファベット
カタカナ・ハイフン
（25文字以内）

お客様用発注管理番号
記入欄

不要な場合は
未記入で結構です）（

ご注文はこちら FAX     0120-881-047 たのめーるインフォメーション 3/3

ご　注　文　日 20　　　　年　　　　月　　　　日

ご注文内容 必要事項に□印をご記入ください。

�〒

ご注文
担当者名

名

　称
貴　社　名（必須）

 フリガナ  フリガナ

 TEL.

お客様コード（必須） FAX番号
※ハイフンなしでご記入ください

ご登録電話番号
※ハイフンなしでご記入ください

ご　　住　　所

ご希望の外寸法サイズをセンチメートル（cm）単位で三辺合計140cm以内に収まるようご記入ください。STEP 1

ご注文枚数をご記入いただき STEP 1 の三辺合計から1枚単価と配送料（1ページ目下部に掲載）をご確認の上、ご購入金額をご記入ください。STEP 3

50枚以上500枚まで、10枚単位

0 枚 （税抜）
1枚単価 配送料 ご購入金額

× ＋ ＝¥ ¥ ¥

1枚単価は STEP 2 で選択した
フルートにより異なります。

1商品の外寸法サイズごとに
配送料がかかります。

※1　「隣接する道路幅：1車線4m未満」と「トラックの駐車スペースの有無・高さ制限：駐車スペースあり／高さ制限3.5m未満、駐車スペースなし」を選択された場合、お届けできない場合があります。
※2　駐車スペースから納品場所までが10m以上離れている場合、お届けできない場合があります。

Aフルート（5mm厚）

Bフルート（3mm厚）

Wフルート（8mm厚）

ダンボールの
紙厚をお選び
ください。

STEP 2

営業時間・定休日 （必須）
※配送日、配送時間の指定は
できません�。
参考までに営業時間・定休日を
お知らせください。

営業時間： HH：MMでご入力ください。〈例〉09：00

〈例〉「第1・第3水曜日がお休みです。」

その他：

〜

定休日： 月 金水火 月〜金定休日なし木

トラックの駐車スペースの
有無・高さ制限　　（必須）

駐車スペースあり／高さ制限4m以上※2

駐車スペースあり／高さ制限3.5m未満※1

駐車スペースあり／高さ制限3.5m以上※2

駐車スペースなし※1

隣接する道路幅　（必須）
普通自動車の車幅は約1.7〜2.0mが目安となります。�駐車により交通の障害および駐車違反に該当すると予想される場合、お届けできない場合があります。

１車線５m以上 １車線４m以上 １車線４m未満※1

25～64cm 20～47cm 9～46cm

①幅
外
寸
法

指定可能
サイズ

②奥行 ③高さ 三辺合計（140cm以内）

③高さ

②奥行
①幅

＋ ＋ ＝
cm cm cm cm

※1cm単位で
　ご記入ください。

お届け先が登録住所と異なる
場合のみご記入ください。

VOL.49

沖縄、離島へお届けすることはできません。

Web
FAX

法人様向け

ご注文後のキャンセル、お客様都合による返品はお受けできません。
●この商品はメーカー工場からお届けとなります。 ●配送日および配送時間の指定はできません。 ●土日祝日のお届けはできません。 
●ドライバー1人でのお届けとなりますので、お届けフロアは1階のみとさせていただきます。 
●お届けする地域により駐車スペースがない場合、お届けできない場合があります。 ●発送形態は折りたたんだ状態です。 
●外装は製品を守るものです。外装傷などの苦情はお断りいたします。 ●お届け当日の再配送はできません。後日再配送する場合、別途配送料がかかります。

ご注文時の注意事項

ご注文 月（午前） 火（午前） 水（午前） 木（午前） 金（午前） 土日
お届け 金曜 翌週

月曜
翌週
火曜

翌週
水曜

翌週
木曜

翌週
金曜

お届け日
（曜日）
目安

インターネットたのめーるでのご注文で、お安いWeb価格になります。

https://www.tanomail.com/ご提供！Web お得なからの
注文なら

価格
にてWeb注文
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