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担当者

ご記入いただいた個人情報につきましては、当社の【個人情報の取扱いについて】に従いお取扱いいたします。
https://www.quocard.com/privacy/
☑個人情報の取扱いについて同意の上、注文します。

注文日

振込予定日

お届け希望日

請求書不要

◇三井住友銀行（0009）
　　本店営業部（200）
　　当座　2127869   (株)クオカード ⑦請求書

郵送希望 FAX希望
◇みずほ銀行（0001）
　　日本橋支店（038）
　　当座　0124890   (株)クオカード

※領収書の発行は行っておりません。金融機関で発行される
   振込金受領書にて領収書の発行に代えさせていただきます。

 ★QUO Kids Smile専用ケース

□ ケース不要

メールアドレス

お
振
込
先

いずれかの口座にご入金をお願いします。
※振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます｡ ⑥

無　料
カード
ケース

 2つ折り台紙タイプケース

 封筒タイプケース

◇三菱UFJ銀行（0005）
　　東京営業部（321）
　　当座  0781569  (株)クオカード

 ビニールケース

 

 

合計カード枚数 0 合計金額  

本州･四国：\770　北海道･九州：\990　沖縄：\1,485 宅配送料 ←※宅配送料(税込)をお選びください

③
ご
注
文
内
容

数量 単価 金額 (株)クオカード使用欄

 

　　　　　　　　　　　　　※スタンダードカードや有料ケース・のし等をご注文の場合は以下へご記入ください
数量 単価 金額

 
-1,000  　※再版値引きは 前回のお届け日から1年以内に

　　同じレイアウトでご注文された場合に適用されます※再版(同版)値引き

日

/
  〒　 ←※郵便番号をご入力ください

入金名義
（カナ）

部署名
※25文字まで

担当者

同上

/
部署名
※25文字まで

TEL

②
お
客
様
情
報

ご注文者 ※個人での注文の場合は、社名・部署名・担当者名は記入不要です。
フリガナ

社名(氏名)
※25文字まで

住所 都・
道

TEL
FAX

お届け先　 □

都・
道

フリガナ

管理番号：A-306(2021年6月)

レディメイドカード注文書
※別紙「レディメイドカード指示書」と合わせてお申し込みください。

株式会社クオカード FAX：03-3243-2251
・ご注文受付からお届けまでの目安は2週間強から3週間です。
　（文字校正校了後、最短で9営業日後の発送となります。）
・お届け希望日の2営業日前（土･日･祝日･年末年始を除く）までにお振込ください。
・注文書の有効期限は振込予定日（振込予定日の記入が無い場合は注文日）より1ヶ月となり
ます。期限を過ぎたご注文はキャンセルとさせていただきます。
【ご注意】ご注文受付後にキャンセルされる場合は、その時点までに発生した制作費用をご負
担いただきます。また、文字校正校了後の枚数やレイアウトの変更は出来かねます。

※注文書の当日扱いは平日16時までに当社で着信確認が取れている分までとなります。

①
納
期

西暦 日

西暦 日

西暦

　　　　　　　　　　　　　※メールアドレスをご記入いただきますと文字校正をカラーでご確認いただけます（ご記入なしの場合はFAXのため白黒となります）

 ※無料ケースはカードのご注文枚数分までお選びい
ただけます(カードのご注文枚数を超える場合は1枚
11円(税込)で販売しております)。
 
 ★ QUO Kids Smileカードをご注文の場合､他のケー
スをお選びいただいた場合も専用ケースをお届けし
ます。

　　　　　　　　　　　　　※商品名は「ベースデザイン一覧」タブからご確認ください　　　　　　　　　　　　　　　　

 

社名(氏名)
※25文字まで

  〒　 ←※郵便番号をご入力ください

住所



[小さなブーケ] [リボンとバラ] [雄大な富士山] [緑の大草原] [渚と青い空]

  500円券　RM005046
1,000円券　RM010046

  500円券
RM005052

  500円券
RM005047

  500円券　RM005048
1,000円券　RM010048

  500円券
RM005049

[赤いリボンとギフトBOX] [無地] [表彰状]

