
29292929 年年年年 月月月月 日日日日

 住所地 住所地 住所地 住所地

 お客様名フリガナ お客様名フリガナ お客様名フリガナ お客様名フリガナ

 お客様名 お客様名 お客様名 お客様名

（営業所名も記入）

ｶﾞｿﾘﾝ 軽油 灯油 ｵｲﾙ 洗車 ﾀｲﾔ ﾊﾞｯﾃﾘ その他 － ｴｺ燃料

例例例例 名古屋名古屋名古屋名古屋 ああああ ×××× ○○○○ ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

1111 姫路姫路姫路姫路 いいいい 〇〇〇〇 〇〇〇〇 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

2222 姫路姫路姫路姫路 うううう 〇〇〇〇 ×××× ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

3333 姫路姫路姫路姫路 ええええ ×××× 〇〇〇〇 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

4444 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

5555 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

6666 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

7777 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

8888 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

9999 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

10101010 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

11111111 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

12121212 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

13131313 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

14141414 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

15151515 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

兵庫県姫路市神子岡前１－８－２０

全国商工事業協同組合連合会 ０７９－２９９－２３５５

ｶｰﾄﾞ送付先

０：支店

２：組合

ご依頼日：ご依頼日：ご依頼日：ご依頼日： 1111 1111

 お客様コード お客様コード お客様コード お客様コード

担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ） 得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）
ページ ページ中

1111 //// 1111(カード番号)(カード番号)(カード番号)(カード番号)

 FAX番号 FAX番号 FAX番号 FAX番号 079-123-4589079-123-4589079-123-4589079-123-4589 ※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください

5555 －－－－5555 0000 6666 3333 8888

埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇号埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇号埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇号埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇号

社 印
マルマルウンソウ（カマルマルウンソウ（カマルマルウンソウ（カマルマルウンソウ（カ

〇〇運送株式会社〇〇運送株式会社〇〇運送株式会社〇〇運送株式会社

 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号 079-123-4567079-123-4567079-123-4567079-123-4567  ご担当者名 ご担当者名 ご担当者名 ご担当者名                           鈴木　太郎  鈴木　太郎  鈴木　太郎  鈴木　太郎    様    様    様    様

カード発行申込カード発行申込カード発行申込カード発行申込 ※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください

陸 運 局陸 運 局陸 運 局陸 運 局 車種車種車種車種 かなかなかなかな 車両番号車両番号車両番号車両番号
販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分 ドア№ドア№ドア№ドア№

＊必要に応じて記入

100100100100 12-3412-3412-3412-34

300300300300 123123123123

480480480480 4567456745674567

501501501501 8888

給禁入力

　※車両番号が重複した場合は、カード番号に記載する車両番号は重複できないため、９９９９番から減番で設定させていただきます。

ＴＥＬ

U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　 (第2版)(第2版)(第2版)(第2版)

宇佐美使用欄

〒６７０－００５５

カード送付先（固定）カード送付先（固定）カード送付先（固定）カード送付先（固定）

カ
ー
ド
送
付
先

営業 印

住所

会社名

〇〇運送〇〇運送〇〇運送〇〇運送

株式会社株式会社株式会社株式会社



年年年年 月月月月 日日日日

 住所地 住所地 住所地 住所地

 お客様名フリガナ お客様名フリガナ お客様名フリガナ お客様名フリガナ

 お客様名 お客様名 お客様名 お客様名

（営業所名も記入）

ｶﾞｿﾘﾝ 軽油 灯油 ｵｲﾙ 洗車 ﾀｲﾔ ﾊﾞｯﾃﾘ その他 － ｴｺ燃料

例例例例 名古屋名古屋名古屋名古屋 ああああ ×××× ○○○○ ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

1111 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

2222 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

3333 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

4444 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

5555 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

6666 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

7777 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

8888 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

9999 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

10101010 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

11111111 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

12121212 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

13131313 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

14141414 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

15151515 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× ×××× ×××× －－－－ ××××

兵庫県姫路市神子岡前１－８－２０

全国商工事業協同組合連合会 ０７９－２９９－２３５５

ｶｰﾄﾞ送付先

０：支店

２：組合

U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　U1宇佐美カード発行申込書 　　 (第2版)(第2版)(第2版)(第2版)

宇佐美使用欄

〒６７０－００５５

カード送付先（固定）カード送付先（固定）カード送付先（固定）カード送付先（固定）

カ
ー
ド
送
付
先

営業検印

住所

会社名

給禁入力

　※車両番号が重複した場合は、カード番号に記載する車両番号は重複できないため、９９９９番から減番で設定させていただきます。

ＴＥＬ

 ご担当者名 ご担当者名 ご担当者名 ご担当者名                         様                        様                        様                        様

カード発行申込カード発行申込カード発行申込カード発行申込 ※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください※販売可能商品に〇を販売不可商品に×をご記入ください

陸 運 局陸 運 局陸 運 局陸 運 局 車種車種車種車種 かなかなかなかな 車両番号車両番号車両番号車両番号
販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分販 売 可 否 区 分 ドア№ドア№ドア№ドア№

＊必要に応じて記入

100100100100 12-3412-3412-3412-34

 FAX番号 FAX番号 FAX番号 FAX番号 ※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください※社印無きものは、発券致しませんのでご了承ください

5555 －－－－5555 0000 6666 3333 8888

社 印

 電話番号 電話番号 電話番号 電話番号

ご依頼日：ご依頼日：ご依頼日：ご依頼日：

 お客様コード お客様コード お客様コード お客様コード

担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ）担当ＳＳ（6ケタ） 得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）得意先コード（5ケタ）
ページ ページ中

1111 //// 1111(カード番号)(カード番号)(カード番号)(カード番号)


