
 ふくろうイベントレンタル版　サンプル帳票集

※サンプル帳票集では、取引先様向けに発行される伝票類、請求書を中心に掲載してします。

※すべてがＡ４サイズの白紙に、罫線やタイトル付で印字されます。

※すべてがモノクロ/カラーのインクジェットおよびレーザープリンタ対応となります。

P. 2・・ 見積書[正] 見積書は正と控、ＦＡＸ送信案内の３つから選択して発行できます。

P. 3・・ FAX送信案内 いずれもＡ４縦。見積入力画面から即時発行、または見積書画面から

まとめて発行できます。

P. 4・・ 出荷指示書 Ａ４縦。受注入力画面から即時発行、または出荷指示書画面から

まとめて発行できます。

P. 5・・ 納品書[正] 納品書は、納品書の正と控、請求書、受領書、(仮)納品書、

P. 6・・ 納品書[控] (仮)受領書の６つから選択して発行できます。

P. 7・・ 請求書 請求書は、1伝票ごとに発行できる請求書です。

P. 8・・ 受領書 いずれもＡ４縦で発行されます。

P. 9・・ (仮)納品書 売上入力画面から即時発行、または納品書画面からまとめて発行

P.10・・ (仮)受領書 できます。

P.11・・ 配送･引取ﾘｽﾄ 受注、発注、売上、仕入のデータから出力されるリストです。

Ａ４横。入出荷予定表画面から出力できます。

P.12・・ 合計請求書[正] 月締めで発行する請求書です。Ａ４で正と控が別々に発行されます。

P.13・・ 請求明細書[正] 合計請求書形式か請求明細書形式かのいずれかを選択できます。

合計請求書は伝票ごと合計が1明細で出力されます。

請求締切した請求先に対して、請求書画面からまとめて発行できます。

P.14・・ 得意先ご案内 得意先別に過去の取引実績を一覧で発行する、ＤＭ用リストです。

売上データから出力されます。

P.15・・ 注文書 Ａ４縦。同レイアウトの「見積依頼書」も発行できます。

発注入力画面から即時発行、または注文書画面からまとめて発行

できます。単価、金額の印字有無は選択できます。

※掲載している帳票はあくまでサンプルのレイアウトとなりますので、導入時点でレイアウトが変更されている場合もあります。

　また印字されている情報に整合性はありません。

※控等、一部掲載を省略している帳票もあります。

※上記以外の帳票でサンプルご希望の場合は、弊社までお問合せください。



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先 有効期限：
〒

TEL：

 小　　　　計 \78,000
消　 費 　税 \6,800
税込合計金額 \84,800

消費税   (軽減 8%) 4,000

税抜金額 (軽減 8%) 50,000

消費税   (課売 10%) 2,800

税抜金額 (課売 10%) 28,000

1 10,000 10,000

運賃 un 販売 (課売 10%)

68,000

小計

10 5,000 50,000

飲料水セット SE1 販売 (軽減 8%)

1坪当たり 1 18,000 18,000

仮設ステージ　H900 0100300 ﾚﾝﾀﾙ 20日 (課売 10%)

備　考

06-2222-XXXX

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別
単　価

品名２
金　額

数　量 単位

お振込み

発行日より１か月

件名 吹田祭りの件 御見積金額
\84,800（税込）

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

御 見 積 書
2023年03月28日 見積No.        71
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2023/04/01(土)10:00 配送

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

564-0028

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

ご担当者： 鈴木　一郎 様

〇〇ビル１０１号 ２０日間

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

( SE001 )

P.2 見積書　正



■　ＦＡＸ送信のご案内 2023年03月29日

見積No.        71

ふくろうレンタル株式会社

枚（本紙除く） 梟　太郎

平素は格別のお引き立て賜り誠に有り難うございます。

掲記の件でファックス送信致しますので、宜しくご査収ください。

ふくろうレンタル株式会社
〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

本社

ふくろう商事株式会社

大阪営業所 御中

ご担当者： 鈴木　一郎 様

FAX番号

送信枚数

件　　 名： 吹田祭りの件

P.3 FAX送信案内



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL： 梟　太郎

 

消費税

運賃
1

飲料水セット
10

仮設ステージ　H900

1坪当たり
1

備考

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

06-2222-XXXX

件名 吹田祭りの件

区分
商　品　名

品名２
数量 ﾁｪｯｸ

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

ご担当者： 鈴木　一郎 様

出 荷 指 示 書
2023年04月01日 受注No.       110
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2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

P.4 出荷指示書



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

消　 費 　税 \6,800

7. レンタル期間が満了すれば、営業時間内に商品をお返し頂きます。もし返却を遅滞された場合には、別途追加料金を頂きます。

8. お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、私どもは一切責任を負いません。

レンタル約款
●レンタル期間延長の場合は必ずご連絡下さい。

●下記のレンタル約款にもとづいて、レンタル致します。

1. この商品は弊社がお客様にお貸しするものです。

2. レンタル期間は、商品がお客様に渡った時から、私どもに戻るまでの期間です。

3. レンタル料金は現金にて前払いでお願い致します。

4. 商品は第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、占有などをする事はできません。

5. レンタル期間中は、中途で返却された場合であっても、レンタル期間中の料金はお返しできません。

6. 商品の返却に際し、通常の損傷以上に商品が損耗、破損していた場合は、修理代金または弁償金を頂きます。

 小　　　　計 \78,000

税込合計金額 \84,800

消費税   (軽減 8%) 4,000

税抜金額 (軽減 8%) 50,000

消費税   (課売 10%) 2,800

税抜金額 (課売 10%) 28,000

1 10,000 10,000

運賃 un            販売 (課売 10%)

10 5,000 50,000

飲料水セット SE1           販売 (軽減 8%)

1坪当たり 1 18,000 18,000

件名 吹田祭りの件 合計金額

（税込） \84,800

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ 20日 (課売 10%)

数　量 単位
単　価 金　額 備　考

品名２

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

納 品 書 2023年04月01日 伝票No. 135

Page. 1

2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

P.5 納品書　正



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

納品書(控) 2023年04月01日 伝票No. 135

Page. 1

2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

件名 吹田祭りの件 合計金額

（税込） \84,800

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ 20日 (課売 10%)

数　量 単位
単　価 金　額 備　考

品名２

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

飲料水セット SE1           販売 (軽減 8%)

1坪当たり 1 18,000 18,000

運賃 un            販売 (課売 10%)

10 5,000 50,000

1 10,000 10,000

税抜金額 (課売 10%) 28,000

消費税   (課売 10%) 2,800

税抜金額 (軽減 8%) 50,000

消費税   (軽減 8%) 4,000

94.87% 税込合計金額 \84,800

 原　 価 　計 4,000 小　　　　計 \78,000

粗　 利 　計 74,000 消　 費 　税 \6,800

粗　 利 　率

P.6 納品書　控



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

サイン

10

運賃 un            販売

1

備　考

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ

1坪当たり 1

数　量 単位

飲料水セット SE1           販売

件名 吹田祭りの件

下記の通り、受領いたしました

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

品名２

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

受 領 書 2023年04月01日 伝票No. 135
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2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

P.7 受領書



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

お振込先： 三井住友銀行 当座        

ふくろうレンタル株式会社

 小　　　　計 \78,000

消　 費 　税 \6,800

税込合計金額 \84,800

消費税   (軽減 8%) 4,000

税抜金額 (軽減 8%) 50,000

消費税   (課売 10%) 2,800

税抜金額 (課売 10%) 28,000

1 10,000 10,000

運賃 un            販売 (課売 10%)

10 5,000 50,000

飲料水セット SE1           販売 (軽減 8%)

1坪当たり 1 18,000 18,000

件名 吹田祭りの件 合計金額

以下の通り請求いたします。 （税込） \84,800

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ 20日 (課売 10%)

数　量 単位
単　価 金　額 備　考

品名２

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

請 求 書 2023年04月01日 伝票No. 135
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2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

