
特徴：ゴルフ練習場で使用されている製品と同等品ですので丈夫で収納もコンパクト。

　　　 他社製品に比べ撚り合わせ本数が多く網目が小さいので木くずや空き缶の運搬に最適です。他社製品400D/22本・30mm目

　　　　　・縫製方法：機械加工

　　　　　・周囲ロープ（Φ 6mm）入り

重量
（kg）

特価（税込） 数量
サイズ

（巾×長さ）
重量
（kg）

特価（税込） 数量

1.7 ¥14,520 枚  　4m  ×　 5m50cm 4.4 ¥28,820 枚

2.0 ¥15,840 枚  　4m  ×　 6m 4.8 ¥31,350 枚

2.3 ¥17,710 枚  　4m  ×　 6m50cm 5.2 ¥33,660 枚

2.5 ¥19,140 枚  　4m  ×　 7m 5.6 ¥35,640 枚

2.1 ¥16,280 枚  　4m  ×　 7m50cm 6.0 ¥37,400 枚

2.4 ¥18,040 枚  　4m50cm  ×　 5m 4.5 ¥29,040 枚

2.7 ¥19,800 枚  　4m50cm  ×　 5m50cm 4.9 ¥32,450 枚

3.0 ¥21,780 枚  　4m50cm  ×　 6m 5.4 ¥34,430 枚

3.3 ¥23,430 枚  　4m50cm  ×　 6m50cm 5.8 ¥37,070 枚

3.6 ¥24,750 枚  　4m50cm  ×　 7m 6.3 ¥38,720 枚

3.9 ¥26,180 枚  　4m50cm  ×　 7m50cm 6.7 ¥42,130 枚

2.8 ¥20,240 枚  　4m50cm  ×　 8m 7.2 ¥44,880 枚

3.1 ¥22,110 枚  　4m50cm  ×　 9m 8.1 ¥50,050 枚

3.5 ¥24,200 枚  　5m  ×　 6m 6.0 ¥37,950 枚

3.9 ¥25,960 枚  　5m  ×　 6m50cm 6.5 ¥40,810 枚

4.2 ¥27,940 枚  　5m  ×　 7m 7.0 ¥43,340 枚

4.5 ¥30,030 枚  　5m  ×　 7m50cm 7.5 ¥46,420 枚

4.9 ¥32,120 枚  　5m  ×　 8m 8.0 ¥49,280 枚

3.6 ¥24,860 枚  　5m  ×　 9m 9.0 ¥55,550 枚

4.0 ¥26,400 枚  　5m  ×　 10m 10.0 ¥60,500 枚

枚

\1,870/袋 袋

 
ご注文者 　

お名前： ご担当者：

ご住所：  〒　　　　　―

電話番号（日中連絡が可能な番号）： FAX番号：

上記とお届け先が異なる場合はご記入ください

お名前： 電話番号：

ご住所：  〒　　　　　―

※納期：受注後通常10日程度  お支払い方法：商品代引きになります（配達時に現金にてお支払い下さい）。　代引き手数料無料(一部商品を除く）

※不良品・商品違いがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。10日を経過した商品、ご使用済み商品については返品をお受けできない場合がございます。

※お客様都合による、交換・返品はお受けできません。商品の仕様・価格については、予告なしに変更される場合があります。

※FAX送信後、3営業日以内に弊社より連絡がない場合は、 お手数ですがご連絡をお願いいたします。

 　3m50cm  ×　 6m

 　4m  ×　 4m50cm

 　4m  ×　 5m

        上記以外のご希望サイズ          

 　3m50cm  ×　 6m50cm

 　3m50cm  ×　 7m

シート用輪ゴム10本入り (2cm×60cm～90cm)    ※輪ゴムのみのご注文は10袋より送料無料

箱単位（30袋入り\52,800-）のまとめ買いがお得です。詳しくはお問い合わせください。

FAX専用番号　⇒　042-754-6277（24時間受付）

株式会社サンエイシート(営業時間：午前9時～午後5時 定休日：土曜・日曜・祝日） TEL : 0120-38-1442

 　3m50cm  ×　 5m50cm

 　2m50cm  ×  5m

 　3m  ×　 3m50cm

 　3m  ×　 4m

 　3m  ×　 4m50cm

 　3m  ×　 5m

 　3m  ×　 5m50cm

 　3m  ×　 6m

 　3m  ×　 6m50cm

 　3m50cm  ×　 4m

 　3m50cm  ×　 4m50cm

 　3m50cm  ×　 5m

　　　  ご注文日：　　　　　　　  　年                    月　　　　　   　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アームロール・コンテナ用平シートFAX注文書

2022年10月版HP

 　2m50cm  ×  4m50cm

サイズ
（巾×長さ）

 　2m50cm  ×　 3m50cm

 　2m50cm  ×  4m

 ※納期：ご注文後10日前後かかります。

お支払いは、商品代引き（手数料無料）となります。その他のお支払方法についてはご相談ください。

フリガナ

フリガナ

24時間受付中！フリガナ

フリガナ

(巾)         m         cm × (長さ)         m         cm

フリガナ

生地：ゴルフネット（周囲ロープ） 色：グリーン
400D/36本・25mm目 無結節

非防炎タイプ

日本製

送料無料
一部地域・商品を除く


