
觜

ａ９そｏｎ；ｃｏＪｐ
注文番号２５０べ｝１ ７３７１ ４－６７６４６４５の領収書

このページをＦほ｜してご禾１ほ１ください。

発行 日： ２０２へ年４ ＪＥ１４日
注文 日： ２０２０年４ Ｊ１ １０日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｊｐｌＥ文番号 ：２５０－０ １７３７ １４－６７６４６４５
ご請求額 ：ｙ　５，０１９

２０２０年４Ｊ１ １１ 日に発送済み

注文商品

１点 Ｃａｎｏｎ純：ｉＥインクカートリッジ ８Ｃｊ－３７７βＫ／ＣノＭ／ＷＧｙＪ＋３７Ｑ　６悒ヌルチパック ８Ｃ／，
３７ブ＋３７ａ／６ＭＰ
ｊｉ売： アマゾンジャパン合同会社

コンディ ショ ン： 新品

お届 け先 住所：
蛭子　 智彦
６５６－０３０４

兵庫県南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｒ送方法：

お急ぎ便

支払い情報

ｊｉｔｌ Ｊｉｉｉ 齔：＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
㎜㎜㎜－㎜－－Ｉ㎜１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１

１

１１ １１ １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

請求 先住 所：
ａ子　 智彦

６５６－０３０４

兵庫ｌ南あわじ市　松帆古潭Ｓ
２８ ０－１

クレジッ トカードへの請求

き又 の状況を確２するには、翕Ｔタあ卷をご 覧ください。

様

価格

ｙ　５，０１９

商品の小計： ｙ　５，０へ９
回送料・ 手数料：　　 ４ｏ

－－－

注文合計ヅ４　５，０へ９
一一

ご請求額 ：ｙ　５，０１９

２０２０ 年４ ｊ１ １１ 日： ｙ　５， ０１９

１・ｌｍ・か凵プライノシー規め　０１ ９９６－２０２０，Ａｍａｚｏｎ． ｃｏｍ， ｌｎｃ． ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｍｉａｔｅｓ



９１１１，１ｏｎＪｃｏＪｐ
す。文巻号２５か２アフ８３１ ８べ）０７１ ０４０の領収書

このページ苓印刷してご禾回ください。

発行 日： ２０２１ 年４ Ｊｉ ７日
注文 日： ２０２０年６ ＪＥ１１ ２日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ　霆．文番号： ２５０－２７７８３１ ８－００７１ ０４０
ご請求額 ：ｙ　６７４

２０２０年６ Ｊヨ１１ ３日 に・送済み

ま：爽商 ，Ｓ

へ点 ゼブラ油性ペンマッキーノック 細字 黒５本Ｐ－ｙｙＳＳ６－ＢＫ５
販売：アマゾンジャパン合回・社

コンディション： 新呂

お届 け先 住所：
蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

ＪＥｉ庫ほ南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｅ送方法：
お急ぎ便

払い 方ま：

支払い情報

様

価格

ｙ　６７４

商品の小計： ｙ　６７４

Ｒ送料一手数料レ　ｙｏ
－－ 一一

注文合計：ｙ　６７４
一一 一一

ご請 求額 ：ｙ　６７４

２０２０年６ ＪＥ１１ ３日 ：ｙ　６７４

／

／

請求先りＥ所：
蛭子　 智彦
６５６－０３０４

兵庫 ！Ｊａ南あわ じ市
２８０－１

松帆古津路

クレジッ トカードへの請求

き文 の４犬況を確Ｓするに は、 注文衲卷をご 覧く ださ い。

ｉｌｌｍ規約 ｜プラやｉシー規め０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ，ｃｏｍ，ｌ ｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｎｌ ｉａｔｅｓ



ａｍａ４０ｎ，ｃｏＪ ｐ｀
Ｎ゛４ｙリ

言：矢番号２５０参ｔ８９２９０ぶ ２８６０５の 領収書
このページをＥロ 刷してご 禾１ ｌｍ ください 、＿

発行日： ２０２１ 年４ＪＥ１７日
注文 日： ２０２０年６ Ｊｉ １２日

Ａｍａｚｏｎ，ｃｏ．ｊｐ ＵＥ ：ｉ：番号： ２５０－６４８９２９０－３１ ２８６０５
ご請求額 ：ｙ　３９６

２０２０年６Ｊｉ　１３ 日に発送済み

１圭 文商品

へ瓢ゼブラ竈性ペンマッキー極細黒
販ｉ ：アマゾンジ ャパン合 回会社

コン ディ ショ ン： 新品

お届 け先住所：

蛭子　Ｗ彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫ほ南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｅ送方法：
お急ぎ便

