


浅草中屋○ 彫り札申込書（FAX：03-3841-7120）R

※○またはご記入下さい

1. 一括払い  2. ２回払い  3. ボーナス払い  4. 分割払い（３・６・10・15・20※）  5. リボ払い

クレジット
カード名

クレジット
カード番号

年　　　　月

ご署名

カ ー ド
有効期限

〈
き
り
と
り
線
〉

品　　名

備考欄

数量 単　価 金　額

※当社用記入欄ですので、こちらには記入しないで下さい。

※配送をご希望の場合は送料を足して下さい。

■クレジットカードでお支払いの方はご記入下さい（引き落としは受付完了通知後とさせて頂きます）

名入れ面

名入れ面

商品名

デザイン

デザイン

彫り方
つ や

片　面　・　両　面　　

首下げ木札（大・中・小）
木札（3mm・６ｍｍ）
真鍮札（大・小・桜）
シルバー札
透明札（特大・大・中・小）
透明色札（大・小）（　　　　）色

表 裏

真鍮札（桜を除く）、シルバー札、透明札のみ記入

真鍮札のみ記入（桜を除く）

真鍮札（桜を除く）、シルバー札、透明札のみ記入

真鍮札のみ記入（桜を除く）
（袋文字・潰文字）

（ツヤなし・ツヤあり）

片　面　・　両　面　　

片面　・　両面　　
首下げ木札（大・中・小）
木札（3mm・６ｍｍ）
真鍮札（大・小・桜）
シルバー札
透明札（特大・大・中・小）
透明色札（大・小）（　　　　）色

表

表

裏
裏

（袋文字・潰文字）

表（袋文字・バック潰し）
裏（袋文字・バック潰し）

（ツヤなし・ツヤあり）

彫り方

ジッポライター用

1. Nicos　 2. JCB 　3. VISA 　4. Master

■お支払い方法をお選び下さい

1. 代金引換払い
2. クレジットカード
3. ご来店時払い（本店・仲見世店）
※指定が無い場合は本店にてお渡し

発送の際の電話連絡を　希望する（連絡先　　　　　　　　　　  　　）・　希望しない浅草中屋よりご案内状等差し上げる
場合がありますがよろしいでしょうか はい　・　いいえ

送料（全国一律）700円＋税 ※海外発送は別料金。

※手書き札は裏面です

※この商品はお誂え商品の為、注文控えをお届けした時点でキャンセルができなくなります。予めご了承下さい。

■太枠内をご記入下さい

氏　　名

自宅住所

届け先名 届け先
住　所 TEL　　　（　　　）

〒

〒

FAX　　　（　　　）

フリガナ

フリガナ

TEL　　　　（　　　）
FAX　　　　（　　　）
携帯　　　　（　　　）

※記入しないで下さい

No.配送希望
時間帯

指定なし

※納品まで1ヶ月から40日かかります

納期は後程
連絡させて頂きます

※分割回数はカード会社
へお問い合わせ下さい

●３枚以上ご使用の場合は、申込み用紙をコピーしてお使い下さい。
●FAXは 24 時間受け付けております。
●コンピューターの処理上、ご住所、お名前にはフリガナ、
電話番号をお忘れなくご記入下さい。

浅草本店（営業時間 10:00～18:30）
〒111-0032
東京都台東区浅草2-2-12

浅草仲見世店（営業時間 9:00～18:30）
〒111-0032
東京都台東区浅草1-31-1 仲見世通り中央

通販事業部（承り時間 10:00～18:00）
〒111-0032
東京都台東区浅草2-2-12
電話 03-3841-7877（代）　FAX 03-3841-7120
E-mail：e-sales@nakaya.co.jp
※営業時間は季節により変更することがございます