P.8 請求書



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

消　 費 　税

7. レンタル期間が満了すれば、営業時間内に商品をお返し頂きます。もし返却を遅滞された場合には、別途追加料金を頂きます。

8. お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、私どもは一切責任を負いません。

レンタル約款
●レンタル期間延長の場合は必ずご連絡下さい。

●下記のレンタル約款にもとづいて、レンタル致します。

1. この商品は弊社がお客様にお貸しするものです。

2. レンタル期間は、商品がお客様に渡った時から、私どもに戻るまでの期間です。

3. レンタル料金は現金にて前払いでお願い致します。

4. 商品は第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、占有などをする事はできません。

5. レンタル期間中は、中途で返却された場合であっても、レンタル期間中の料金はお返しできません。

6. 商品の返却に際し、通常の損傷以上に商品が損耗、破損していた場合は、修理代金または弁償金を頂きます。

 小　　　　計

税込合計金額

1

運賃 un            販売

10

飲料水セット SE1           販売

1坪当たり 1

件名 吹田祭りの件 合計金額

（税込）

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ

数　量 単位
単　価 金　額 備　考

品名２

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

(仮)納 品 書 2023年04月01日 伝票No. 135

Page. 1

2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

P.9 仮　納品書



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

納入先
〒

TEL：

サイン

10

運賃 un            販売

1

備　考

仮設ステージ　H900 0100300       ﾚﾝﾀﾙ

1坪当たり 1

数　量 単位

飲料水セット SE1           販売

件名 吹田祭りの件

下記の通り、受領いたしました

商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

品名２

登録番号：T1234567890123      梟　太郎

( SE001 ) お振込み

565-XXXX

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
ふくろうレンタル株式会社

〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-2222-XXXX

吹田イベント広場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

ふくろう商事株式会社 2023/04/20(木)12:00 引取

大阪営業所 御中

ご担当者：

大阪府吹田市昭和町１－１ 2023/04/01(土) ～ 2023/04/20(木)