支払い方法

５本 ／＝）－Ａ／ｆＯ－ブ２Ｑ－ＭＣ－８６

支払 い情報

様

価格

ｙ　３９６

商品 の小計： ｙ　３９６

回送料・ 手数料：　 ｙｏ
－－ －－

注文合計：Ｙ　３９６
Ｗ－ 〃皿皿

ご請 求額 ：ｙ　３９６

２０２０年６ｊｌ １３ 日： ｌ，１　３９６

請求 先住所レ

蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫回１ 南あわじ市　松帆古津路
２８０－１

｜

クレ ジッ トカ ードへの 請求

注：えの状２を確認する１ は、 ＩＦＩＲ ま１メｑ さをご覧くだ さい。

皿・．｜ プライバシー規約 ０１ ９９６－２０２０，Ａｍａｚｏ ｎ． ｃｏｍ， ｌｎｃ． ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｎｌ ｉａｔｅｓ



１

９１１９皿ｃｏＪｐ
注文番号５０３・８６８３６６５－４３４１ ４５２の領収書

このページを印刷してご利ＲＩ ください。

発行 日： ２０２１ 年４ＪＥ１４日
注文 日： ２０２０年へへ　ＪＥ１　１６日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ，ｊｐ　ｊ圭 文香９：　５０３－８６８３６６５－４３４１ ４５２
ご請求額 ：ｙ　８，９７２

２０２０年へへ叭へ１日に発送済み

ｊＥ文商品

１ぬ ブラザー レーザープリ ンター
販甃：アマゾンジャパン台同会社

コン ディ ショ ン： 新品

がモノクロぽーム２３３Ｅ）りＯＦ／Ｗ／ｍ ■日同｜』タ

お届 け先 住所：

蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫県南あわじ市松帆古津路２８ｐ－１

Ｅ送方法
お急ぎ便

ま，払い方法，；

支払い情報

様

価格

ｙ　８， ９７２

商呂の小計： ｙ　８，９７２
Ｓ送料・ 手数料：　　 ｙｏ

ミ～ 一－

注文合計 ：ｙ　８，９７２
一一一

ご請求額 ：ｙ　８，９７２

２０２０年１ １ＪＥ１ １７ 日： ぶ８，９７２

ゾ

請求先住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

ＪＥｉ庫ｌ南あわじ市　松帆古津路
２８０－１

クレジッ トカードへの請求

き文の状・を確Ｓするには、翕Ｔ夕潮卷をご覧ください。

禾Ｉ＼Ｗ４，ＭＩ プライバシー酋釣 ０１ ９９６－２０２０，Ａｍａｚｏｎ． ｃｏｍ， ｌｎｃ． ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｆｌ ｌｉａｔｅｓ



