
　
　 　　　　　  年　　　　　　月　　　　　　日

定価 数量 金額 定価 数量 金額
軽量ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒　( ﾂﾔ消しﾚｯﾄﾞ　　　　ﾂﾔ消しﾌﾞﾙｰ　　　) 6,800 ﾏｳｽﾋﾟｰｽ 430
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒260　( ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ　　　ﾂﾔ消しえんじ　　　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ　　　 ) 10,900 矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ 540
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒260 ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ　( 赤/銀 ) 12,400 ｿﾌﾄﾏｳｽﾋﾟｰｽ 430
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒350　( ﾂﾔ消しﾌﾞﾗｳﾝ ) 16,000 ｼﾘｺﾝ製ﾏｳｽﾋﾟｰｽ 210
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒350 ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ　( 黒/銀 ) 17,500 体験会用ﾏｳｽﾋﾟｰｽ (10個入り) 1,080
ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒500　( ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ　　　ﾌﾞﾗｯｸ　　　 ) 18,000 矢保護ｽﾃｨｯｸ (10本入り) 860
ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾎﾞﾝ1本筒360　( ﾂﾔ消しﾌﾞﾗｯｸ ) 21,000 矢抜き 1,080
ｼﾞｮｲﾝﾄ式ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ筒260　( 3連結ﾀｲﾌﾟ･ｹｰｽ付 ) ( ﾌﾞﾗｯｸ　　　ﾂﾔ消し紺　　　) 20,800 矢入れﾎﾙﾀﾞｰ　( ｸﾞﾚｰ　　　ﾚｯﾄﾞ　　　) 2,040

