
【注文キャンセル・返品について】
アルコール測定器は出荷前に精度の確認等、校正を行って出荷するという製品の特性があります。その他消毒済みのマウスピース等の消耗品も同様に、お客様の都合による

商品キャンセルや返品はお受け致しておりません。本用紙が最終確定の注文書となりますので、数量、製品仕様、納期など、すべてご確認の上ご発注くださいますよう、宜しくお願い致します。
【個人情報の取扱について】

ご提供いただくお客様の個人情報は、下記のために利用いたします。ａ．製品・消耗品の発送（確認のお電話、発送、納品・請求書発送業務） および、上記以外 に当社ホームページの
プライバシーポリシーでお知らせしている目的に利用いたします。また、本人の同意を得ず個人情報を第三者に開示・提供することはありません。その他の個人情報の取扱については、

 プラ イバシーポリシーをご参照ください。http://www.tokai-denshi.co.jp/privacy/index.html
本書類がFAX ・郵送・E メール等によって当社へ到着した時点を以て、上記個人情報の取扱について同意されたものと見なします。

★ハンディユニットはラクラク注文♪発送もスピーディーなネットショップがオススメです！★

　東海電子公式ネットショップ【運輸安全 SHOP】https://shop.tokai-denshi.co.jp

ｱﾗｰﾄ表示が
出始めた日付

現在の測定回数

■ハンディユニット交換と一緒に各種消耗品をご注文の場合、消耗品の送料はかかりません。
■ハンディユニットは一年もし く は、測定15,000 回で使用出来なくなりますので、事前の手配が必要です。
■新ハンディユニット交換後、使用していたハンディユ ニ ッ ト は弊社にご返送お願い致します。

下記、製品「ALC - m i n i Ⅳ」「ALC - m i n i Ⅲ」使用につき、測定回数が15,000 回もし く は、使用開始から一年に近くなりましたので、
反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、交換用ハンディユニットを注文致します。

複数台A L C -m i n iⅣ・A L C -mi n iⅢを所有のお客様はお手数ですが、ハンディユニット側面に記載されている
Ｈ から始まるシリアルナンバーの記入をお願いいたします。【H 　　　　　　　　　　】【H　　　　　　　　　　】

Fax：

メールアドレス：

納期は追ってご連絡差し上げます。尚、月末最終営業日２ 日間は棚卸の為、発送はできません。
大変ご迷惑おかけ致しますが、ご理解ご協力お願い申し上げます。

校正・消耗品受付窓口 info@tokai-denshi.co.jpFAX . 042-526-0906 製品に関するお問合せ

Fax：

メールアドレス：
この情報でネットショップに登録する。　※チェックいただいた場合メールアドレスは必須になります。□

この情報でネットショップに登録する。　※チェックいただいた場合メールアドレスは必須になります。□
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8,000 円
（8,800 円）

送料無料

8,000 円
（8,800 円）

送料無料



正確な測定に

不可欠！

洗って何度でも使えます。

ジップロックで個包装されています。

専用マウスピース マウスピースケース 呼気フィルター ALC-miniⅢ用  アタッチメント

ALC-miniⅢ用 シールタイプロール紙ペーパーストロー　ロング・ショート

センサーユニットへの異物
（だ液、ゴミ等）の混入を防止します。

記録簿に

貼り付けて保管

ノリ、ホチキス不要！

マウスピースを

清潔に保管できます。

紛失防止にも！

センサーユニットへの

異物混入を防止します。

※ALC-miniⅢ AC（オートカッタータイプ）、
　ALC-miniⅣでは使えません

校正・消耗品受付窓口 info@tokai-denshi.co.jpFAX . 042-526-0906 製品に関するお問合せ

アルコール検知器の

定期的な有効性確認は

このキットで万全！！

★消耗品はラクラク注文♪発送もスピーディーなネットショップがオススメです！★

　東海電子公式ネットショップ【運輸安全 SHOP】https://shop.tokai-denshi.co.jp

品　目

　

　