１

ａ！５１０ｒｔｃｏＪｐ’
ま文 番号 ５０ ３－７２ ３１ ６６５－７７８９４６０の 領収書

このページを目瑁｜１ １・てご利ＩＨください。，

発ｆｉ日 ：２０２１年４Ｊ１４日
注文 日： ２０２０年１ りＥ１２７日

Ａｍａｚｏｎ ，ｃｏ，ｊｐ 注又 番号 ：５ ０３－７２３ １６６５－７７８ ９４６０
ご請求額 ：ｙ　５，７６３

２０２０年へへ　Ｊｉ　２７ 日に発送済み

１１文商 ，Ｓ

へ　４　Ｃａｎ凹 純：ｉＥ インクカートリッジ８Ｃ－３６ａ〉ａ． ブラック 大容量タイプ
Ｒｉｉ： アマゾンジャパン合回会社

コン ディ ション： 新ａ

Ｉ　Ｊｌｌ　Ｃａｎｏｎ　純ｉＥインクカートリ ッジ ８Ｃ－３６ブＸ１ ３色カラー大容量タイプ
Ｓｉ：アマゾンジャパン台回■社

コンディション： 新ａ

おｉ け先 住Ｒｌｉ：
蛭子　智彦
６５６・０３０４

ＪｉＥ庫■南あわ じ市松帆古津跡２８０－へ

ｉ２き方 法：
お急ぎ便

吉， 払， い，方， 法，；

支祉い情報

，様

．ｙ　２， ８ｊ１５

大Ｊ加・・

商ａの小計： ｙ５，７ａ・
ｉｌ送料一手数料：　　 ＸＯ

－

ｉｌ文合計いｒ・Ｓ。 ６９一
－

ご請求額：こ。こ－５，７８Ｓ　・

２０２０年１ リ１ ２７ 日： ｙ　５， ７６３

請求先住 Ｆｇｉ　：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫県南あわじ市
２８ ０－１

松帆ぢ津路

クレジッ トカードへの請求

きズの４犬況を確認するに は、 ぽ文内容をご■ください。

ｌｊ１１１豹 ｜プライバシーｌｌｊ　ｅ１９９６－２０２０，Ｍｌａｚｏｎ．ｃｏｍ， ｌｎｃ　ａｎｄ　ｈ　ａｆｉｌｉａｌｅｓ



ａ９そｏｎ；ｃｏＪｐ
霆フタこ番そ５０３－９０２９２０４－４７３２６４５の領収書

この弖ニジを日ｌ ｌｌしてご利ｍくださしｙ

発行 日： ２０２１ 年３ Ｊｉ ３０日

注文 日： ２０２０年１ １Ｊ１２７日

Ａｍａｚｏｎ，ｃｏ，ｊｐ 注文番号 ：５０３－９ ０２９２０４－４７３２６４５
ご請 求額 ：ｙ　７，０００

２０２０年へへ　Ｊｉｌ　３０ 日に発送済み

ま文商呂

１点 Ｃａｆ７ｏｎ プリンタ－Ｍインクジェッ ト複合機 ＰＩＸりＳ　ＴＳ５３３０ ブラック ２Ｑ ７９年モデル
！ｉヨ¶５：　Ｐ（ンＲｅｕｓｅ ｛ＨＩ品者のプロフィール｝

コンディション： 中古ｉ一 非常に良い
・インクカー トリッジ は付属してお りません。頻作確認済み。 中古品のため Ｓ少の擦り傴、使 ＪＩ≡｜感があります。付属ａ ：電Ｓコード、ＵＳＢケ
ーブル、 マニュアル、 セットアップＣＤ，ＲＯＭとなります。

お届 け先住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫Ｓ南あわじ市松帆古津路２８０－１

回送方法

通常Ｒ送

支払 い方法：

支払 い情報

商品の小計

Ｅ送料・ 手数料

様

価格

￥

７，０００

￥７，０００
ｙｏ

一一

注文合計 ：ｙ　７，０００
－

ご請求額 ：ｙ　７，０００

２０２０年１ １Ｊ１３０日 ：ｙ　７， ０００

請求 先住 Ｓｉ：
蛭子　智恵

６５６－０３０４

ｇ庫県南あわじ市　松帆古潭Ｓ
２８０－１

クレ ジッ トカ ードへの 請求

きズ の状Ｓを確Ｓするには 、注文内容をごＸくだ さい。

手１ｌｍ規約 ｜プライバシー規約０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，ｌ ｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｍｌｉａｔｅｓ



ｍａｉｏｎ・ｃｏｊｐ
Ｍ，←゛ダ、・

ま文番号５０３，９５０８９５２－６８７８２５１の領収書（再発１うこ）
こｊ］どＳこ二回＿をぷ｜Ｘに７び１ｌ ｍく ださ い。

再発行日 ：２０２１年４ｙｌ４日
注文 日： ２０２０年１ ２１１１ ４日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ 注’攵番号： ５０３－９５０８９５２－６８７８２５１
ご請求額 ：ｙ　３，４５７

２０２０年１ ２ｊ１１ ４日 に発送済み

注文商品

１ぬ コクヨファイ ルリ ングファ イル スリ ムスタイ ルＰＰシート表紙 メ１ ４　２２Ｑ枚 透明 フーぴＲＦＣ４３０７
’‾　　 －　　　 ’　 一一一一ふｊ

５ぬ セッ トの へ点 目－
ＬＧ・Ｐ・Ｙ

５ぬセッ トの ２点 目－
ＬＧ ・Ｐ ・Ｙ

５ぬ セッ トの ３点 目－

Ｌｇｊ＿Ｐ・Ｙ

５ぬセットの４点目－

５ぬセットの５点 目－

ｌｉａ送 方法：
お急ぎ便

様

価格

￥

２７４

Ｘ

３０８

ｙ

３７９

ｙ

３０８

ｙ

３０８

Ｘ

３７６

ｙ

３７６

ｙ
ｔ

３
　
　
ｙ
’
３

ｎ
Ｊ
　
　
　
　
３

販売：アマゾンジャパン合回会社

コン ディ ション： 新品

１ぬ コクヨファイルリングファイル スリムスタイル／＝）Ｐシート表紙 ，４４　２２Ｑ枚 黄フーＵＲＦＣ４３０ｙ

Ｓ売：アマゾンジャパン合回会社

コンディション： 新ａ

１ぬ コクヨファイルリングファイル スリムスタイルＰＰシート表紙八４　２２Ｑ枚 青フーむ／ＲＦＣ４３ＱＩ．８
一一一

一一一

販売 ：アマゾンジャパン合同会社

コンディ ション： 新品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

１ぬ コクヨファイルリングファイル スリ ムスタイルＰＰシート表紙 メ１４　２２Ｑ枚 ピンクフーｔノＲＦＣ４３ＱＰ
’回’－　　　　　　 ’－一一－㎜－

ＩＧ・Ｐ・Ｙ
－

販売：アマゾンジャパン合回会社

コンディション： 新品

へ点 コクヨファイ ルリ ングファイル スリ ムスタイルＰＰシー ト表紙八４　２２Ｑ枚 緑フーびＲＦＣ４３ａＧ

ＬＧ・Ｐ・Ｙ
Ｊｉ売： アマゾンジャパン台回会社

コンディション： 新品

１ぬ リヒ トラブリ ングフアイル オルクル １５Ｑ枚な容 ，４４２穴青 Ｆ５０ｇ－８
販売：アマゾンジャパン合同会社

コン ディション■回新品

１点 リヒ トラブリングフアイル オルクル ７５０枚１又容メ１４ ２穴 黄緑 Ｆ５０ｇ－６
販売 ：アマゾンジャパン合回会社

コン ディ ショ ン： 新ｉ

１点 リヒ トラブリングファイル オルクル ７５０枚収容 ・４４２穴赤 Ｆ５のＱ－３
販売：アマゾンジャパン合回会社

コンディ ショ ン： 新品

１ぬ リヒトラブリングフアイル オルクル 四枚収容Ａ４　２六 ＩＬ 白Ｆ５Ｑ ７０－７
販を．アマゾンジャパン合同会社

コン ディ ショ ン： 新品

お届 け先住所：
蛭子　智き
６５６－０３０４

ＪＥｉ庫 ｔ南あわ じ市松帆古津路２８０－へ

２０２０年１ ２Ｊ１１ ４日 に発送済み



ｉｉ 文商 ，Ｓ

Ｉ点 リヒトラブリングファイル オルクル ず５０枚収容Ｍ　２六 黄Ｆ５Ｑ７Ｑ－５
販売 ；・ アマゾンジャパン合回会社

コンディション： 新ａ

お届 け先住所：
・子　 智彦
６５ ６－ ０３ ０４

Ｊ！１庫ほ南あわじ市松帆古津路２８０－へ

配送方法：

お急ぎ使

支払 い方 法：

支払 い情報

価格

ｙ　３７６

商，Ｓの 小計 ：ｙ　３，４５７
１！送料 ・手数料 ：　　 ｙｏ

一一

注文合計 ：ｙ　３，４５７
一一一

ご請求額：ｙ　３，４５７

２０２０年１ ２Ｊヨ１ １４ 日： ｙ　３， ０８へ
２０２０年１ ２Ｊヨヨ１１ ４日 ：　 ｙ　３７６

請求先住所：
Ｓ子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫ほ南あわじ市　松帆古津路
２８０－１　　　　　　　　・