鈴木　一郎 様

(仮)受 領 書 2023年04月01日 伝票No. 135

Page. 1

2023/04/01(土)10:00 配送

564-0028

〇〇ビル１０１号 ２０日間

P.10 仮　受領書



発行日 2023年03月28日

〒

取引銀行

当座
当座 7654321
普通 1234567

下記の通りご請求申し上げます。

2023/04/01

2023/04/10

＊ 税抜金額 (軽減 8%) ＊ 50,000

＊ 消費税   (軽減 8%) ＊ 4,000

＊ 税抜金額 (課売 10%) ＊ 38,000

＊ 消費税   (課売 10%) ＊ 3,800

年月日 伝票番号 御買上額 消費税 御入金額 納入先

135 78,000 6,800 吹田イベント広場

136 10,000 1,000

伝票件数

88,000 7,800 95,800 2

三菱東京UFJ銀行
ふくろう銀行

前回請求額 御入金額 調整額 差引繰越額 今月御買上額 消費税 今回請求額

〇〇ビル１０１号 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

(SE001         ) 三井住友銀行

合計請求書 Page. 1

締日 2023年04月末日

564-0028
ふくろうレンタル株式会社

大阪府吹田市昭和町１－１ 〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

ふくろう商事株式会社

大阪営業所 御中 登録番号：T1234567890123      梟　太郎

P.11 合計請求書　正



〒

担当者：　
取引銀行 当座

当座 7654321
普通 1234567

下記の通りご請求申し上げます。

仮設ステージ　H900

飲料水セット

運賃

消費税

消費税

テント　2×3

消費税

＊税抜金額 (課売 10%) ＊

＊消費税   (課売 10%) ＊

＊税抜金額 (軽減 8%) ＊

＊消費税   (軽減 8%) ＊ 4,000

50,000

3,800

38,000

(課売 10%)
1,000

税掛伝

(課売 10%)
136 1 式 10,000 10,000  

2023/04/10 掛売上 0000          ﾚﾝﾀﾙ

(軽減 8%)
4,000

税掛伝

(課売 10%)
2,800

税掛伝

(課売 10%)
1 10,000 10,000  

掛売上 un            販売

(軽減 8%)
10 5,000 50,000  

掛売上 SE1           販売

(課売 10%) 吹田イベント広場

135 1 18,000 20日 18,000  
2023/04/01 掛売上 0100300       1坪当たり ﾚﾝﾀﾙ

伝区 コード 規格・型番 納 入 先

伝票No 品　　　　名 数　量 単位 単　価 期間 金　額 備　　考
年月日 種別

前回請求額 御入金額 調整額 差引繰越額 今月御買上額 消費税 今回請求額 伝票件数 ふくろう銀行

88,000 7,800 95,800 2

564-0028
ふくろうレンタル株式会社大阪府吹田市昭和町１－１

〇〇ビル１０１号 〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行

請　求　書 締日 2023年04月末日 Page. 1

発行日 2023年03月28日

ふくろう商事株式会社 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
大阪営業所 御中

(SE001         ) 登録番号：T1234567890123      梟　太郎

P.12 請求明細書　正



配送・引取リスト
配送日： 2021年02月14日 2021/02/10作成

配送No： 1 ページ: 1

 

No 時刻 配送/引取先TEL 配送/引取先名 得意先/仕入先名 配送メモ 伝票 品名 ＋ 品名２ 倉庫略名
出入 区分 配送/引取先〒 配送/引取先住所 伝票No-行No 種別

配送担当者名 得意先/仕入先TEL 数量
1 10:00 06-2222-XXXX 吹田イベント広場 軽トラック1台 売上 本社倉庫

出 配送 565-XXXX 83-1 ﾚﾝﾀﾙ
梟　太郎 [得]06-XX-7777 1

売上 本社倉庫
83-2 ﾚﾝﾀﾙ

2
売上 本社倉庫
83-3 ﾚﾝﾀﾙ

1
売上 本社倉庫
83-4 ﾚﾝﾀﾙ

2
売上 本社倉庫
83-5 ﾚﾝﾀﾙ

1
売上 本社倉庫
83-6 販売

1
売上 本社倉庫
83-7 販売

1

陣太鼓 バチ付

CHK

[得]ふくろう株式会社 まつりセット
大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊

きぐるみ ウサギ　手袋・靴付
き

はっぴ　　祭・青

折畳みステージ
W2140*D1950*H200 キャスター
付 天板木目
持込運賃

設置費

P.13 配送・引取リスト



〒

( SE010 )

ご　案　内
2021年02月10日 ﾍﾟｰｼﾞ：1

お
 
得
 
意
 
先

564-****
ふくろうレンタル株式会社

大阪府吹田市＊＊－＊＊－＊＊
〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

ふくろう株式会社 御中 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444
 
TEL： FAX：

単位 日数

いつもお世話になっております。
昨年は以下のレンタルをご注文いただき、誠にありがとうございました。
本年もまたイベントの時期が近づいてまいりましたが、いかがでしょうか。
新商品も多数取り揃えておりますので、是非ご検討ください。

2日
W2140*D1950*H200 キャスター付 天板木目

下記は、2021年02月01日～2021年02月28日までのご利用実績です

No. 年月日 伝票No 区分 商品ｺｰﾄﾞ 商　品　名 数　量

1 2021/02/14 83 ﾚﾝﾀﾙ 05
まつりセット

2 ﾚﾝﾀﾙ 0100201
折畳みステージ

1

1 ｾｯﾄ 2日

1

1 式4 販売 9017
設置費

3 販売 un
持込運賃

P.14 得意先ご案内



配達日時：

〒

使 用 日：

回収日時：

取引方法：

直送先
〒

TEL：

 
合　計 \105,000

1 5,000 5,000

飲料水セット SE1           販売

100,000 100,000

備　考
品名２

簡易ステージ台 0100501       ﾚﾝﾀﾙ

単　価 金　額
商　品　名 商品ｺｰﾄﾞ 種別

数　量 単位

高さ450mm　天板ｶｰﾍﾟｯﾄ付き 1

梟　太郎

件名 吹田祭りの件

( 0000001 )

565-0805

大阪府吹田市〇〇町１－１
ふくろうレンタル株式会社

〇〇公園 〒001-0001 大阪市北区茶屋町１－１－２

06-1111-XXXX

〇〇祭り会場 TEL: 06-1111-2222　FAX: 06-3333-4444

キツツキ株式会社東北 御中 2023/04/10(月) 配送

ご担当者：

2023/03/29(水) ～ 2023/04/10(月)

 様

注 文 書
2023年03月29日 注文No.        25

Page. 1

2023/03/29(水)10:00 引取

P.15 注文書