筒矢ｽﾀﾝﾄﾞﾗｯｸ ( ﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟA　　　ﾌﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟB　　　) 4,400
金属製1本筒230　( ｺﾞｰﾙﾄﾞ ) ※ソフトマウスピースのみ装着可 5,000 筒立て 1,890
金属製ｼﾞｮｲﾝﾄ式筒310　( 2連結ﾀｲﾌﾟ ) ( ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ ) ※ソフトマウスピースのみ装着可 8,000 ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ （紐ﾀｲﾌﾟ　　　ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ　　　） 1,620
肩紐筒ｹｰｽ　(1本筒用)　( ﾌﾞﾗｯｸ　　　ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ　　　ﾈｲﾋﾞｰ　　　) 2,700 交換用ｸﾛｽ (2枚入り) 970
3連筒収納ﾊﾞｯｸ 2,590 吹矢ﾏｯﾄ 2,700
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟ ( ｽｶｲﾌﾞﾙｰ　　　ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ　　　ﾌﾞﾗｯｸ　　　ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　　　) 2,650 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢の魅力と手引き 320
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟ ( ﾒﾀﾘｯｸｸﾞﾘｰﾝ　　　ﾒﾀﾘｯｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ　　　) 2,750 保護ｷｬｯﾌﾟ (16φ　　17.5φ　　18φ　　20φ　　22φ　　17φﾛﾝｸﾞ　　) 110
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟかえる柄 ( ひすい色　　　ｽｶｲﾌﾞﾙｰ　　　） 3,000 ﾏｳｽﾋﾟｰｽｶﾊﾞｰ (小) 350
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟｸﾛｰﾊﾞｰ柄 ( 若草色 ) 3,000 ﾏｳｽﾋﾟｰｽｶﾊﾞｰ (大) 400
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟ薔薇柄 （ 黒　　　赤　　　） 3,000 ﾜﾝﾀｯﾁ的ｽﾀﾝﾄﾞ (ｹｰｽ付き) 10,800
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟたまごﾋﾟﾝ ( ｽｶｲﾌﾞﾙｰ　　 ﾙﾋﾞｰﾚｯﾄﾞ　　 ﾌﾞﾗｯｸ　　 ﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ　　 ) 2,800 ﾎﾟｹｯﾄ吹矢ｹｰｽ 1,380
NEW矢L (ﾗｰｼﾞ)ﾀｲﾌﾟたまごﾋﾟﾝかえる柄(10本入り) ( ひすい色　　　ｽｶｲﾌﾞﾙｰ　　　） 3,100 ﾄﾙﾈｰﾄﾞﾋｯﾄ (動く的用的 (大) に変更の場合+640円) 11,000
的ﾍﾞｰｽ 2,000 ｽｳｨﾝｸﾞﾋｯﾄ (動く的用的 (大) に変更の場合+640円) 11,000
的 (的ｼｰﾙ10枚入り)　　　　　　　 3,000 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾋｯﾄ (動く的用的 (大) に変更の場合+640円) 11,000
的ｼｰﾙ (10枚入り) 750 動く的用的ｾｯﾄ (動く的用的4個・動く的用的ｼｰﾙ10枚入り) 2,160
練習用的紙 (100枚入り) 1,500 動く的用的ｾｯﾄ (大) (動く的用的 (大) 4個・動く的用的ｼｰﾙ (大)10枚入り) 2,800
【抗菌】的ｼｰﾙ (10枚入り) 860 動く的用的 (4個) 1,940
【抗菌】練習用的紙 (100枚入り) 1,650 動く的用的 (大) (4個) 2,480
NEW交換式的本体 3,450 動く的用的ｼｰﾙ (10枚入り) 430
NEW交換式的 (外枠のみ) 2,000 動く的用的ｼｰﾙ (大) (10枚入り) 540
NEW交換式的交換用5枚ｾｯﾄ 3,300 ｽﾎﾟｰﾂ吹矢ｸﾘｯﾌﾟ 210
NEW交換式的交換用ｿﾌﾄ的3枚ｾｯﾄ 2,100 心技練磨ﾏｳｽﾊﾟｯﾄﾞ 990
練習用六角的 (本体) 3,800 ﾚﾅｳｫｰﾀｰ 1本 1,500
練習用六角的 (外枠なし) 1,100 ﾚﾅｳｫｰﾀｰ 2本ｾｯﾄ 2,640
練習用六角的 (10枚ｾｯﾄ) 5,000 ﾚﾅｳｫｰﾀｰ 3本ｾｯﾄ 3,820
的用壁かけｼｰﾙ 120 ﾚﾅｳｫｰﾀｰ 5本ｾｯﾄ 6,000
ｹﾞｰｼﾞ (4本入り) 12.80㎜～12.95㎜ & ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 15,700 Beauty Breathing (1本入り) 660
ｹﾞｰｼﾞ　　　　12.70㎜　　　12.75㎜　　　12.80㎜ 各1,400 腹式呼吸ｴｸｻ ﾛﾝｸﾞﾋﾟﾛﾋﾟﾛ 828
12.85㎜　　　12.90㎜　　　12.95㎜　　　13.00㎜　 ｶﾛﾘｰﾌﾞﾚｽ 1,341
13.05㎜　　　13.10㎜　　　13.15㎜　　　支柱 (ﾋﾟﾝ)　　 ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾘｰｽﾞﾌﾟﾗｽ (標準負荷　　　重負荷　　　超重負荷　　　) 9,900
ｹﾞｰｼﾞ&ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄｹｰｽ 1,650
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ用替刃 (10枚綴り x 50ｾｯﾄ) 870

●免責事項
1、 弊社の販売しているスポーツ吹矢用具は、スポーツ吹矢を行う事に限定された商品です。いかなる理由があろうとも、スポーツ吹矢を行う以外の用途での使用はできません。