クレ ジッ トカ ードへの 請求

さヌ：の状・を確認するに は、 Ｍ＝ ヌ： １メ９容をご覧くださ い。

皿Ｘ プライバシて規約 ０１ ９９ ６－２０２０ ，Ａｍａｚｏ ｎ． ｃｏ ｍ， ｌｎ ｃ． ａｎ ｄ　ｉｔｓ　ａｆｆｉ ｌｉ ａｔｅｓ



ｌ

ａ９そｏｎ；ｃｏＪｐ゛ Ｖ

注文番号５む３－３８７９４４６－０５８５４２５の領収書
この＿ページをＩＥロ訓してご１ミ１１ ９１ください。

発行 日： ２０２１ 年３ ＪＥ１２５日
注文 日： ２０２０年１ ２ｊｉ１ ７日

Ａｍａｚｏｎ．ｃ ｏ・ｊｐ ｌＥ ：１ 番号 ：５０３－３ ８７９４４６－０ ５８ ５４ ２５
ご請 求額 ：ｙ　８， １００

２０２０年１２ｊＥ１ １７ 日に発送済み

ＩＥ文商品

１点 （１）ｒｏｆ力ｅｒ斜ｉＥ】トナーカートリッジ ７７Ｖ－２９ｊ対Ｊ；ｉ；１１番；ｊり１．－１．２３７５Ｄレｙ、ＨＩ．４．２３３０Ｄ、 ＭＦＣ４．２７５０Ｄ Ｉ・‘１／１
ＤＣＰ－１．２５５ａＤＷ、ＤＣＰ４．２５３５Ｄ他
販売ｌトライアルＣＯｍｆ・品者のプロフィール）

コンディション： 新品

お届 け先 住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫県南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｒ送方法：

お急ぎ便

支払 い方 法：

支払い情報

様

価格

Ｘ

ｙへ００

商品の小計： ｙ　８、へ００
Ｅ送料・ 手数料：　　 ｙｏ

一一

注文合計：ｙ　８、へ００
－－ －－

ご請求額 ：ｙ　８， １００

：２０２０年 １２ ＪＥ１１ ７日 ：ｙ　８， １００

請求 先ｔ 所：
！■子　 智彦
６５６－０３０４

４庫ｌ南あわじ市　松帆古津路
２８ ０－１

クレ ジッ トカード への 請求

注ズの状況を確認するには 、注文自 容をご覧ください。

ＩＩｌｍ規約 ｜プライバシー規む０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ，ｃｏｍ，ｌ ｎｃ．　 ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｇａｔｅｓ



９１ａ４ｏｎ；ｃｏｊｐ’
｀叭 ＪＭ Ｗ； ‘ｉ ｒ，ｉ　　　　‘

庖フダ翁号５０３－０５０１２５２・３６１ ７４６９の領収書
このページをＦロ刷してご禾｜ｌｊｆｌ ください。

発行 日： ２０２１ 年３ Ｊｉ ２５日
注文 日： ２０２０年１ ２Ｊ１２４日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ　■文番号 ：５０３－０５０１２５２－３６１ ７４６９
ご請求額 ：ｙ　８８０

２０２０年１２ｊ　２４ 日に発送済み

注文商品

Ｉ　Ｊａｉ　Ｅ菱鉛筆 ゲルボールベン替おシグノＲ７’プ ａ２８黒 ７Ｑ本むＭＲ８２．２４
販売 ：ア マゾンジ ャパン合 同会社

コン ディショこノー．新品

お届 け先 住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫県南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｒ送方法