小　計

消費税

合　計

  指定なし 
14～16時
18～20時

午前中
16～18時
19～21時

浅草中屋○ 彫り札価格表R

彫り札ご注文手順

№

浅草中屋○R

H-007

（税抜き）※2017 年 3月 1日現在の価格

H-002

価格（片面） 価格（両面）
加　工　条　件

横文字 最大文字数
商品名

家紋・梵字差札（袋文字のみ）

首下げ木札（小） 7,200円+税4,800円+税 ３文字×××

H-003 真鍮札（大）（ツヤあり） 4,200円+税2,800円+税 ３文字
（家紋入り時２文字）○○×

H-006 シルバー札 10,200円+税7,600円+税 ３文字○○×

首下げ木札（大） 4,800円+税 7,200円+税 ４文字
（横文字または家紋入り時３文字）○（潰れ有※） ○○

H-005 Zippo（本体込み） 14,000円+税10,000円+税 ３文字
（横文字または家紋入り時２文字）△（潰れ有※）○○

H-001 首下げ木札（中） 7,200円+税4,800円+税 ３文字
（横文字または家紋入り時２文字）×○ △（潰れ有※）

真鍮札（大・小）（ツヤ消し） 4,200円+税2,800円+税 ３文字
（家紋入り時２文字）× ○（小は×）○（小は×）

●基本価格は文字代、紐またはチェーン（Zippoを除く）を含めた価格です。
●加工条件に「○」「△」がついているものは追加料金なしで加工できます。
●家紋表に載っていない家紋は 6,000円+税の追加料金を頂きます。
●第一水準以外の文字（特殊文字）に関しては、江戸文字特殊加工料金
として別途2,000円+税頂きます。
●木札は欅の「銘木」を裁断し札にしておりますので、木目が見本と異な
る場合がございます。また、木目が汚れに見えたり仕上げ後の彫り跡
に気泡のようなものが発生することがございますが、木の性質上やむを
得ない場合もございますので予めご了承下さい。

●Zippo本体は当社がご用意致します。お客様のお持ち込みはできません。
●真鍮札は彫った所が時間が経つにつれて、空気や手の油で金属が錆びた
色になってきますので、予めご了承下さい。
※差札の文字、家紋・梵字の模様は細かさに
よって右図の様に潰れてしまう場合がござい
ます。予めご了承下さい。例１は差札（袋文
字）、例２は家紋の事例です。四角で囲った
部分が潰れている箇所となっています。

!　彫り札ご注文の際のご注意

木札　厚さ３mm 3,800円+税 漢字２文字
又はひらがな３文字×××

木札　厚さ６mm 4,000円+税 漢字２文字
又はひらがな３文字×××

真鍮札　桜（裏面袋文字名入れ） 3,000円+税 ３文字× × ×

透明札　袋文字（特大・大・中・小） 1,400円+税 中・小：３文字
（横文字または家紋入り時２文字）○（追加）700円+税○

透明札　潰文字（特大・大・中・小） 3,000円+税 特大・大：４文字
（横文字または家紋入り時３文字）（追加）700円+税 ○○

H-008 透明色札（大・小） 1,500円+税 大：３文字
小：２文字× × ×

例１ 例２

中川株式会社 通販部：〒111-0032 東京都台東区浅草2-2-12　TEL 03-3841-7877（代）　FAX 03-3841-7120 
WEB：http://www.nakaya.co.jp　E-mail：e-sales@nakaya.co.jp ※浅草中屋○は中川（株）の登録商標です。R

※個人情報保護法の施行にもとづき、浅草中屋　中川株式会社は、お客様の個人情報を法令に従って安全かつ適切に取り扱います。

お客様のお名前、ご住所、電話番号など太枠内を全て
ご記入下さい。

お支払い方法をお選び下さい。クレジットカードの場合は、
さらに右の欄もご記入下さい。

商品名、名入れ面、彫り方・つやをご記入下さい。
※○またはご記入下さい。

お客様に確認書をFAXまたは郵送でお送り致します。
※確認書に間違いなどございましたら至急ご連絡下さい。

品名、数量、単価、金額をご記入下さい。

浅草中屋へFAXして下さい。（03-3841-7120）

デザインをご記入下さい。

１ヶ月～４０日後、お届けします。

浅草中屋ならネットで手書き札、
彫り札、真鍮札、シルバー札、
ZIPPO、提灯等が注文可能。

PCはもちろん、スマホや
タブレットにも対応。

しかも超簡単に仕上がり
イメージが確認できるの
で、安心。

納期は約40日間頂いて
おりますが、出来上がり
次第、即配送させて
頂きます。

職人の技と本物の品質
を皆様にお届け !!

是非ご利用下さい。

［2015年７月１日OPEN］
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