2、 商品を使用した際に、直接または間接的に生じた一切の損害については、原則としてご購入者様があらゆる義務責任を負うことになります。

ご購入者様は弊社商品の使用によって、直接または間接的に生じた一切の損害について、弊社に対して損害賠償を請求しないものとします。

3、 弊社商品の加工・修正・販売・賃貸・譲渡はしてはいけません。

4、 20歳未満の未成年者が弊社商品をご使用になる場合は、親権者に同意いただきます。

5、 本規約に反する行為があった場合、弊社商品の販売をお断りさせていただく場合がございます。 2022/08/26現在

ビックサクセス　スポーツ吹矢用具注文書 (単品商品)　※FAXまたは郵送にてご注文ください
※表示価格はすべて税込価格です。送料は含まれておりません。
※税込30,000円未満のご注文時は送料一律1,000円、税込30,000円以上のご注文時は弊社にて
　 送料を負担させていただきます。

FAX：03-3527-2105
TEL：03-3527-2104

※宅配便でのお届けとなります。お支払いは商品到着時に代金引換(現金支払のみ)となります。
ご注文日 ※お客様の情報は個人情報保護指針に則り、取り扱いには細心の注意を払っております。
ﾌﾘｶﾞﾅ ※ご記入内容に不備があった際は、ご連絡させていただく場合がございますのでご了承ください。

お名前
※私は、下記免責事項を読み、同意した上で用具を購入いたします。

TEL　 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－

FAX　 　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　－
ご住所

〒
備考（下記商品欄に記載のない商品をご購入希望の際は、こちらへご記入ください）

配達ご希望日時
              月           日　　   午前中  　/　  14～16時  　/　  16～18時  　/　  18～20時  　/　  19～21時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※離島及び一部地域のお客様は、お時間がかかることがございます。
商品名 商品名

筒
・
筒
ケ
ー

ス

用
具
・
そ
の
他

※筒に付属しているﾏｳｽﾋﾟｰｽを＋110円で「矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ」に変更することも可能です。

矢

(

1
0
本
入
り

)

動
く
的

的

そ
の
他
の
商
品ゲ

ー

ジ
類

担当者

合計金額 ￥

領収証 NO.

ご注文は □初回（スポーツ吹矢を何で知りましたか？ ） □2回目以降



ＦＡＸ：03-3527-2105　　　　　　ＴＥＬ：03-3527-2104 ※ＦＡＸまたは郵送にてご注文ください

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　日

TEL

〒

FAX

※的を「的（的ｼｰﾙ10枚入り）」又は「NEW交換式的本体」よりご指定ください。「NEW交換式的本体」へ変更(＋450円《税込》)

※筒に付属しているﾏｳｽﾋﾟｰｽの変更有無をご指定ください。「矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ」へ変更(＋110円《税込》)

※ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰを「紐ﾀｲﾌﾟ　/ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ」よりご指定ください。(金額変更なし)

※矢入れﾎﾙﾀﾞｰの色を「ｸﾞﾚｰ　/ﾚｯﾄﾞ」よりご指定ください。(金額変更なし)

※肩紐筒ｹｰｽの色を「ﾌﾞﾗｯｸ　/ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ　/ﾈｲﾋﾞｰ」よりご指定ください。(金額変更なし)

定価 数量 金額

●入門ｾｯﾄの商品内容 ●簡易ｾｯﾄの商品内容
①的（的ｼｰﾙ10枚入り） ①軽量ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒

　※「NEW交換式的本体」変更可能 　※「矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ」変更可能

②NEW矢L（ﾗｰｼﾞ）ﾀｲﾌﾟ（10本入り）　※約12.90㎜ｶｯﾄ ②NEW矢L（ﾗｰｼﾞ）ﾀｲﾌﾟ（10本入り）　※約12.90㎜ｶｯﾄ

③矢抜き ③ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ紐ﾀｲﾌﾟ

④ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ紐ﾀｲﾌﾟ 　※「ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ」変更可能