お急ぎ便

支祉い方 法：

支払 い情報

様

価格

￥８８０

商品 の小計： ｙ　８８０

Ｒ送料・手数料：　　ｙｏ
－－一一

注文合計 ｙ　８８０

一－一一

ご請求額：ｙ　８８０

：２０２０年 １２ ＪＥ１２４日 ：ｙ　８８０

請求 先住 Ｆヲｉ：
蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

ＪＩ庫ほ 南あわじ市　松帆古津路
２８０－１

クレジッ トカードへの請求

注ズの状況を確認するには、注文内容をご覧ください。

手１ ｌｊｌ規約１ プラ イバシニ盟約 ０１ ９９ ６－２０２０ ，Ａｍａｚｏ ｎ． ｃｏ ｍ， ｌｎ ｃ． ａｎ ｄ　ｉｔｓ　ａＳ ｉａ ｌｅｓ



Ａｄｏｂｅ

６５６－０３０４

南あわじ市市会議員
Ｓ子 回章４

下記の通 り、 領収 いた しま した。

合計金額 ・　　　 １， ７３８　ＦＩ

当Ｒご請求分

領収書

発行日　　２０２１ 年３ｊｌ ２２日
ご請求番号

ご注文番号

１３７３２９４２３０

７０ ３５ ５７ １１ ３９

クレジッ トカ ードでのお支払い分

ＡＤＯＢＥ

上記登録国外事業きが涓１税を
納める義務を負います。

内容 単・ （税Ｓり 、ＦＩ） 齔ｌ ｔＳ （税・、 Ｒ）

ＩＳ３２７３ｒ　ＭＬＰ版 Ａｄｏｂｅ　Ａｃｒｏｂａｔ　Ｐｒｏ　サブスク リプシヨ ン（年間プラ ンｌｉ４払

い）

｜

／

１， ５８０

１

¶

１

１

１， ５８０

「

Ｓ

Ｊ

／ｈｌ十 Ｉ　 Ｆ； Ｑ「

税 １５１

送料 Ｃ

合計 （税Ｒ） １， ７３１

備考欄

ＣＩ

ＬＴＤ



Ａｄｏｂｅ

６５６－０３０４

南あわじ市市・議員
蛭子 Ｗ彦様

下Ｅの通 り、 領収 いた しま した。

合計金額

’ｉｊＥＩご請求分
１， ７３８円

領収書

発行 日　 ２０２１ 年２ Ｊヨｉ２２日

ご請求番号

ご注文番号
１３５４５１ ７２８５

７０３５５７１１ ３９

クレジッ トカードでのお１：払い９ヽ

ＡＤＯＢＥ　ＳＹＳＴＥＭＳ

上記登録国外事業者が消費税を
納める義務を負います。

内容 単・ （税Ｓり 、ＦＩ） 数量 金額 （税 別、 ＦＩ）

６ａ３２７ｒ　ＭＬＰ版 Ａｄｏｂｅ　Ａｃ ｒｏｂａｔ　Ｐｒ ｏ　サブスク リプシヨ ン（年間 プラ ンｊｌ４払

い）

ｊ

．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

ｊ

－

１， ５８０ １ ，１ ，５８０

１

「

／ＩＸＨ ｌ　ｇＲｒ

税 １５１

送料 Ｃ

合計 （税ｉ！） １， ７３１

備考欄

ＳＴＥＭＳ ＬＴＤ



・　　ｌ

９！１！そｏｎ；ｃｏＪｐ
注文售号２５０・４５４０４８８る５２８６３６の領収書

このページタＥロ 回１１してご利用ください。

発行 日： ２０２へ年４ Ｊ１ ４日
注文 日： ２０２１ 年３ Ｊｉｌ２９日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ 注文番号 ：２５０－４５４０４８８－６５２８６３６
ご請 求額 ：ｙ　５， ７６３

２０２１ 年３ＪＥＩＩ　２９　日に発送済み

注文商品

１ぬ Ｃａｎｏｎ純ｉＥ インクカートリッジ８Ｃ－３６ ７×１． ３きカラー大容量タイプ
Ｓ売：アマゾンジャパン台同会社

コンディション： 新品

１．ａ　Ｃａｎｏｎ綺：・ インクカートリヽンジ ８Ｃ－３６０×１．ブラック大容・タイプ
Ｓｉ ：アマゾンジャパン合 回自社

コンディション： 新ａ

お届 け先住所：

蛭子　Ｗ彦
６５ ６－ ０３ ０４

ＪＩ庫１ 南あわじ市松帆古津路２８０－１

配送方法
お急ぎ便

支払 い情報

支払い方 法：

請求 先住 Ｓｉ：
蛭子　智彦

６５６－０３０４

兵庫ほ南あわ じ市
２８ ０－１

松帆古津路

クレジッ トカードへの請求

き文の状■を確Ｓするには、注文内容をご覧ください。

様

価格

ｙ　２，８４５

￥２，９１８

商，Ｓの小計 ：ｙ　５， ７６３

Ｓ送 料・ 手数料：　　 ｙｏ
一一

注文合計： ｙ　５， ７６ ３’

