
■希望納品先をお選び下さい（レ点を入れて下さい）
イベント名 直接搬入予約番号

イベント直接搬入□ 
枚

イベント会場搬入枚数

■荷送人名について
お客様住所にお届けの商品は返却物

も含め弊社名にて出荷、その他への納

品時は、全てお客様名義での出荷とな

りますので、予めご了承下さい。

■マスター返却先

□ ご発注者様名　 □ その他（      　　　　　　　）

■予備／返却物納品先

□ ご発注者様名　 □ その他（      　　　　　　　） 枚

総製作枚数（イベント搬入分も含む）

同人委託先
分納指示シート

タイトルNO. 合計分納数（イベント会場含む）

AM必着年　　　月　　　日箇所

イベント会場分
テックトランス入れ　/　指定倉庫入れ

弊
社
記
入
欄

※ ご発注者様の欄も必ずご記載下さい

ご発注者様名

納品先①

納品先②

納品先③

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒113-0034

Diverse Direct 東京都文京区湯島4-6-12
湯島ハイタウンB106号

TEL： 03-6806-0351

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒252-0823

TANO*C STORE 神奈川県藤沢市菖蒲沢2-1
日通菖蒲沢倉庫4F TANO*C STORE宛

TEL： 0467-79-8267

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒920-0997

グレップ 石川県金沢市堅町24　ベルセル2Ｆ
Grep　同人委託事務局

TEL： 076-234-0121

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒372-0031

AKIBA-HOBBY 群馬県伊勢崎市今泉町1-1540 南
株式会社イザナギ 事務所兼物流倉庫

TEL： 0270-75-2426

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒177-0033

ゲーマーズ 東京都練馬区高野台2-14-1
株式会社ブロッコリー物流センター ロジ

TEL： 03-5372-6217

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒135-0023

あきばお～ 東京都江東区平野3-5-4
ハーマンズ株式会社物流センター（HM                           　　)

TEL： 03-5646-7679

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒

アニメイト

TEL： 

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒221-0036

メロンブックス 神奈川県横浜市神奈川区千若町3-1
ケイヒン配送(株)内 新館7F 株式会社メロンブックス物流センター

TEL： 045-444-1291 

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒272-0014

とらのあな 千葉県市川市田尻1-8-36
株式会社虎の穴　総合物流センター（ＴＬＣ）

TEL： 047-393-6955

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒 TEL： 

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒 TEL： 

□ 
年　　　月　　　日

枚

〒 TEL： 

□ 

年　　　月　　　日

枚

〒 TEL： 

□ AM　□ 14～16　□ 16～18

□ 18～20　□ 20～21

□ AM　□ 14～16　□ 16～18

□ 18～20　□ 20～21

□ AM　□ 14～16　□ 16～18

□ 18～20　□ 20～21

□ AM

□ AM

□ AM　

□ AM　

□ AM　

□ AM　

□ 14～16　

□ AM

□ 14～16

□ AM　　　　 □ 14～16

□ 16～18　　□ 18～20

□ 20～21
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