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INFORMATION

新規お取引きのご案内

初めてのご注文のお客様へ

新規お取引での流れ

午前8：00から午後8：00
24時間受付
午後8：00以降は翌日扱い

お客様コードNo.のご登録方法

お取引お申し込み前に巻末のカタログ利用規約を必ずご確認ください。

ミスミへのご注文には必ず「お客様コードNo.」（6ケタ）が必要となりま
す。まずはマーケティングセンター［P.2267］へお電話いただき、ご登録の
手続きをお願い致します。

（1）インターネット、FAX、電話のうち、いずれか１つの方法でご注文く
ださい。

（2）ご注文の場合「お客様コードNo.」と「お客様名」を必ずお知らせくだ
さい。

（3）各商品ページの「注文例」を参考に、型式・サイズ・数量などをご指
定ください。
●商品は1個からご注文いただけます。
● ご注文受付は、年末年始を除く月曜から土曜日と祝日です（巻末カ
レンダーをご参照ください）。

●電話受付時間
●FAXおよびインターネット

全国どこでも宅配便にて無料配送いたします。

お客様コードNo.をご登録させていただいた際に、お支払い条件も登録
させていただきます。お支払い条件は、「現金払い」、お支払いまでの期
間は「31日以内」にてお願いしております。［P.2273］

お客様コードNo.のご登録

ご注文

ご注文商品送付

お支払い

お客様

マーケティングセンター

お客様

ミスミへのご注文には、必ず「お客様コードNo.」（6ケタ）が必要となります。下記の“ご登録の手順”に沿って
お手続きをお願いいたします。なお、この「お客様コードNo.」のご登録は、初めてのご注文の際に一度だけ行
うものです。一度ご登録いただきましたら、変更がない限りお手続きの必要はございません。

マーケティングセンター［P.2267］にお電話いただき、「新規登録」である
旨、お伝えください。

電話に対応させていただきましたオペレータより、ご登録の手続き、ご注文
の方法、お支払い条件などについてご説明させていただきます。また「お客
様コードNo.ご登録シート」など数枚の登録用紙をお送り致しますので、必
要事項をご記入の上、マーケティングセンターへご返送ください。
●ご注文方法詳細 ［P.2269］
●お支払い方法詳細 ［P.2273］

「お客様コードNo.」のご登録には、通常約1日かかります。ご登録手続き
の完了と「お客様コードNo.」は、手続きをさせていただきましたマーケ
ティングセンターよりお知らせ致します。

※ 法人登録のないお客様、転売を目的とされる商社様のご登録は受け付
けておりません。予めご了承ください。

INFORMATION

お問い合わせ窓口

商品の技術的な質問窓口
商品の技術的な質問やご相談は、FAメカニカル事業グループがお受け致します。
下記のTEL・FAX番号をご利用ください。

商品の技術的な質問やご相談は

ご注文窓口
お客様コードNo.とは？通常のご注文・お取引のご相談は

マーケティングセンターへ！
マーケティングセンターとは、

商品のご注文やお取引きに関するご相談を
お受けする場所です。

全国2ヵ所に設置されており、お客様のご注文をお受けします。
マーケティングセンターでは、ご注文やお取引きに関するお問い合わせ、
さらには商品価格/出荷日時の回答などをお受け致します。どうぞ
お気軽にお問い合わせください。

ご注文の際に必要なお客様固有のコードNo.です。このコードNo.がな
いとご注文をお受けできません。
新規にお客様とお取引きさせていただく場合は、「お客様コードNo.」
のご登録がまず必要となります。
商品をご注文されるときには、この「お客様コードNo.」と「お客様名」で
ご注文ください。
「お客様コードNo.」は、マーケティングセンターでご登録いただけます
（詳しくは［P.2268］の「新規お取引きのご案内」をご覧ください）。お気
軽にご連絡ください。オペレーターが対応致します。

マーケティングセンター
下述の直通番号をご利用ください。

ミスミQCTセンター熊本

ミスミQCTセンター
0120（343）066
0570（034）355

マーケティングセンターで、ご注文をお受けします。
（東京）
〒135－0016　東京都江東区東陽4－1－13　東陽セントラルビル2F
（熊本）
〒860－0012　熊本県熊本市紺屋今町9－6　朝日生命紺屋今町ビル2F