－一 一一一

ご請求額 ：ｙ　５，７６３

２０２１ 年３ ｊＥ１２９日 ：ｙ　５， ７６３

１ｌｍＭ約｜ プでンイバシー規め０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ，ｃｏｍ，ｌ ｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｉｌｉａｔｅＳ



１

９５０ｎ，ｃｏＪｐ
霆二丈番号２５０－５２４３４７４－６５３８２６４の領ＪＩ又き

このページを日】ｉｌしてご瓱ｇｌください。

発行 日： ２０２１ 年４ＪＥＥ１ ４日
注文 日： ２０２へ年３ Ｊ１ ２９日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ 注文番号 ：２５０－５２４３４７４－６５３８２６４
ご請 求額 ：ｙ　８， ８００

２０２１ 年３Ｊヨ１２９日 に発送済み

ま文商品

１点 【ｂｒｏがｌｅｒ綺ｉＥ】 トナーカートリッジ７ｊＶ－２９Ｊ　対応１１番力ａ．２３７５ＤＫ　ＭＩ．４．２３３ＱＤ、砧ＦＣ－Ｌ２７５０ＤＶＶ　、、
ＤＣＰ－ｔ２５５０ＤＷ． ＤＣＰ－１２５３５Ｄ他
ｉｉ■： ＭＩＴｓトｔｏＰ ｛肖ｉ賓のプロフィール｝

コンディション： 新品
糾ｉＥ品 にな りま す。

お届 け先住所 ：　　・

蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫ほ南あわじ市松帆古津路２８０－１

配送 方法：
マケプレ お急ぎ便

支払 い方 法：

ま祉い情報

，様

価格

￥

８，８００

商，Ｓの小計：ｙ　８，８００
Ｅ送料・ 手数料：　　 ＸＯ

一一

注文合計 ：ｙ　８， ８００
－

ご請求額 ：ｙ　８，８００

２０２１ 年３ Ｊ≡１２９日 ：ｙ　８， ８００

請求先住 Ｒｌｉ　：
蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫ｌ南あわじ市　松帆古津路
２８ ０－１

クレ ジッ トカードへの 請求

遘。文の 状・を確認するに は、 注文 内容をご覧ください。

ＭＩＭＩＭＪ　Ｉ　プライバシー ガ１ね０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，ｌ ｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｆｉｌｉ ａｔｅｓ



ｉ

９１１１そｏｎ，ｃｏＪｐ゛
こ文 罷号 ５０ ３・ ０７２５９２ｙ７ １７ ３４ ５５の領 収書

このページ靭ヨ回礼てご年１１ 用くださ い。

発行 日： ２０２１ 年４ Ｊ９ ４日
注文 日： ２０２１ 年３ Ｊ９ ２９日

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏ・ｊｐ 注文番号 ：５０３－０７２５９２９－７１７３４５５
ご請求額 ：ｙ　３８，８２９

き文商品

１ぬ 一太郎２０２７プラチナ通常版
販売：アマゾンジャパン合回会社

コン ディ ショ ン： 新品

お届 け先 住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

兵庫県南あわじ市松帆古津路２８０－１

回送 方法：

お急ぎ便

２０２１ 年３ｊＥ１２９日 にき送済み

支払 い情報

，様

価格

ｙ　３８，８２９

商呂 の小計： ｙ　３８ ，８２９
Ｅ送料・ 手数料 ￥ｏ

～－ －＝－

注文合計：ｙ　３８，８２９
一一

ご請求額 ：ｙ　：！８，８２９

２０２１ 年３ Ｊ１ ２９ 日： ｙ　３８ ，８２９

請求 先住 所：

蛭子　智彦
６５ ６－ ０３ ０４

兵庫ｉ南あわじ市　松帆古津路
２８０－１

クレジッ トカードへの請求

注：タ：の状Ｓを確認するには、注文１ブ９ 容をご覧ください。

ｊ・囲規約１ プライバシー塘約 ０１ ９９６－２０２０，Ａｍａｚｏｎ。 ｃｏｍ， ｌｎｃ． ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｎｌ ｉａｔｅｓ