  500円券　RM005050
1,000円券　RM010050

  500円券
RM005030

  500円券
RM005036

●2,000円券・3,000円券(共通) 
[小さなブーケ] [リボンとバラ]

2,000円券　RM020046
3,000円券　RM030046

2,000円券
RM020052

●全券種共通デザイン

【無料カードケース】

●デザインはWEBサイトからもご覧いただけます。
https://www.quocard.jp/store/app/catalog/list/RM/

※カードのデザインは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●500円券・1,000円券(共通)

●5,000円券・10,000円券（共通）

    500円券   RM005053
  1,000円券   RM010053
  2,000円券   RM020053
  3,000円券   RM030053
  5,000円券   RM050053
10,000円券   RM100053

[クラシックゴルフ]

[小さなブーケ] [リボンとバラ]

※つめで表紙を留めることができます

【レディメイドカード ベースデザイン一覧】
※ベースデザイン名をクリックすると指示書へリンクします

　　　　[QUO Kids Smile]

　　　　　[おもいやり] 　　　　　■利用可能額　　：500円･1,000円・2,000円・3,000円（共通デザイン）
　　　　　■販売価格　　　：通常のレディメイドカードと同価格
　　　　　　　　　※寄付金のお客様負担はございません。
　　　　　■募金先　　　　：公益社団法人国土緑化推進機構
　　　　　■募金主体　　　：（株）クオカード
　　　　　■募金額　　　　：カード1枚につき10円

　　　　■利用可能額　　：500円･1,000円・2,000円・3,000円（共通デザイン）
　　　　■販売価格　　　：通常のレディメイドカード価格プラス50円
　　　　■募金先　　　　：一般社団法人E＆E、公益社団法人ハタチ基金
　　　　■募金主体　　　：（株）クオカード
　　　　■募金額　　　　：カード1枚につき50円
　　　　　※活動の詳細については当社HPよりご覧いただけます。

　　　　　　https://www.quocard.com/company/csr/activity/kidssmile-report/

●デザインはWEBサイトからもご覧いただけます。
https://www.quocard.com/product/option/cardcase/

■2つ折り台紙タイプケース
　サイズ：縦77×横100㎜(2つ折り時)
　※販売時商品コード：PP000109

■封筒タイプケース
　サイズ：縦70×横105㎜
　※販売時商品コード：PP000110

■ビニールケース
　サイズ：縦77×横100㎜
　※販売時商品コード：PP000009

    5,000円券　RM050046
10,000円券　RM100046

    5,000円券　RM050052
10,000円券　RM100052

[海辺のゴルフコース]

    500円券   RM005051
  1,000円券   RM010051
  2,000円券   RM020051
  3,000円券   RM030051
  5,000円券   RM050051
10,000円券   RM100051

[おもいやり]

500円券 RM005034 
1,000円券 RM010034
2,000円券 RM020034
3,000円券 RM030034

社会貢献型QUOカード

[Kids Smile QUO]

500円券 RM005044
1,000円券 RM010044
2,000円券 RM020044
3,000円券 RM030044

カードのご注文枚数分までお選びいただけます。
※追加希望の場合は1枚11円（税込）で販売しております。
※デザインは予告なく変更される場合がありますので、詳しくは当社HPをご確認ください。

（https://www.quocard.com/product/option/cardcase/）



・明朝体

・ゴシック体

・行書体

・ナール体

黒 青 赤 緑

【字体見本】

【文字色見本】



Ａ　絵柄：クラシックゴルフ　字体：ゴシック体 Ｂ　絵柄：クラシックゴルフ　字体：明朝体

Ｃ　絵柄：海辺のゴルフコース　字体：行書体 Ｄ　絵柄：海辺のゴルフコース　字体：明朝体

Ｅ　絵柄：緑の大草原　字体：ナール体 Ｆ　絵柄：緑の大草原　字体：明朝体

【ホールインワン見本】



　　　　　　　　　枚

当社使用欄

　【文字色】

　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます

　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 

　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】

管理番号：A-026(2021年6月)