商品コード 単価（税込） 数量 税抜合計 備　考
9010-9041

9010-9059

9010-9060

9820-3010-BL

9820-3010-WH

9820-3010-BK

9010-9037

9016-9005

9016-9004

9016-9003

9016-5020

9820-6000

9099-0002

① 専用マウスピース（25 本入り / 袋）

③ ペーパーストロー　ロング（1600 本 )Φ8.6mmｘ150mm

④ ペーパーストロー　ショート（1600 本 )Φ8.6mmｘ105mm

⑤ マウスピースケース（ブルー　10 本入り / 袋）

⑥ マウスピースケース（ホワイト　10 本入り / 袋）

⑦ マウスピースケース（ブラック　10 本入り / 袋）

⑧ 呼気フィルター（5 個入り / 袋）

⑨ 高保存タイプロール紙（20 巻入り / 箱）　

⑩ シールタイプロール紙（20 巻入り / 箱）径φ50 幅 58ｍｍ

⑪ 記録用ロール紙（20 巻入り / 箱）径φ50 幅 58ｍｍ

⑫ ALC-mini III 用アタッチメント（２個入り / 袋）

⑬ アルコール検知器点検キット（スプレー 3 本入り / 箱）

⑭ 送料（ご注文総額が税抜で \20,000 以下の場合、送料がかかります。）

\4,500（¥4,950）

\9,670 (\10,637)

\8,770 (\9,647)

\3,500（¥3,850）

\3,500（¥3,850）

\3,500（¥3,850）

\4,000（¥4,400）

\3,500（¥3,850）

\7,000（¥7,700）

\2,800（¥3,080）

\1,500（\1,650）

\3,000（\3,300）

\1,000（\1,100）

税抜合計

専用マウスピースは含まれません

専用マウスピースは含まれません

専用マウスピースは含まれません

ALC-PROⅡ用

１本で約 100 回分です。

ALC-miniⅢ用 オートカッター（AC）タイプ及び
ALC-miniⅣでは使えません

  

アルコール検知器点検キット

1 本で約 100 回分です

環境にやさしい紙素材。

運用に合わせて

長さをお選びください。

個包装の袋には東海電子のロゴ入りとなっております！

ご注意 お客様のご都合による商品のキャンセルや返品はお受け致しておりません。ご注文の際は、品目、数量、税抜・税込合計をご確認頂けますようお願い申し上げます。

以上の消耗品を、反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、注文致します。以上の消耗品を、反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、注文致します。 注文書を受け取り後、弊社担当者より
納期のご連絡をさせていただきます｡ E 0 4 - 1 6

ご担当者名

企業名：

営業所名：

ご住所：〒

企業名：

営業所名：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

TEL：

FAX：

ご担当者名

この情報でネットショップに登録する。　□ この情報でネットショップに登録する。　□
※ネットショップへの登録にチェックいただいた場合メールアドレスを必ずご記入ください。

メールアドレス：



202210

ペーパーストロー注文書

税抜合計

※ご注文総額が￥20,000（税抜）以下の場合は別途送料がかかります。 ※1600 本１セットになります。バラでの販売はしておりませんのでご了承ください。

税抜合計数量単価(税込)

\9,670 (\10,637)

商品コード

9010-9059

品目

ペーパーストロー　ロング（1600本)

発注内容

ペーパーストロー注文書

以上の消耗品を、反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、注文致します。以上の消耗品を、反社会的勢力との関わりがないことを表明の上、注文致します。

★消耗品はラクラク注文♪発送もスピーディーなネットショップがオススメです！★

　東海電子公式ネットショップ【運輸安全 SHOP】https://shop.tokai-denshi.co.jp

ご担当者名

企業名：

営業所名：

ご住所：〒

企業名：

営業所名：

ご住所：〒

TEL：

FAX：

TEL：

FAX：

ご担当者名

この情報でネットショップに登録する。　□ この情報でネットショップに登録する。　□
※ネットショップへの登録にチェックいただいた場合メールアドレスを必ずご記入ください。

メールアドレス：

\8,770 (\9,647)9010-9060ペーパーストロー　ショート（1600本)

\1,000 (\1,100)9099-0002送料

info@tokai-denshi.co.jpFAX . 042-526-0906

※注文書を受け取り後、弊社担当者より納期のご連絡をさせていただきます。　　　　　　　　　　　

ご注意 お客様のご都合による商品のキャンセルや返品はお受け致しておりません。ご注文の際は、品目、数量、税抜・税込合計をご確認頂けますようお願い申し上げます。

アルコール測定器の操作・精度上問題ないことを確認済み！

環境にも優しい紙素材で使い捨てが可能です。

個人持ちの専用マウスピースは、
こまめな除菌・消毒ができない、
全員がしているかわからない・・・

こんな不安も解消できます !!こんな不安も解消できます !!

　ペーパーストロー　ロング　　　　　　　　Φ8.6mmｘ150mm

■　各製品にて安心してお使いいただけます。

校正・消耗品受付窓口
製品に関するお問合せ

ペーパーストロー　　　　ショート　　　Φ8.6mmｘ105mm

■　各製品にて安心してお使いいただけます。

ペーパーストロー
個包装の袋には
東海電子のロゴ入り！

NEW




