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ａｍａｌ：ｏｎ．ｃｏｊｐ
ＩＭ・りｙＪ Ｉ．，

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏＪｐ　・　まま：・■２４９，５４５６９７９－６２６７８３１

注又番号２４９４４５６９７９・６２６７８３１ の領収書 （肖 ■ぞｉ）

ニのり‾ジを回！Ｌてご１９やお｀゛　 ｌづ ’５ ｛よ クラブ
再発 行日 ：２０２２年３Ｊｉｌ ２２日
注文 日： ２０２２年３ｊｌ １５日
Ａｍａｚｏｎ ．ｃｏＪｐ注Ｚ１ 号： ２４９，５４５６９７９－６２６７８３１
ご請求額：￥　１１ ３，６２６

様

レ　　 十　　　　　　　　　　２０２２年３Ｊヨ１１ ６日 に発送済み

ぶ　 ‥……　　 価格
１　１ｉ″ＵＳＢ　Ｃ　八ブ ドッキングステーションｆＱ，ｆｚｌ－１回ｂハブＭ）ｅ－ｃ Ｍ）Ｓ４Ｋ珎梟鳶ふごつ画ｉＳ・・ｌｔ　 ｔノお７Ｗ快速充電７００ＱＭｂｐｓインサーネット接続 Ｖａ４　３゛ｔ／Ｓ８ａ０　３．５ＭＡ，１オーディオ ７ＦａＳａカードスロット　 ５，０９９
４ｊＳｌｌ・ＣハブＭａｃＢｏｏｋｐｙＱ　ＭａｃＢＯＱｋ　Ｍ　ＩＰｓｌＤｅｇｘＰＳ‘１５　１３．Ｓｌｌｉａｃｅ　Ｇｏ　ｉＳ，よび！！かの加ｅＱデバイ゛ヽか らＪアジ
に対応ｉｌ能なドッキングステーション 嘸Ｃ ヶニニニ ニ… …… ……　 十　　 …　…
ｉ１１ＳｅＳ。ｉｊＰ ｔｌｌｉａ・のプロフィール）　　”

コン ディ ション１ 斬ａ

１ぬ ロジクールワ イヤ レスマウス無線マ ウス Ｐｅｌ）ｂｌｅ　Ｍ３５０ＧｊＶ　■・　静音 グリーン ワイヤレス
ＷｉｎｄＱＷＳ　ｍａｃ　Ｃｌｌｍｍｅ　ｊ４ｎｄｒｏｊｄ　Ｓｕ向ｃｅ　ｚＰａｄ　ＯＳ　Ｍ３５０　国内正規品
飯売 ：アマゾンジャパン合同ま社　　　　　　ノ　　　　　　　‥　　　　ニ

コン ディ ション： ｌａ

Ｉ　Ｊａ　ロジクールワイヤレスマウス無線マウス Ｐｅｌ）１）／ｅ ル１３５ａ８１． 薄型 静音 ブルーワイヤレス ｗｊｎｄｏｗｓ
ｍａｃ　Ｃ１１／て）ｍｅ　ｊ４ｎｄｒｏｊｄ　Ｓｔｊ而ｃｅ　ｊＰａｄ　ＯＳ　ル１３５０国内ｊＥ規品　　　く
販売 ：アマゾンジャパン合回会社　　　 ＩＩ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ－　　　　　　　　　．．

Ｘ

２， ３９４　／

￥

２，３６４　／

コンディ ション・．鼈・

１ぬ ロジクールワイヤレスマウス無線マウス ＰｅＺ，わｊｅ　Ｍ３５ＱＧＲ 薄１！静音グラフアイトワイヤレス　　　　　濔
ｓｎｄｏｌｖｇ． ｍａｃ　Ｃｌｌａ）ｍｅ　ｊ４ｎｄｒｏｊｃｊ　Ｓｔｊがａｃｅ　／Ｐａｄ　ＯＳ　Ｍ３５０　国１ヌｌ ｊＥ規品　　　　　　　　　　　　　２，３６４　／
販売 ：ア　ゾン ジャパン Ｓ回会社　　　　　　　　　　　　　　　　　づ　　プ

莎ン：新ａ　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ３Ｊａｙ ヽ－ダブル電源大容量 Ｕ５ＱＱｍＡｈ　ＳＷｈ　ＳＷり，Ｃｔｈコンセント ３台回時充電 ／ＶＯＶ００ 人気 予　　　ｙ　　　´ム備電源 家庭アウ トドアｉｉｌｉｌ バックアップ電源　ＰＳＥ認証済 ｉＥ弦波 パソコンバッテリー（ＡＣｉ力＋ｔ／Ｓ８ポー１ １，９９９　／
ドｔノＳ８Ｃ ポート） Ｍｓｃ８°ｏＭノ‾トＰＣ４ダｔｊむキャンプからＳ爽までＳぷくほ躍 緊・ＩＷ ｇｌｌｌ席に 卷常 Ｊ　Ｅ　ｙｉｌ
用電源バックアップ電源供給環境にやさしい 省電力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７！゛・　　／
９： Ｏｕ７ｓｈｉ ＳＩ吶フヴ……… …… ｊ・・・　 ・・ ・　　　 ・・ ・・・
コンテ４ ヨン ：新■３　ｉｌ１２；ｐｌｅ　ＭＦＩ認証】 ｊｌコ？ｌｏｎｅ　ＵＳＢ　メ モヽリ ｆ２８Ｇ８　１Ｐｌｌｏｎｅ　ＵＳ８フラッシュドライブ【１０Ｓ　ｆ３／Ｍ／１５対応】ｙ