ミスミQCTセンター東京

（株）ミスミ
FAメカニカル事業グループ

TEL：CATALOG■1 03－3647－7300
 CATALOG■2 03－3647－7301

FAX：CATALOG■1■2共通 03－3647－7481
FAXでのご質問は、添付のコミュニケーションカードをご利用ください。 P.2277
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INFORMATION

専用発注書（FAX）のご利用案内

FAXによるご注文は、専用発注書をご用意しております。専用発注書は無料です。
マーケティングセンター［P.2267］へご請求ください。

〈FAX専用発注書サンプル〉

INFORMATION

ご注文の方法 

ご注文の方法
①各商品ページの を参考にして、型式・サイズ・数量をご指定ください。

●商品は1個からご注文いただけます。（一部の商品にパック販売がございます）
●ご注文受付時間は、午前8時から午後8時までです。
　午後8時以降のご注文は、翌日受付とさせて頂きます。
●ストーク（緊急サービス）システムは、ご注文の時間により出荷日が変わります。
②下記の発注方法で、マーケティングセンターへご注文ください。
●お客様コードNo.とお客様名をお忘れなくお知らせください。

＊詳しくは の「カタログのご利用方法」をご参照ください。
  なお、ご注文にあたってはカタログ巻末の利用規約および保証規定が適用されます。あらかじめご了承ください。

ご利用できる発注方法

P.77

宅配便

お客様 ミスミ

ミスミ流通センター
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AM8:00から PM8:00まで

ご注文受付時間

ご注文に便利な発注書をご用意しております。
マーケティングセンター［P.2267］へご請求ください。

1 インターネット

2 FAX

3 電話

※誤発注を避けるために、電話でのご注文は
2件までとさせていただきます。2件を越える
ご発注の場合はFAX、インターネットによる
発注方法をご利用ください。

注文データ

注文請けデータ （お客様ご希望の場合）

＊インターネットでのご注文は
　Web Order System（WOS）からとなります。
　URL → http://ec.misumi.jp/
　（詳細はP.83をご確認ください。）

着信確認書FAX （お客様ご希望の場合、価格・出
荷日を回答します）

*FAX専用発注書（無料）はマーケティング
 センターまでご請求ください。

注文請けデータ (お客様ご希望の場合。但し、特注品お取引
の場合は原則として全てお送りします)

着信確認書着信確認書

FAX発注書

Order
注文例
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INFORMATION

価格・商品のお届けについて
INFORMATION

ご変更・キャンセル・ご返品への対応について 

ご変更・キャンセルへの対応

ご注文の変更やキャンセルへの対応は、商品の出荷日により異なります。変更やキャンセルにつきましては、
マーケティングセンターへご連絡ください。ただし、出荷日等により、ご変更やキャンセルをお受けできない場合もござ
います。

● 在庫品

翌日出荷以降に指定した場合、出荷日前日のPM8:00まで変更・キャンセルができます。
当日出荷に指定した場合、原則としてキャンセルできませんのでご注意ください。

● 実働1日目の発送品 ……… キャンセルできませんのでご注意ください。
● 実働2日目の発送品 ……… 変更・キャンセルは、午前中注文分は同日の正午まで、午後注文分は同日のPM8:00まで行えます。
● 実働3日目以上の発送品 … 下記「製品キャンセル対応表」の基準にて対応させていただきます。
● 緊急サービス（ストークシステム）をご利用の場合のキャンセルにも対応いたします。

【ストークA】　①AM注文分は、同日の午前中は無償、午後のキャンセルは有償となります。
　②PM注文分は、PM5:00まで無償、それ以降は有償となります。

【ストークB・C】　については、下記基準にて対応させていただきます。
【ストークT】　については、キャンセルできませんのでご注意ください。

● 商品キャンセル対応表

注　意
お客様への商品到着日はお届け地域および途中の交通事情・天候状況等により変
動する可能性があります。

土曜、日曜、祝日配達ご希望の場合はマーケティングセンターへご相談ください。

〒230－0035
神奈川県横浜市鶴見区安善町1－1－1 4階

東日本流通センター

〒669－1313
兵庫県三田市福島字宮野前501－53 三田工業団地内

西日本流通センター

ご返品への対応
● 在庫品は、ご返品可能な場合もありますので、マーケティングセンターへご相談ください。
 なお、ご返品される場合、マーケティングセンターがご指定申しあげます場所までのご返送処理は、お客様のご負担になりますの
でご了承願います。
● 在庫品以外の発送品につきましては、寸法指定により製作されるもので、他に転用ができません。ご返品はご容赦願います。
※詳細につきましては、カタログ巻末の「カタログ利用規約第17条」をご覧ください。
●  受注時・出荷時等万全を期しておりますが、万一お届けした商品がお客様のご注文内容と異なる場合は、大変お手数ですが、
マーケティングセンターまでご連絡ください。

