
パッケージ内容 ※金額は税別

NO.4 日やけ止めスプレー 140g （無香料）

定価 2,600円（税別） 販売価格￥1,690（税別）

ウォータープルーフ SPF50+ PA++++ JANコード [4983049005174]

※什器の展開例です

発注内容 6本パッケージ（ セット）を発注します

発注社名： 担当者：

納入先： 住所：

TEL： FAX：

合 計

本数 御社卸価格

6本 ￥10,140

〈備考〉
・増量版パッケージは初回送料無料。什器を同梱してお届け致します。

・商品補充の際は、1商品につき 1ロット(6本)、ロット単位でのご発注をお願い致します。

・送料は御社入り価格のご発注金額が1万円以上で無料。

1万円未満は送料 700円

（北海道、沖縄県及び一部離島は1,100 円）を承ります。

・什器の組み立ては御社にてお願い致します。

・本パッケージ以外に単品でのご発注も承っております。

・商品詳細はZERO HOLEの商品カタログをご参照下さい。

【什器サイズ： 横幅 450mm ×奥行 350mm ×高さ 45mm】

ご発注者

お問合せ先

ゴルフ場共同購入株式会社 担当：三俣(ミツマタ)

■TEL：03-5577-4369 ■FAX：03-5577-4382

■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

【ご発注書】

ご注文は必要事項をご記入の上、本紙をFAXまたはメールでお送りください。

■FAX：03-5577-4382 ■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp
日本ゴルフ場共同購入株式会社 住所：〒101-0069 東京都千代田区神田司町2-7-6鈴木ビル3階

ゼロホール 2022年限定 増量版スプレー

2022年 月 日

ゼロホールの発売10周年を記念した、2022年限定のパッケージです。

人気の日やけ止めスプレーは髪や頭皮、女性はメイクの上からも

使うことが出来ます。

ご家族や友人とシェアするなど、たっぷり使用することができる

日やけ止めスプレーとしてはトップクラスの大容量版です。

内容・品質はそのままに増量したお得な限定品となります。

※数量限定発売となりますのでなくなり次第終了となります。

mailto:zero-hole@sanko-kk.co.jp


【ご発注書】

※什器の展開イメージです

発注内容 初回限定パッケージ（ セット）を発注します

発注社名： 担当者：

納入先： 住所：

TEL： FAX：

合 計

本数 御社卸価格合計

36 本 ￥40,170

※金額は税別

〈備考〉
・初回限定パッケージは送料無料。什器・POPを同梱してお届け致します。

・商品補充の際は、1商品につき 1ロット(6本)、ロット単位でのご発注をお願い致します。

送料は御社入り価格のご発注金額が1万円以上で無料。

1万円未満は送料 700円（北海道、沖縄県及び一部離島は1,100 円）を承ります。

・什器、POPの組み立ては御社にてお願い致します。

・本パッケージ以外に単品でのご発注も承っております。

・ 什器は数量・品目に合わせたものを同梱致します。

・ 商品詳細はZERO HOLEの商品カタログをご参照下さい。

【什器サイズ： 横幅 600mm ×奥行 320mm ×高さ 400mm】

○№1日やけ止めｸﾘｰﾑ25g(無香料) JANコード [4983049000339]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥2,400 6 本 ￥9,360

○№1日やけ止めｸﾘｰﾑ48g(無香料) JANコード [4983049000346]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,500 6 本 ￥5,850

○№4日やけ止めスプレー JANコード [4983049000827]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,800 6 本 ￥7,020

○№8日やけ止め塗るｽﾌﾟﾚｰﾌﾛｰｽﾞﾝｼｮｯﾄ JANコード [4983049000834]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,800 6 本 ￥7,020

○№20薬用アフターローション JANコード [4983049000384]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,300 6 本 ￥5,070

○№96日やけローション JANコード [4983049000391]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,500 6 本 ￥5,850

ゼロホール 初回限定パッケージ 2022年版

2022年 月 日

ご注文は必要事項をご記入の上、本紙をFAXまたはメールでお送りください。

■FAX：03-5577-4382 ■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

日本ゴルフ場共同購入株式会社 住所：〒101-0069 東京都千代田区神田司町2-7-6鈴木ビル3階

お問合せ先

ゴルフ場共同購入株式会社 担当：三俣(ミツマタ)

■TEL：03-5577-4369 ■FAX：03-5577-4382

■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

パッケージ内容 ※金額は税別

mailto:zero-hole@sanko-kk.co.jp


NO.1 日やけ止めｸﾘｰﾑ 25g（無香料）

ウォータープルーフ SPF50+ PA++++ JANコード [4983049000339]

NO.4 日やけ止めスプレー 50g （無香料）

ウォータープルーフ SPF50+ PA++++ JANコード [4983049000827]

NO.8 日やけ止め塗るｽﾌﾟﾚｰﾌﾛｰｽﾞﾝｼｮｯﾄ60g（無香料）

ウォータープルーフ SPF50+ PA++++ JANコード [4983049000834]

※什器の展開例です

発注内容 初回限定パッケージ（ セット）を発注します

発注社名： 担当者：

納入先： 住所：

TEL： FAX：

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,500 6 本 ￥5,850

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,500 6本 ￥5,850

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,800 6 本 ￥7,020

合 計

本数 御社卸価格合計

24本 ￥25,740

※金額は税別

〈備考〉
・初回限定パッケージは送料無料。什器・POPを同梱してお届け致します。

・商品補充の際は、1商品につき 1ロット(6本)、ロット単位でのご発注をお願い致します。

送料は御社入り価格のご発注金額が1万円以上で無料。

1万円未満は送料 700円（北海道、沖縄県及び一部離島は1,100 円）を承ります。

・什器、POPの組み立ては御社にてお願い致します。

・本パッケージ以外に単品でのご発注も承っております。

・什器は数量・品目に合わせたものを同梱致します。

・商品詳細はZERO HOLEの商品カタログをご参照下さい。

【什器サイズ： 横幅 450mm ×奥行 350mm ×高さ 45mm】

ご発注者

NO.20薬用アフターローションさっぱりクール（無香料）

医薬部外品 鎮静効果 JANコード [4983049000384]

単価（定価） 本数 御社卸価格

￥1,800 6 本 ￥7,020

【ご発注書】

ゼロホール 初回限定パッケージ 2022年版
2022年 月 日

ご注文は必要事項をご記入の上、本紙をFAXまたはメールでお送りください。

■FAX：03-5577-4382 ■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

日本ゴルフ場共同購入株式会社 住所：〒101-0069 東京都千代田区神田司町2-7-6鈴木ビル3階

お問合せ先

ゴルフ場共同購入株式会社 担当：三俣(ミツマタ)

■TEL：03-5577-4369 ■FAX：03-5577-4382

■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

パッケージ内容 ※金額は税別

mailto:zero-hole@sanko-kk.co.jp


商品 JANコード 定価/単価 １ロット（6本） ロット数 御社入り金額

№1 日やけ止めｸﾘｰﾑ 25ｇ（無香料） 4 983049 000339
1,500
￥975

5,850

№1 日やけ止めｸﾘｰﾑ 48ｇ（無香料） 4 983049 000346
2,400
￥1,560

9,360

№3 日やけ止めｼｰﾄ 10枚入り 4 983049 000322
520
￥338

2,028

№4 日やけ止めｽﾌﾟﾚｰ 50ｇ 4 983049 000827
1,500
￥975

5,850

№8 日やけ止めｽﾌﾟﾚｰ
ﾌﾛｰｽﾞﾝｼｮｯﾄ 60ｇ

4 983049 000834
1,800
￥1,170

7,020

№20 薬用ｱﾌﾀｰﾛｰｼｮﾝ 4 983049 000384
1,800
￥1,170

7,020

№96 日やけﾛｰｼｮﾝ 4 983049 000391
1,300
￥845

5,070

NEW！
№4 日やけ止めｽﾌﾟﾚｰ 140ｇ

4 983049 005174
2,600
￥1,690

10,140

小計

消費税

合計

2022年 月 日

〈備考〉

・「№4 日やけ止めｽﾌﾟﾚｰ 140ｇ」は、2022年限定商品です。

在庫なくなり次第、終了となります。あらかじめご了承ください。

・各商品 1ロット(6本)、ロット単位でのご発注をお願い致します。

・送料は御社入り価格のご発注金額が1万円以上で無料。

1万円未満は送料700 円（北海道、沖縄県及び一部離島は1,100 円）を承ります。

・什器・POPを同梱してお届け可能です。ご入用の場合は、お申し付けください。

什器、POP の組み立ては御社にてお願い致します。

・商品詳細、陳列什器はZERO HOLEの商品カタログをご参照下さい。

発注社名： 担当者：

納入先： 住所：

TEL： FAX：

ご発注者

※金額は税別

ゼロホール 商品ご発注書 2022年版

ご注文は必要事項をご記入の上、本紙をFAXまたはメールでお送りください。

■FAX：03-5577-4382 ■MAIL：mitsumata@golf-ngk.or.jp

日本ゴルフ場共同購入株式会社 住所：〒101-0069 東京都千代田区神田司町2-7-6鈴木ビル3階