ミ　 ー　　　 ａ．Ｊ＿ ．＿Ｊふ㎜＝四あ－ａａ．’－９ ９Ｓ９　 －・ ’ｌ ｌ　　　　 ”‾ ‾　‾

；ＭＮ－‘１　ＵｇＳｎ９！ＵＳＢ　３ｊ！ｌｙｐｅ　ＣコネグｉｉＰａｄ　ＵＳＢ１モリーｔノＳＳＣバックアップドライブ Ｓ・゜¶゛ｊｉ１Ｓ肖　　６， １９９　／
高ｉまデータ転送 パス ワード保護外付フラッ シ。ｉメモｊ　ｉＰｈＱｎｅｊｉＰａｄｌｉＰＯｄ！ＭａＣＢＱＱｋ！！Ｓ、ｎｄＳｄｊＰＣ鶚鳬　 ぜ（ げフ
ノコ１１０１０ｓ　ＳＩ／ｃｌ（ ７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｘ

てごｍ二こドｓムｃコンセント３ｔノｓ８ポーＨ４き ｆ８ｏ・スイングプラグ
７ＥＳＳ４１Ｖテーブルタップ たこあしコンセント・ａタップ 回わ 一括スイッチ 雷ｊｌ－ド２Ａ４　　　レダ
・売 ：ＴＥＳＳＡＮ　ＤＩＲＥ□自勧プロ７イ－Ｍ　 ヅ‥ ‥‥ ‥　 ‥‥‥‥ ‥‥ ‥‥Ｉ

コンディション： ■ａ

ｉ点 ｅＭｅｅａｕｎａ　Ｚｊｆｅ　スピーカーフォン ｔ識■マイクス£一ｈ－　ＢＩＵｅｔＱＱ４ｈ対ｔ　ＳｋｙｐｅＺＱＱｍなど対Ｓ
一一 一一　　　　　 －　 ・　 －　 ミ　　 ａａ ＳＳ ａ　 。　 －一 回Ａ Ｓ－ －－　 ．　 ａ　 ａ．

ｙ

２，８４９

４い

ｙ
Ｗ　 ＷＳ Ｓ９　 ミ‾ ‾‾ ミ‾　‾

ノイズキヤンセリング Ｖｂ，ｃｅＭ技術 オンライン会議テレワーク 在ｔ ウェブ会議ビデオ会議 ＰＣマイクｗｅ６　７，９９９
１１１スピーカー Ｓ力「ＳＩ・話・ｌｉｌａｌｔＳきマイク達Ｓ・斡５－４１４りｔｇ；　３６Ｑ‘Ｓ・むＳ８６４１ＺＸ接・　 ダ　　ノ
ＦａｃｅＳｅ通話アプリ舫 ブルー　　 ＼　 Ｔ　 ◇八 十‥ ‥‥‥ユ ‥　 ‥‥‥
Ｍ： ｅＭｅｅｌＤＩｒｅｃｔＪＰａｌ朷］７イール）　 ‥‥‥‥‥‥　　 ‥‥‥‥‥十

Ｊ　　　　　　　　　　　　　　　　　－

コンディション： 齟　　 ▽　　　　　 ＼　　　　　　丁

おＪｉけ先住 ｉｇｉ：
太ｌ康文

ＷＩ。・－。。・

回送力法：
おきぎ便

ノ

／

１／２



２０２２／０３／２２　２１ ：５３

マ

Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｊｐ一 注文Ｓ号 ２４９－５４５６９７９－６２６７８３１

２０２２年３ＪＥ１１ ６日 に発送済み

リュ ック ビジネス リュ ック バックパック リュックサック大容量 防水 ３Ｗａｙ　ＵＳＢ充電ポート
盗難防止 ヅ５，６インチＰＣリ ュック１機能 撥水加工 耐衝撃人気ｉｉ勣 ｉ！ 旅行 通学 メンスお ６，９９９

しやれ
売ｍ

コンディション； 新１

お届 け先 住所；
太・康文
あ㎜

３ぶ、ｊｏ， ガフ

支払い情報

商品の小計：

回送料・手数料：
ｉ　１１ ４， ５２６

ＸＯ

一一

鮗ａ　゙７Ｓ
－

ご請求額：ｙ　１１ ３，６２６

１ｍａｍＳ；ぷ

２／２

配送方法：
お急ぎ便

ま祉い方 ま：

犬ＳＳ甦

‾Ｓ求央ｔＳ：
．太・康文
－ｔＩ・１１韲ｌ

クレジットカードへの請求

ｌｉ文の状・を確Ｓするには、 注Ｘ内容をごｌください。

■ｌｌＳ ＩプライバシーｌｌＳ１　９１９９６，２０２９ ．　Ａｍａｚｏｎ．Ｃｏｍ．　１１ｃ．　ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｍｉａｌｅｓ


