
カッティングステッカー
　　作成カタログ



カッティングステッカー

(切り文字シール)をお安く作成します

カラーフィルム粘着シート(塩化ビニール製)をコンピューターカット(切り文字)
します。単色で文字、イラストなど。その部分だけシールになります。
２色以上を重ねてカラフルな物も出来ます。ウィンドウディスプレー、看板、
自動車のマーク、文字などに。
アプリケーションシートが付いていますので、裏紙を剥がすだけで簡単に貼り
付ける事が出来ます。
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シートの種類　　　　　　　　　　　　　　　　 4

★ 激安シート　８色
このシートは室内、ウィンド、屋外短～中期（１～２年）向きです。
色によっては紫外線に弱い色があります。
ホワイト、ブラック、レッド、イエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ダークグリーン、
ダークブルー（全て半艶消しです）
上記のカラーは全て在庫があります。作成する数、大きさにもよりますが、翌日発送致します。

★ 屋外中期タイプ（中耐候シート）VC-560シリーズ　４７色
このシートは屋外でも３年の耐久性を持っています。　

★ 屋外長期タイプ（高耐候シート）VC-900シリーズ　１２８色
このシートは屋外でも５年の耐久性です。シートが厚く多少伸びますので曲面にも貼れます。　　　　この
タイプは粘着力が強力です。

このVC-900シリーズは粘着部分の色が透明糊、白糊、グレー糊の３種類があります。

◆ 透明糊・・・裏表同色なので、ガラスの内側から貼る（粘着面を見せる）場合はこちらを利用します。ただ
し、淡色系の場合は下地の色が出やすいので、貼る場所を考慮する必要があります。同じ理由で重ね貼りには
適しません。

◆ 白糊・・・下地の色が出にくいので重ね貼りに適しています。透明糊の逆で、裏表異色ですので、ガラスの
内側から貼る際は見た目は白になります。

◆ グレー糊・・・実際にはグレーではなく白の半透明といった方が良いかと思います。（例えば、赤の
シートにこのグレー糊の場合は粘着面がピンク色のようにシートの色が若干透けています）但し、全ての色で
それぞれの糊があるわけではありません。

★ その他のシート
蛍光色、電飾用透明色、電飾用半透明色、反射シート、鏡面（ミラー）シート等があります。

在庫はお問い合わせ下さい。

※ 耐久性のデータはシートメーカーのデータです。この期間を過ぎても色が徐々に醒めてくるだけで剥がれる
ことはほとんどありません。気温、天候によっては表面にひび割れ等が発生する場合もあります。紫外線の当
たる量によってかなりの差が出ます。特にイエロー、グリーン系は比較的褪めやすいです。
黒、白などのモノトーン系は全てのシートに於いて耐久性以上に色に関しては紫外線に強いです。



VC-560シリーズ カラーサンプル   5
中耐候シート（屋外用、耐久年数３年）
【このシートは艶ありです】
※ モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

VC561 VC5613 VC5612 VC560 VC560G
※ VC560とVC560Gは白です。VC560Gは粘着面がグレーです。

VC5651 VC5653 VC5659 VC5658 VC5654 VC5657

VC565 VC5652 VC5655 VC5621 VC5622 VC562

VC56312 VC563 VC5636 VC5634 VC5632 VC5633

VC56313 VC5635 VC56311 VC5639 VC5638 VC5637

VC568 VC5631 VC5697 VC5696 VC56911 VC5692

VC564 VC56915 VC5691 VC56914 VC56913 VC5699

VC569 VC5693 VC56912 VC5698 VC5694 VC5695



VC-900シリーズ カラーサンプル 6

★ 高耐候シート（屋外用、耐久年数5～7年）
【このシートは艶有りと艶消しがあります◆印が付いた品番は艶消しです】

※ 各シートの粘着部分の色は品番の下に記載されています。但しクリアー糊は未記入です。

※ モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

VC900 VC901 VC9523 VC9037 VC90342 VC90311
グレー糊

VC900C VC9515 VC942◆ VC90317 VC943◆ VC90351
ホワイト糊

VC9501◆ VC9511◆ VC90212 VC9039 VC90331 VC9032
ホワイト糊 ホワイト糊

VC9018 VC90115 VC9522 VC9033 VC90319 VC90332
ホワイト糊

VC9401◆ VC90118 VC902 VC90329 VC9538 VC9038
グレー糊 グレー糊

VC9412◆ VC941◆ VC9025 VC90328 VC90343 VC90336
グレー糊 グレー糊

VC90154 VC90113 VC9082 VC90325 VC90316 VC9035
グレー糊

VC9015 VC9411◆ VC908 VC90337 VC90324 VC90341
グレー糊 ホワイト糊 ホワイト糊

VC90117 VC9019 VC9083 VC9084 VC9537 VC9431◆

VC90344 VC90927 VC90923 VC9093 VC904 VC9053
ホワイト糊
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VC90333 VC90911 VC90928 VC90926 VC90932 VC9051
グレー糊 グレー糊

VC90339 VC949◆ VC90901 VC9593 VC90523 VC90521
ホワイト糊 グレー糊

VC9432◆ VC90912 VC90913 VC9091 VC90511 VC90512
ホワイト糊 グレー糊

VC90346 VC90929 VC90924 VC9493◆ VC9054 VC90536
グレー糊 グレー糊 グレー糊 ホワイト糊 ホワイト糊 ホワイト糊

VC9034 VC90922 VC90949 VC90953 VC90518 VC9052
グレー糊 グレー糊 ホワイト糊 グレー糊 グレー糊

VC90357 VC90948 VC90914 VC90903 VC90514 VC9551
グレー糊 グレー糊 グレー糊 グレー糊

VC90318 VC9096 VC909 VC9095 VC90522 VC905
グレー糊

VC90967 VC90991 VC90925 VC9592 VC9059 VC90519
グレー糊 グレー糊 グレー糊

VC90361 VC90921 VC9094 VC9097 VC945◆ VC90538
グレー糊 ホワイト糊 グレー糊 ホワイト糊

VC90315 VC953 VC90907 VC90902 VC90939 VC90936
グレー糊

VC90534 VC9058 VC90528 透明　　　VC9700
ホワイト糊 グレー糊



VC-900シリーズ メタリックシート (ラメ調のつぶつぶが入っています)　  　     8

        VC956 VC957　　　　　 VC9571 VC95752　　　 　 VC95751

その他のシート カラーサンプル
※ モニターの種類、モニターの色温度設定で実際の色とかなり違う場合があります。

反射シート　ユニチカスパークライト　８色
屈折率の極めて高い微小ガラスビーズが均一に埋め込まれている柔軟な反射シートです。

５年耐久性
※ 実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。

ホワイト301 イエロー305 レッド303 ダークレッドﾞ313

ブラック308 ライトブルー317 ブルー307 グリーン306

鏡面ミラーシート　スターメタル　７色
鏡面仕上げによるメタリック効果のあるシリーズです。ベースに塩化ビニールフィルムを使用して

居ますので柔軟性があり、曲面も綺麗に貼れます。　５年耐久性
※ 実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。

シルバー606 ゴールド607 アオキン610 レッド603

ピンク6034 グリーン605 ブルー609

蛍光色シート　ルミラスター　７色
ルミラスターは発色の良さと高い耐久性を持ち、美しい印刷仕上がりで優れた表現力を発揮する

蛍光粘着フィルムです。

※ 実際の色はモニターで表現出来ないため、おおまかな色で表現しました。ご了承下さい。

レモン105 イエロー106 オレンジ104 ﾚｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ101

レッド103 ピンク107 グリーン102



書体のデザイン（加工） 9

1.標準（加工なし） 2.水平圧縮

3.垂直圧縮 4.文字詰め

5.反転 6.逆抜き

7.遠近 8.ゆがみ

9.組み合わせ（遠近、ゆがみ）

上記デザインでゆがみ以外は通常料金だけでOK。ゆがみ加工は特殊文字作成料がかかります。別途見積も
ります。この場合は、一度作成しますと次回からは作成料はかかりません。大きさを変えても加工料はか
かりません。



価格表 　　仕上がり寸法で価格を設定しています 2000.8.1価格改定 10

1 5枚以上：10％引き、10枚以上：20％引き、20枚以上：30％引き、50枚以上：40％引き、100枚以上：50％引き

2 上記の価格は激安シート、VCシリーズシートの場合です。その他シートは別途見積もります。 

3 上記のサイズ内であれば文字数は25文字迄、１文字の大きさが最低20ﾐﾘ必要です。小さい書体、文字によってお断りする場合があります。

文字数割増：字数割増=40字迄20％、60字迄40％、80字迄50％、100字迄60％、120字迄70％、140字迄80％、160字迄90％、

180字迄100％、200字迄110％、220字迄120％・・・・

指定書体の加工も行います。文字の大きさが20ﾐﾘ以下は難易度によって割増料が加算されます(別途見積)。

4 大型サイズ、指定外書体、特殊文字、ロゴマーク、イラスト等デザイン作成料は別途見積もります。

5 文字だけを抜く逆抜きや、ガラス等の中から貼る鏡面文字も同価格で行います。

6 数色を重ねてカラフルなステッカーも出来ます。（別途見積）

7 イラストレーターのファイル(バージョン9.0以下）を注文時にメールに添付されて頂くと通常はデザイン料は頂きません。

多少カット用にデザインを変更する場合でも格安になります。 

8 見積もり時に添付されるデータは基本的にはイラストレーターのファイル(バージョン9.0以下）と各種画像データ等に限らせていただきます。

※ イラストレーターの推奨するバージョンは８.０です。お客様が作成したイラストレーターのバージョンが８.０ではない場合は一部フォントの

文字の曲線部分がモニター上では問題ありませんが直線的にカクカクとしたカットになるバグが発生する場合が過去にございました。ファイル添付

する場合はバージョンとWINかMACもお知らせ下さい。印刷業界でもこのようなバグはかなりありますので必ずバージョンをお知らせ下さい。

★ 激安シート
100ﾐﾘ 200ﾐﾘ 300ﾐﾘ 400ﾐﾘ 500ﾐﾘ 600ﾐﾘ 700ﾐﾘ 800ﾐﾘ 1000ﾐﾘ 1200ﾐﾘ

50ﾐﾘ ¥250 ¥350 ¥450 ¥600 ¥750

100ﾐﾘ ¥350 ¥450 ¥600 ¥750 ¥950 ¥1,200 ¥1,450 ¥1,750 ¥2,300 ¥2,600

200ﾐﾘ ¥600 ¥750 ¥950 ¥1,200 ¥1,450 ¥1,750 ¥2,300 ¥2,600 ¥3,000

300ﾐﾘ ¥950 ¥1,200 ¥1,450 ¥1,750 ¥2,300 ¥2,600 ¥3,000 ¥3,500
400ﾐﾘ ¥1,450 ¥1,750 ¥2,300 ¥2,600 ¥3,000 ¥3,500 ¥4,000

★ 中耐候シートVC560シリーズ（屋外用、耐久年数3年）
100ﾐﾘ 200ﾐﾘ 300ﾐﾘ 400ﾐﾘ 500ﾐﾘ 600ﾐﾘ 700ﾐﾘ 800ﾐﾘ 1000ﾐﾘ 1200ﾐﾘ

50ﾐﾘ ¥400 ¥550 ¥750 ¥1,000 ¥1,400 ¥1,800

100ﾐﾘ ¥550 ¥750 ¥1,000 ¥1,400 ¥1,800 ¥2,200 ¥2,600 ¥3,100 ¥4,000 ¥5,000

200ﾐﾘ ¥1,000 ¥1,400 ¥1,800 ¥2,200 ¥2,600 ¥3,100 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

300ﾐﾘ ¥1,800 ¥2,200 ¥2,600 ¥3,100 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000
400ﾐﾘ ¥2,600 ¥3,100 ¥4,000 ¥5,000 ¥6,000 ¥7,000 ¥8,000

★ 高耐候シートVC900シリーズ（屋外用、耐久年数5～7年）
★ メタリックシートVC900シリーズ（屋外用、耐久年数5～7年）
★ 電飾用シート屋外用、耐久年数5年）

100ﾐﾘ 200ﾐﾘ 300ﾐﾘ 400ﾐﾘ 500ﾐﾘ 600ﾐﾘ 700ﾐﾘ 800ﾐﾘ 1000ﾐﾘ 1200ﾐﾘ

50ﾐﾘ ¥550 ¥750 ¥1,050 ¥1,400 ¥2,000 ¥2,400

100ﾐﾘ ¥750 ¥1,050 ¥1,400 ¥2,000 ¥2,400 ¥3,000 ¥3,700 ¥4,400 ¥5,600 ¥7,000

200ﾐﾘ ¥1,400 ¥2,000 ¥2,400 ¥3,000 ¥3,700 ¥4,400 ¥5,600 ¥7,000 ¥8,500

300ﾐﾘ ¥2,400 ¥3,000 ¥3,700 ¥4,400 ¥5,600 ¥7,000 ¥8,500 ¥10,000

400ﾐﾘ ¥3,700 ¥4,400 ¥5,600 ¥7,000 ¥8,500 ¥10,000 ¥12,000

★ 反射シート スパークライト（屋外用、耐久年数5年）
★ 蛍光シート ルミスター

100ﾐﾘ 200ﾐﾘ 300ﾐﾘ 400ﾐﾘ 500ﾐﾘ 600ﾐﾘ 700ﾐﾘ 800ﾐﾘ 1000ﾐﾘ 1200ﾐﾘ

50ﾐﾘ ¥800 ¥1,050 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,800 ¥3,600

100ﾐﾘ ¥1,050 ¥1,500 ¥2,000 ¥2,800 ¥3,600 ¥4,400 ¥5,200 ¥6,100 ¥8,000 ¥10,000

200ﾐﾘ ¥2,000 ¥2,800 ¥3,600 ¥4,400 ¥5,200 ¥6,100 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000

300ﾐﾘ ¥3,600 ¥4,400 ¥5,200 ¥6,100 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000

400ﾐﾘ ¥5,200 ¥6,100 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000 ¥16,000

★ ミーラーシート スターメタル（屋外用、耐久年数5年）
100ﾐﾘ 200ﾐﾘ 300ﾐﾘ 400ﾐﾘ 500ﾐﾘ 600ﾐﾘ 700ﾐﾘ 800ﾐﾘ 1000ﾐﾘ 1200ﾐﾘ

50ﾐﾘ ¥1,000 ¥1,400 ¥1,900 ¥2,500 ¥3,500 ¥4,500 ¥5,500

100ﾐﾘ ¥1,400 ¥1,900 ¥2,500 ¥3,500 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,750 ¥10,000 ¥12,000

200ﾐﾘ ¥2,500 ¥3,500 ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,750 ¥10,000 ¥12,000 ¥15,000

300ﾐﾘ ¥4,500 ¥5,500 ¥6,500 ¥7,750 ¥10,000 ¥12,000 ¥15,000 ¥17,500

400ﾐﾘ ¥6,500 ¥7,750 ¥10,000 ¥12,000 ¥15,000 ¥17,500 ¥20,000



ステッカーの貼り方 11

１.

２.

３.

４.

５.

さらに大きなシートを綺麗に貼りたい場合は水貼りをおすすめします。

出来上がりです。もし気泡が入ってしまった場合
は針などで気泡を抜いて下さい。

貼る面のほこり、汚れ、油、ワックス、自動車ガラスの撥水コーティング等をよく落とします。（これ
は結構大事な事です。特に自動車などに貼る場合はこれを怠るとコイン洗車などで剥がれることもあり
ます。表面のざらざらしたものには貼ることはなるべくお避け下さい）

カッティングステッカーは下に台紙、中央に本体
のステッカーがあり、上に和紙のアプリケーショ
ンシートが貼ってあります。ので、ゆっくりと剥
がします。

まず、貼る場所にあわせて位置を決めたら、貼る
面に鉛筆などで台紙の角などのしるしをつけま
す。アプリケーションシートにステッカーを付け
たままそっと剥がします。このときに台紙側にス
テッカーが残ってしまうことがありますので、
ゆっくりと剥がします。

先ほどしるしを付けた所にあわせ、貼りつけま
す。上からよく擦ります。（特に大きめのステッ
カーは、なるべく間に空気の気泡が入るのを避け
るため、いっぺんに貼らずに、片側をしるしにあ
わせて少し貼り、反対の片側は浮かせておきま
す。そして少しずつ擦りながら貼っていきま
す。）

アプリケーションシートを剥がします。なるべく
青矢印の貼る面に沿った方向に引っ張り、剥がし
て下さい。



水貼りの方法 12

まず用意するもの
霧吹き、タオル、中性洗剤（食器洗い用で良い）、へら（できれば硬質ゴム製のものがよい。プラ

スチック製でも代用できるが表面にキズが入りやすいのでなるべく避ける）

貼り方
1 霧吹きに水に中性洗剤を２～３％混ぜたものを用意する。

2 貼る面をきれいにする（布で拭くと布の繊維などが貼る面に残るので、霧吹きで水を掛けて　へら

でこすって綺麗にする）

3 貼る面に霧吹きでたっぷりと水を吹きかける。

4 ステッカーの台紙をゆっくりと剥がし（このときたまにアプリケーションシートに着かずに　台紙

に残ってしまう事があるのでゆっくりと）、粘着面にも霧吹きで水をたっぷりを吹きかける。

5 そして貼る。水が付いて浮いた状態なので簡単に位置が合わせられる。

6 細かいゴミやほこり、髪の毛等が間に入ると貼った後に表面がでこぼこになるので、この段階でそ

こだけ剥がして、霧吹きで水を掛けてゴミ等を流しておく。

7 アプリケーションシートの上からへらで間の水をこすって押し流し密着させます。

8 アプリケーションシートをゆっくり剥がす。貼り方ページ（前ページ）の６番の方法で。

9 アプリケーションシートを剥がすときにステッカーまで一緒に剥がれる場合は間の水が抜け　切れ

ていない場合が多く、それでも剥がれる場合はしばらくアプリケーションシートを貼ったまま放置

しておく。（２時間～半日ぐらい）強制的にドライヤーなどで乾かす方法もある。　

以上で出来上がりです。

※ 時間を置いてもアプリケーションシートを剥がす時にステッカーが一緒に剥がれる時は中性洗剤が多めに入って

いるためです。この状態でも問題はありませんが、焦らずにゆっくりと時間を掛けましょう。

たっぷりと水を掛けるのがうまく貼るコツです。



Macintosh  大型出力プリント 13

インクジェット大型出力です。
大型のポスター、看板、シートカットでは出来ない印刷ステッカーなどもできます。

価格表
水性染料インク出力　データの種類、内容によって価格は変動します。

ｴｺﾉﾐｰｸﾞﾚｰﾄﾞ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾏｯﾄ

POPペーパー
（エンボス）

セミグロス
粘着フィルム

キャンバス
ペーパー

ソフトクロス
（ニット布）

和紙
(奉書紙調)

50inch
(1mあたり) ¥15,000 -------- ¥23,000 -------- ¥22,000 --------

36inch
(1mあたり) ¥11,200 ¥13,000 -------- ¥22,000 ¥17,500 ¥13,000

Ｂ０ ¥18,900 -------- ¥35,000 -------- ¥31,000 --------
Ａ０ ¥12,600 ¥14,800 ¥21,000 ¥24,000 ¥19,000 ¥14,000
Ｂ１ ¥9,500 ¥12,000 ¥19,000 ¥20,000 ¥16,500 ¥13,000
Ａ１ ¥7,500 ¥9,900 ¥15,500 ¥17,500 ¥13,500 ¥11,000
Ｂ２ ¥6,950 ¥8,250 ¥12,000 ¥15,500 ¥12,000 ¥8,800
Ａ２ ¥5,250 ¥6,600 ¥9,900 ¥11,000 ¥8,800 ¥6,600
Ｂ３ ¥4,750 ¥6,050 ¥9,350 ¥10,500 ¥6,050 ¥6,050

エコノミーグレードは薄口半光沢、スタンダードマットは厚口です。
上記サイズ以外での出力は面付で出力することで１ｍあたりでの価格になります。(面付料別途見積)

５０inch(1㎡あたり) ¥22,000 ３６inch(1㎡あたり) ¥27,500
白色ベースPET材 屋内耐久性床材タックシート(ﾗﾐﾈｰﾄ済み)

★ 水性顔料インク出力は上記価格の３割増です。
★ その他屋外耐候性に優れた出力　データの種類、内容によって価格は変動します。

屋外耐候性に優れた静電出力 屋外耐候性に優れたシルクイ
ンク出力

屋外耐候性に優れたインク
ジェット出力

 印字幅：1200ｍｍ 印字幅：1350ｍｍ 印字幅：1350ｍｍ

塩ビ系ﾌｨﾙﾑ
(白、透明) ¥25,000/㎡

コントロール
タック ¥31,000/㎡

タックシート
(白、透明) ¥21,000/㎡

バックライトフィルム 床用シート

３Ｍスコッチプリント ラミレスプリント３Ｍアリゾナプリント



注文表 このページを印刷し、FAX又は郵送してください。より敏速な弊社ホームページからオンラインで注文できます

1 ご注文をいただき銀行口座への振込みを確認した時点から製作し発送いたします。オンライン注文も出来ます。数量や複雑さにより時間が

かかる場合がありますので、メール(FAX、郵送)にてご連絡させていただきます。

2 マークやロゴがある場合はサンプルをメール添付(FAX、郵送)でお送りいただくことになります。

3 原則的には宅配便で発送いたします。少量で小さい場合は郵送で送料を注文時に加算します。又は普通郵便の代引き(手数料250円)で発送

します。

4 特殊な書体・色・マークをご希望の場合はお問い合わせ下さい。

ご注文の手順
1 下記フォームに記入しFAXまたは郵送して下さい。(同内容をメールでも可能です)

2 こちらより内容を確認した上で、カッティングするデータを作成し、そのデータを元に画像データに変換し、メール添付し、金額及び

振り込み口座名・納期をメールにて確認して頂きます。ロゴやデザインなどがある場合はこの時点で原稿(画像をメール添付も可)を

送っていただきます。画像をメール添付出来ない環境の方は、FAXまたは郵送にてご確認して頂きます。送って頂く画像はカッティング

データに変換しやすいように画像サイズのなるべく大きいサイズでお送り下さい。

3 金額及び振り込み口座名・納期の確認のメール(FAX､郵送)をお送りします。

振込の場合、指定された銀行口座に料金をお振り込み下さい。代引きの場合はOKが出た時点で作成し、発送します。

4 お振り込みが確認した時点で加工し、完成次第発送いたします。

お客様記入欄　(枠内に記入、□内に該当する物にチェックを入れてください)
★ お名前

★ 住所

〒

★ 電話番号& FAX

★ E-Mailアドレス (正確にお願いします。不正確ですと返信できません)

★ 作成する物

□ 文字　□ ロゴ（イラスト・ロゴの場合は後でE-Ma ilかFAXで原稿を送っていただきます）

★ 作成する文字

★ 書体

一般文字　　□ 日本語　　　□ 欧文　　　    　   書体指定番号

□ 一般文字の中に特殊文字がある（例えば１文字だけ通常ではない外字など）

□ 特殊文字（全てが通常ではない漢字、一般のコンピューターなどで表示出来ない漢字、外字）
★ シートの色

□ 標準シート指定色(8色)    □白　□黒　□赤　□黄　□グリーン　□ダークグリーン □ブルー　□ダークブルー

□ 中耐候シート(VC560シリーズ)　VC

□ 高耐候シート(VC900シリーズ)　VC
★ 大きさ

お客様指定サイズ　縦　　　　　ミリ×横　　　　　ミリ

□ 上記のサイズに書体（ロゴ）を縦横比を変えてサイズいっぱいに拡大する

□ 上記のサイズに書体（ロゴ）を縦横比を変えないで均等割する
★ 変形の指定 (指定されたサイズ内で書体を傾ける、鏡像等)

□標準　□水平圧縮　□垂直圧縮　□文字詰め　□反転　□逆抜き　□遠近　□ゆがみ　□組み合わせ
★ 枚数

枚

★ その他の指定 (何種類も作成希望の方はその旨をお書き下さい。書ききれない場合は別紙でもOKです)

★ お返事を差し上げる通信の指定　□ FAX　□ 郵送　□ E-Mail(画像添付可)　□ E-Mail(画像添付不可)　□ 携帯Mail

こちらで確認後お客様に確認メール(FAX､郵送)を送らせていただきます。

郵送先：156-0053 東京都世田谷区桜3-2-7 オートエンジニアリング吉沢

FAX　：03-3426-9381