　※「ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ」変更可能

⑤矢入れﾎﾙﾀﾞｰ

⑥筒

　※「矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ」変更可能

⑦筒ｹｰｽ

●免責事項

１、 弊社の販売しているスポーツ吹矢用具は、スポーツ吹矢を行う事に限定された商品です。

いかなる理由があろうとも、スポーツ吹矢を行う以外の用途での使用はできません。

２、 商品を使用した際に、直接または間接的に生じた一切の損害については、原則としてご購入者様があらゆる義務責任を負うことになります。

ご購入者様は弊社商品の使用によって、直接または間接的に生じた一切の損害について、弊社に対して損害賠償を請求しないものとします。

３、 弊社商品の加工・修正・販売・賃貸・譲渡はしてはいけません。

４、 ２０歳未満の未成年者が弊社商品をご使用になる場合は、親権者に同意いただきます。

５、 本規約に反する行為があった場合、弊社商品の販売をお断りさせていただく場合がございます。

2022/08/26現在

ビックサクセス　スポーツ吹矢   用具注文書（入門セット）

　ご注文は　□初回（ｽﾎﾟｰﾂ吹矢を何で知りましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　□2回目以降

ご注文日

ﾌﾘｶﾞﾅ

お名前

※私は、下記免責事項を読み、同意した上で用具を購入いたします。

―　　　　　　　　　　　　　―

ご住所 ―　　　　　　　　　　　　　―

配達
ご希望日時

月　　　　　　　日　　　　 午前中　　/　　14～16時　/　　16～18時　　/　　18～20時　　/　　19～21時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※離島及び一部地域のお客様は、お時間がかかることがございます。

商品名

28,500
(筒の色　　　　　　　　　　/矢の色　　　　　　　　　　/矢入れﾎﾙﾀﾞｰの色　　　　　　　　　　)

(矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ　変更する　　　　　/変更しない　　　　　)

(矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ　変更する　　　　　/変更しない　　　　　)

ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒260入門ｾｯﾄ　　　　　　　

21,000

合計金額

※表示価格はすべて税込価格です。送料は含まれておりません。
※税込30,000円未満のご注文時は送料一律1,000円、税込30,000円以上のご注文時は弊社にて送料を負担させていただきます。
※宅配便でのお届けとなります。お支払いは商品到着時に代金引換(現金支払のみ)となります。
※お客様の情報は個人情報保護指針に則り取り扱いには細心の注意を払っております。
※ご記入内容に不備があった際は、ご連絡させていただく場合がございますのでご了承ください。

領収証

担当

⑧ｽﾎﾟｰﾂ吹矢の魅力と手引き

　備考

9,700

入
門
・
簡
易
セ

ッ
ト

軽量ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒入門ｾｯﾄ            

16,200
(筒の色　　　　　　　　　　/矢の色　　　　　　　　　　/矢入れﾎﾙﾀﾞｰの色　　　　　　　　　　/肩紐筒ｹｰｽの色　　　　　　　　　　)

(矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ　変更する　　　　　/変更しない　　　　　)

(的(的ｼｰﾙ10枚入り)　　　　　/NEW交換式的本体　　　　　)　(ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ　紐ﾀｲﾌﾟ　　　　　/ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ　　　　　)

(矢止め付きﾏｳｽﾋﾟｰｽ　変更する　　　　　/変更しない　　　　　)

(的(的ｼｰﾙ10枚入り)　　　　　/NEW交換式的本体　　　　　)　(ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ　紐ﾀｲﾌﾟ　　　　　/ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ　　　　　)

ｼﾞｮｲﾝﾄ式ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ筒260（3連結ﾀｲﾌﾟ）入門ｾｯﾄ 

軽量ｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰ1本筒簡易ｾｯﾄ           

(筒の色　　　　　　　　　　/矢の色　　　　　　　　　　/矢入れﾎﾙﾀﾞｰの色　　　　　　　　　　/肩紐筒ｹｰｽの色　　　　　　　　　　)

(的(的ｼｰﾙ10枚入り)　　　　　/NEW交換式的本体　　　　　)　(ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ　紐ﾀｲﾌﾟ　　　　　/ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ　　　　　)

(筒の色　　　　　　　　　　/矢の色　　　　　　　　　　）

(ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ　紐ﾀｲﾌﾟ　　　　　/ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ　　　　　)
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	★注文書20220826～(入門セット)