金 土 日 月（祝日） 火 水 木 金 土

ご注文 実働1日目 ミスミ休日 実働2日目 実働3日目 実働4日目 出荷

ご注文 ミスミ休日 実働1日目 実働2日目 実働3日目 実働4日目 出荷

ミスミ休日 ご注文 実働1日目 実働2日目 実働3日目 実働4日目 出荷

カタログ出荷日
・サービス

注文日
からの日数

1日目発送

商品

2日目発送

商品

3日目発送

商品

4日目発送

商品

5日目発送

商品

6日目発送

商品

7日目発送

商品

8日目発送

商品

10日目発送

商品

12日目発送

商品

14日目発送

商品

16日目発送

商品

20日目発送

商品
ストークTストークAストークBストークC

当日 × △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出荷日 △ ○ ○
1日目 出荷日 × △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 出荷日 △ ○
2日目 出荷日 × △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × △
3日目 出荷日 × △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 出荷日 △
4日目 出荷日 × △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ×
5日目 出荷日 × △ △ △ △ △ ○ ○ 出荷日
6日目 出荷日 × △ △ △ △ △ ○
7日目 出荷日 × △ △ △ △ △
8日目 出荷日 △ △ △ △ △
9日目 × △ △ △ △

10日目 出荷日 △ △ △ △
11日目 × △ △ △
12日目 出荷日 △ △ △
13日目 × △ △
14日目 出荷日 △ △
15日目 × △
16日目 出荷日 △
17日目 △
18日目 △
19日目 ×
20日目 出荷日

○ △ ×：無償でキャンセルできます。 ：キャンセルできますが有償となります。
料金はご購入単価の40％です。

：キャンセルできません。

ミスミの商品はすべてカタログ記載価格での販売です。仕切り価格の設定はありません。
ミスミの商品は、すべて直販です。お客様には、カタログ記載通りの価格と出荷日で納入させていただきます。直販により不要な流通を排除
し、透明な価格を実現しています。すべての商品の価格を明示しています。なおカタログ価格（表示価格）には消費税は含まれておりません。
●カタログ掲載品のお見積りをお受けしております。
●同じ商品で数量がまとまると価格が安くなる、「数量スライド価格」を適用している商品もあります。
● 価格表の数量ランク範囲外の大口ご注文に対しては、ご希望数量により別途価格・出荷日をお見積りさせていただきます。マーケティング
センター［P.2267］へお問い合わせください。

全国どこでも無料配送します。
● 出荷日とは、ご注文をいただいた翌日から数えて、ミスミ稼働日で
商品が出荷されるまでの日数のことです。

〈出荷日例〉
5日目出荷 ご注文日＋5日 ご注文日の翌日から数えてミスミ実働

5日目が商品の出荷日です。

＊ ミスミ実働カレンダーは巻末に掲載されています。

● 商品の配送料金は、全国どこでも無料です。宅配便にてお客様ご
指定の場所へお送りいたします。

（例）5日目出荷商品をご注文された場合

地域別運送所要日数
お客様へのお届けは、地域により下記のお届け日（出荷日起算）になりますので、ご了承ください。

● 通常出荷品は東日本流通センター、西
日本流通センターの2拠点からの出荷
となります。
● 山間部、離島において一日遅れの地域
がありますのでご了承願います。
● ストーク品等の工場直送品の場合は右
記所要日数が変わる場合がございます
ので、ご了承願います。
●  ご注文の商品が運送所要日数を過ぎて
も届かない場合、また商品運送上のトラ
ブルがございましたら、マーケティング
センターにご連絡ください。

● 運送所用日数はあくまで予定日です。
緊急で到着日をご指定される場合は下
記のサービスをご利用いただけます。
・ ヤマト運輸株式会社様
　宅急便タイムサービス
・ 佐川急便株式会社様
　飛脚TOP便
※ 但し、お客様の費用負担となります。
ご利用の際はマーケティングセン
ターにご連絡ください。

地区……翌日
地区……翌日～2日
地区……2日～3日
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INFORMATION

お支払いについて 
GUIDE  TO  MISUMI  OVERSEAS  SERVICE

海外拠点のご案内

MISUMI　国際ネットワーク

※MISUMI　USA,　INC.へは、アメリカ・カナダからはフリーダイヤルがご利用いただけます。
TEL 1－800－681－7475/FAX 1－800－681－7402

●海外取引に関するお問い合わせは下記までお願いします。
〒135－8458　東京都江東区東陽2－4－43
㈱ミスミ　FAメカニカル事業グループFA国際マーケティング部門
TEL 03－3647－7207
FAX 03－3647－4188

●Please contact:
MISUMI Corporation FA Mechanical Group
4－43, Toyo 2－chome, Koto－ku,
Tokyo, 135－8458 JAPAN
TEL （81）3－3647－7207
FAX （81）3－3647－4188

MISUMI SOUTH EAST
ASIA PTE. LTD.

MISUMI UK LTD.

MISUMI EUROPA GmbH

MISUMI KOREA CORP.

MISUMI E.A. HK LTD.
香港三住有限公司

MISUMI TAIWAN CORP.
台湾三住股 有限公司

本社 FAメカニカル事業グループ
MISUMI Corporation
HEADQUARTERS

MISUMI（CHINA）PRECISION
MACHINERY TRADING CO.,LTD.
米思米（中国）精密机械貿易有限公司

MISUMI（THAILAND）CO., LTD.

MISUMI USA, INC.

担当地域 現地法人名 所在地 国番号 TEL/FAX サービス拠点

アメリカ 北米・中米・南米 MISUMI USA, INC.
1105 Remington Road, Suite B, Schaumburg,
Illinois 60173, U.S.A.

1
847－843－9105

847－843－9107
イリノイ

ヨーロッパ

UK（近隣諸国含む）
・北欧

MISUMI UK LTD.
No.1. The Courtyard, 76－78 High Street
Staines, Middlesex TW18 4DP UK

44
1784－465530

1784－466695
ロンドン

ドイツ（近隣諸国含む）
・中東欧・アフリカ大陸

MISUMI EUROPA GmbH
Katharina－Paulus－Strasse 6, 65824
Schwalbach, Germany

49
6196－7746－0

6196－7746－360
フランクフルト

東南アジア

オセアニア含む MISUMI SOUTH EAST ASIA PTE. LTD.
331 North Bridge Road, #03－01
Odeon Towers, Singapore 188720

65
6733－7211

6733－0211

シンガポール
クアラルンプール
ホーチミン

タイ・インド MISUMI（THAILAND）CO., LTD.
300/24 Moo 1, Eastern Seaboard
Industrial Estate Soi 5, Tambol Tasith, Amphur
Pluakdaeng, Rayong Province 21140, Thailand

66
38－959－200

38－959－202

ラヨーン
バンコク

韓国 韓国全土 MISUMI KOREA CORP.
3804 World Trade Center, 159－1, Samsung－dong,
Kangnam－gu, Seoul, 135－729, Korea

82
2－551－3611

2－551－4811
ソウル

台湾 台湾
MISUMI TAIWAN CORP.
台湾三住股 有限公司

9F-1, No. 126 Nanjing East Road Sec. 4
Taipei 10595 Taiwan R.O.C

886
2－2570－3766

2－2570－3767
台北

中国 中国全土
MISUMI（CHINA）PRECISION
MACHINERY TRADING CO.,LTD.
米思米（中国）精密机械貿易有限公司

16th Floor, Jinling Hai Xin Bldg,
No666 Fuzhou Rd., Shanghai 200001 P.R. China

86
21－6391－7080

21－6391－7085
上海・広州

香港 香港 MISUMI E.A. HK LTD.
香港三住有限公司

Unit 716, 7/F,World Commerce Centre,
11 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong

852
2375－4550

2302－4589
香港

新規登録時に、自動振替または振込みのいずれかをご指定ください。
●「全額現金払い」とさせていただいております。
●集金業務は行っておりません。
●手形・小切手・切手によるお支払いはお受けできません。予めご了承ください。

「自動振替」によるお支払いの場合
公共料金と同じようにお客様指定の銀行からの自動引落しと
なりますので、振込みに行く手間が省けます。
● 毎月のお支払い金額を、毎月定められた日に、お客様指定
の銀行口座から自動的に振り替えさせて頂きます。
●締め日と振替日（次のいずれかをお選びください）。
　1． 月末締め→翌月末払い
　2． 20日締め→翌月20日払い