レディメイドカード指示書

　【枚数】

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券   /   5,000円券   /   10,000円券

　【ベースデザイン】クラシックゴルフ

 注文者情報

　　
　【社名(氏名)】

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券   /   5,000円券   /   10,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】リボンとバラ　※背景色は金種によって異なります（別紙「ベースデザイン一

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券   /   5,000円券   /   10,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】海辺のゴルフコース

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】赤いリボンとギフトBOX

 注文者情報

　　　　

当社使用欄 管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】渚と青い空

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】緑の大草原

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】雄大な富士山

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券   /   5,000円券   /   10,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】小さなブーケ　※背景色は金種によって異なります（別紙「ベースデザイン一

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】QUO Kids Smile　※カード1枚に付き50円の寄付金が必要です

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】表彰状

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券   /   2,000円券   /   3,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】おもいやり

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



　【社名(氏名)】
　　
 注文内容（○をつけてください）
　【利用可能額】

　　500円券   /   1,000円券

レディメイドカード指示書
※別紙「レディメイドカード注文書」と合わせてお申し込みください。

 デザインイメージ（ご希望の文字をご記入ください）

　【ベースデザイン】無地

 注文者情報

管理番号：A-026(2021年6月)

　【枚数】
　　　　　　　　　枚
　【文字色】
　　黒　　/　　赤　　/　　青　　/　　緑　　/　　特色（　　　　　　　　　　　） 
　【字体】※各字体のイメージは別紙でご確認いただけます
　　明朝体　　/　　ゴシック体　　/　　行書体　　/　　ナール体　　/　　データ入稿　　
　【レイアウト】
　　左揃え　　/　　中央揃え　　/　　右揃え　　/　　その他（　　　　　　　　　　）　　
　【ご要望・その他】

　　　　

当社使用欄

額面表示部



商品名 商品コード
 [500円券]小さなブーケ RM005046
 [500円券]リボンとバラ RM005052
 [500円券]雄大な富士山 RM005047
 [500円券]緑の大草原 RM005048
 [500円券]渚と青い空 RM005049
 [500円券]赤いリボンとギフトBOX RM005050
 [500円券]無地 RM005030
 [500円券]表彰状 RM005036
 [500円券]海辺のゴルフコース RM005051
 [500円券]クラシックゴルフ RM005053
 [500円券]QUO Kids Smile RM005044
 [500円券]おもいやり RM005034
 [1,000円券]小さなブーケ RM010046
 [1,000円券]リボンとバラ RM010052
 [1,000円券]雄大な富士山 RM010047
 [1,000円券]緑の大草原 RM010048
 [1,000円券]渚と青い空 RM010049
 [1,000円券]赤いリボンとギフトBOX RM010050
 [1,000円券]無地 RM010030
 [1,000円券]表彰状 RM010036
 [1,000円券]海辺のゴルフコース RM010051
 [1,000円券]クラシックゴルフ RM010053
 [1,000円券]QUO Kids Smile RM010044
 [1,000円券]おもいやり RM010034
 [2,000円券]小さなブーケ RM020046
 [2,000円券]リボンとバラ RM020052
 [2,000円券]海辺のゴルフコース RM020051
 [2,000円券]クラシックゴルフ RM020053
 [2,000円券]QUO Kids Smile RM020044
 [2,000円券]おもいやり RM020034
 [3,000円券]小さなブーケ RM030046
 [3,000円券]リボンとバラ RM030052
 [3,000円券]海辺のゴルフコース RM030051
 [3,000円券]クラシックゴルフ RM030053
 [3,000円券]QUO Kids Smile RM030044
 [3,000円券]おもいやり RM030034
 [5,000円券]小さなブーケ RM050046
 [5,000円券]リボンとバラ RM050052
 [5,000円券]海辺のゴルフコース RM050051
 [5,000円券]クラシックゴルフ RM050053
 [10,000円券]小さなブーケ RM100046
 [10,000円券]リボンとバラ RM100052
 [10,000円券]海辺のゴルフコース RM100051
 [10,000円券]クラシックゴルフ RM100053
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