請求書の「御振込先」
に振込口座番号を表示
しています。

「振込み」によるお支払いの場合
お申し出頂いたお客様の支払日に、請求書記載の「御振込先」
口座まで、ご購入頂いたお客様名にてお振込ください。
●手数料はお客様負担とさせていただきます。
● ミスミでは新規ご登録の際、お客様毎にお振込先口座を設
けさせて頂きます。
●お支払いまでの期間は、31日以内にてお願い致します。

請求書の「お振込先」欄をご確認の上、ご入金のお手続きをお願い致します。

御振込先 みずほ 銀行  第二集中  支店
 当座預金 口座番号 XXXXXXX
 口座名 株式会社　ミスミ



-22751 -22761

INFORMATION

ミスミのカタログ・資料のご請求
FA用メカニカル標準部品カタログ請求カード

こちらの番号へ直接FAXをご送信ください。

●ミスミのカタログのご請求にご利用ください。無料で送付させていただきます。

● 新しいミスミの情報を、確実にお客様にお届けするために、お客様のお名前を一人一人登録させていただいております。
　ご面倒でも複数冊ご希望の場合は、個人ごとにご記入ください。個人宛にお送りいたします。

●太線枠内にご記入ください。

●社名・部課名は略称でなく正式名で、お名前はフルネームにてお願いいたします。

ご記入にあたって

住所
〒

フリガナ 事業部名・工場名

社名

TEL（代表） 株式 上場・店頭

URL

御社に該当する項目に1つ〇印をつけてください。
業　種 業　態 資　本　金 従 業 員 数

1.自動車
2.自動車部品
3.その他輸送機器
4.重電機
5.家電
6.AV機器
7.半導体・周辺装置 
8.その他電気器具
9.精密機器
10. コンピュータ機器・
　　同関連機器
11.OA（事務機）
12.搬送機器

13.出版・印刷・
　　同関連機器
14.工作機械
15.産業機械
16.機械加工
17.化学工業
18.繊維工業
19.食品関連機器
20.通信機器
30.商社
40.学校・官公庁

99.その他

1.完成品（最終製品）

2.アッセンブリ（組立て）

3.部品製造

4.プレス成形加工

5.射出成形

6.自動機・専用機製造

7.自動機・専用機設計
   （メカニカル）

8.自動機・専用機設計
   （エレクトロニクス）
9.プレス金型設計

10.射出成形金型設計

11.プレス金型製造

12.射出成形金型製造

13.FA用制御盤
　  設計製造
99.その他

1.   500万円未満

2.   500万円以上

3. 1000　　〃　　

4. 2000　　〃　

5. 5000　　〃

6.        1億円以上

7.      10　　〃

8.      50　　〃

9.    100　　〃

1.       20人未満

2.       20人以上

3.       50　　〃　

4.     100　　〃　

5.     200　　〃

6.     500　　〃

7.   1000　　〃

8.   5000　　〃　

9. 10000　　〃

部
課
名

フリガナ

お名前

e－mail
送付希望カタログ

  1.　プレス金型用標準部品カタログ
  2.　プラ型用標準部品カタログ
  3.　FA用メカニカル標準部品カタログ
  4.　メカニカル加工部品CD版Cナビ（ガイドブック付）
  5.  FA用エレクトロニクスカタログ
  6.  機械加工用工具カタログ（TOOL－DIRECT）
11.  FA－2DCADデータ（CD－ROM）
※その他（ ）

役  

職

TEL（直通）

FAX（直通）
担当市場 職　　種

  1.　プレス金型
  2.　射出成形金型
  3.　機械設備
  4.　電気機器・設備
  5.　FAソフト
  6.　製品製造
  7.　部品加工

99.　その他

  1.　設計・開発
  2.　工機製造
  3.　基礎研究開発
  4.　生産製造技術
  5.　製品製造（ライン）
  6.　購買・資材
  7.　販売・営業
  8.　検査・品質管理

99.　その他

個人情報の取扱いにつきましては、当社ホームページをご覧ください。→ http://www.misumi.co.jp/utility/privacy.html

ミスミ記入欄 FA用メカニカル標準部品カタログ2009

お願い

FAX  03－3428－0107

FA機器・金型設計製作に必要な部品・各種工具・技術データ等情報を満載

●カタログのご請求は右頁のカタログ請求カードをFAXいただくか、またはお電話でどうぞ。

●無料で送付させていただきます。

※カタログは、新版ごとに商品点数の拡大、価格、出荷日の見直し等が行われますので、常に一番新しい年度版をご利用ください。
資料のご請求、商品についてのご意見はP.2276～2278をご参照ください。

FA用メカニカル標準部品カタログ
2009.5→2010.4

メカニカル加工部品CD版Cナビ
（ガイドブック付）
2009.5→2010.4

プレス金型用標準部品カタログ
2009年度版（2009.6→2010.5）
6月発行予定です。

プラ型用標準部品カタログ
2009年度版（2009.5→2010.4）
5月発行予定です。

機械加工用工具カタログ
（TOOL－DIRECT）
2008.6→

FA用エレクトロニクスカタログ
2009年度版（2009.6→2010.5）
6月発行予定です。
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COMMUNICATION  CARD

コミュニケーションカード
（お問い合わせカード）FAメカニカル事業グループへ直接FAXをご送信ください。

ENTRY  CARD

エントリーカード
＊このカードでカタログ請求はできませんのでご注意ください。

ミスミのカタログを正確にお届けするために、お客様のお名前を登録させていただいております。
ミスミから送られてくる郵便物の宛名に変更があるお客様、また送られてくる情報が不要のお客様はエントリーカードにてご連絡
ください。尚、新規登録をご希望のお客様はカタログ請求カードをご利用ください。

FA用メカニカル標準部品カタログ2009

お願い
カタログに掲載されていない商品（新商品・規格追加など）についてご提案、ご意見をお寄せください。
現在、販売している商品に関してのご質問をお寄せください。
ミスミに対するご意見や、新しいサービスの要望など、ご提案をお寄せください。

※今後の商品化、規格改良・追加の貴重な資料とさせていただきます。

住　　所

フリガナ

社　　名

部 

課 

名

フリガナ

お名前

e－mail

〒

事業部名・工場名

役    

職

TEL（直通）

FAX（直通）

URL

FAX  03－3428－0107FAX  03－3647－7481

このような連絡にエントリーカード（本用紙）をご利用ください。

転勤になりました。 退職しました。

変更 削除登録変更 登録削除

※社名・住所・送付先の変更は「旧社名・旧住所」もご記入ください。

●ミスミから送られてくる情報が不要の方

ご記入方法
太線枠内にご記入ください。
社名・部課名は正式名称（略称ではなく）
お名前はフルネームでご記入ください。

下記番号へ直接FAXを送信してください。
FAX  03－3428－0107

《お客様》 該当するものに　印をつけてください

登録変更

登録削除

社名〔□変更・□訂正〕
住所〔□移転・□表示変更・□訂正〕
□異動・□組織変更・□役職変更
送付先変更〔□転勤・□出向・□その他〕
□その他（ ）
□カタログ、Voiceの送付を中止します

フリガナ

社名

（旧社名）

住所

（旧住所）

役   

職

TEL（代表）

TEL（直通）

FAX（直通）

URL

〒

事業部名・工場名

部 

課 

名

フリガナ

お名前

e－mail

一つ
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

該
当
す
る
項
目
に

担当市場

  1：プレス金型
  2：射出成形金型
  3：機械設備
  4：電気機器・設備
  5：FAソフト
  6：製品製造
  7：部品加工
99：その他

個人情報の取扱いにつきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。→ http://www.misumi.co.jp/utility/privacy.html

ミスミ記入欄

職　　種

  1：設計・開発
  2：工機製造
  3：基礎研究開発
  4：生産製造技術
  5：製品製造（ライン）
  6：購買・資材
  7：販売・営業
  8：検査・品質管理
99：その他

継続送付希望カタログ

  1：プレス金型用標準部品カタログ
  2：プラ型用標準部品カタログ
  3：FA用メカニカル標準部品カタログ
  4：メカニカル加工部品CD版Cナビ（ガイドブック付）
  5：FA用エレクトロニクスカタログ
  6：機械加工用工具カタログ（TOOL－DIRECT）
11：FA－2D CADデータ（CD－ROM）

ご提案・ご意見

個人情報の取扱いにつきましては、下記の当社ホームページをご覧ください。
→http://www.misumi.co.jp/utility/privacy.html

FA用メカニカル標準部品カタログ2009

●ミスミから送られてくる住所・部課名に変更がある方
●宛名が漢字になっていない方



FA AWARDS APPLICATION INSTRUCTIONS

FA大賞2009　アイデア大募集

フリガナ

「この商品、サイズが
もうひと回り

小さかったらいいのに・・・」

FA大賞

03-3647-7481

応募方法
①FAX・郵送でご応募
右ページのFA大賞応募カードに提案内容、図面・使用例等をご記入の上、ご応
募ください。
●FAXでのご提案
FAX番号：03－3647－7481
●郵送（封書）でのご提案
〒135－8458
東京都江東区東陽2－4－43
株式会社ミスミ FAメカニカル事業グループ「FA大賞」事務局 宛
②メールでご応募
お名前・貴社名・貴社所在地・連絡先などと合わせて、提案内容・提案理由を
ご記入の上、下記メールアドレスまでお送りください。
E－mail : fa－idea@misumi.co.jp
※メールの件名は「FA大賞2009」としてください。
※添付ファイルも可です。ただし1MBまでとしてください。

● 応募作品の応募用紙は、入賞作品、入賞しなかった作品に関わらず、返却はいたしません。予めご了承ください。
● 応募作品の著作権、出版権、その他の広告、宣伝への利用権は、全て株式会社ミスミに帰属します。
● 入賞した作品は、当社の基準において商品化することがあります。その場合、商品化にかかる権利は株式会社ミスミに帰属します。
● 当社では、応募作品の内容について一切の責任を負いかねます。貴社の秘密情報を利用していないこと等をご確認のうえご応募ください。
● 応募作品のアイデアが応募者個人のものでない場合、または第三者（会社を含みます）のアイデアを利用する承諾をとっていない場合、当社は入賞を取り消すことがあります。
● ご応募により当社が取得した個人情報は、賞品のご送付、FA大賞に関する当社からのご連絡の他、当社グループ各社における商品・サービスのご案内・アンケート等のために利用いたします。 
● ミスミグループの個人情報保護方針については、弊社HP（http://www.misumi.co.jp/utility/privacy.html）をご覧ください。

■お客様のアイデアから生まれた製品の一例です。（2008年度　FA大賞受賞作品）

お客様のアイデアをカタチにします。ミスミのカタログにご参加ください！

締切：2009年9月30日となります。発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

大募集！
大賞2009FA

アイデア

など…自動機の構成部品に関するアイデアならどんなことでも大歓迎です。

2009年9月30日（水）
※10月以降に受け付けた作品に関しては2010年度FA大賞への応募とさ
せていただきます。

締切

大賞（最優秀賞）  1名様…ブルーレイディスクレコーダー
採用賞（優秀賞） 4名様…外付ポータブルHDD
参加賞    抽選…ミスミオリジナルQuoカード（1000円分）

賞品

大賞

P. 1 -1406

受賞作品

座金組込みクランプレバー ラージポジション・インジケーター
－スタンダードゼロセット機能付タイプ－ DPLR 他

押さえピン
JJPPN CLDMST

株式会社ミスミ FAメカニカル事業グループ「FA大賞」事務局 宛

FA大賞 受賞作品採用賞 FA大賞 受賞作品採用賞

応募用紙の記入例（実例）です。上記製品はこの応募用紙から生まれました。

賞品の発送をもって発表と代えさせていただきます。

標準化に対する

具体的・斬新な

アイデアお待ち
しております

図面・使用例等

提案理由

提案内容

所在地

御社名

部課名

都 道
府 県

区
市
郡

工場・事業部名

役職

お名前 フリガナ
姓 名

ご連絡先

TEL

FAX

（　　　　　　）
（　　　　　　）

お得意先番号※ご存知であれば記入ください

「取付工程を減らしたいから、
一体型の部品が

あるといいのに・・・」

「こんな部品をよく図面で
手配しているんだけど、
ミスミで標準化して欲しい！」

押さえピン
豪華商品を多数用意しました。
ふるってご応募ください。

大賞

大賞
受賞作品

2008
FA大賞

大賞
受賞作品

2008
FA大賞

大賞
受賞作品

2008
FA

大賞（最優秀賞）
1名様…ブルーレイディスクレコーダー
採用賞（優秀賞）
4名様…外付ポータブルHDD
参加賞
抽選…ミスミオリジナルQuoカード

（1000円分）
基盤上の電子部品をハンダ付け
したり、接着する際の押さえに
ご使用いただけます。 ※賞品は写真と異なる場合がございます。応募締切…2009年9月30日（水）

掲載頁 P. 2 -931掲載頁 P. 1 -692掲載頁
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