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ご記入は自由です［お客様控え欄］

商品名等
（当社では内容の確認は行っておりません。ご了承ください。）

消費税計算：当社では商品本体価格（税別価格）の合計に対して消費税を算出しております。そのため、「ご請求金額」と「個々の税込表示金額の合計金額」に差異が発生する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

送信枚数
枚目 枚中

2枚以上の時に
ご記入ください

お客様番号
記入必須 － ご注文日

（FAX送信日）
記入必須 月 日

ご請求先

〒 ご担当者様

FAX

記入必須
名称

記入必須
TEL

ご住所

お届け先
上記ご請求先と
異なる場合のみ
ご記入ください

〒

FAX

名称

TEL

ご住所

注文書

通信欄 お支払い方法 下記 に をご記入ください

コンビニ・郵便局払い

代引き

下記に記入がない場合は前回注文の支払方法を適用します。
■すでに「口座振替」をご利用の方は記入不要です（お選びいただけません）。
※新規お申し込みの場合は[通信欄]にその旨をご記入ください。

預金口座振替のお申込み
※手続きが完了するまでは他のお支払い方法をご指定ください。

〒220-6119　横浜市西区みなとみらい2-3-3
クイーンズタワー B19階
e-mail:vet@feed.jp
http://www.feedcorp.co.jp/

FEED VET
https://vet.feed.jp

ご注文いただいた時点で、当社の利用規約に同意して
いただいたものとします。利用規約はネットストアでご確
認いただけます。

送料について
注文金額合計

5,000円以上 ( 税別）の場合、

送料無料でお届けします。
ご注文金額が5,000円未満（税別）の場合、
送料500円（税別）をいただきます。

商品コード 商品名 キャンペーン販売価格
（税別） 数量

取寄 421-7882 TOP-551VC
(ポールクランプ・ハンガー付)

下取品
なし ￥118,000 /台

取寄 421-3539 下取品
あり ￥115,000 /台

取寄 421-1892 TOP-551VC
(ポールクランプ付)

下取品
なし ￥115,000 /台

取寄 421-3775 下取品
あり ￥112,000 /台

取寄 421-7542 TOP-230V
(ハンガー付)

下取品
なし ￥135,000 /台

取寄 421-5596 下取品
あり ￥130,000 /台

取寄 421-2066 TOP-230V
(本体のみ)

下取品
なし ￥120,000 /台

取寄 421-7522 下取品
あり ￥115,000 /台

取寄 421-7820 TOP-221VA
(ハンガー付)

下取品
なし ￥110,000 /台

取寄 421-8230 下取品
あり ￥107,000 /台

取寄 421-4597 TOP-221VA
(本体のみ)

下取品
なし ￥95,000 /台

取寄 421-6000 下取品
あり ￥92,000 /台

421-6280

ベテナル
マルチチューブ
（5本入）

チューブ径
3Fr ￥600 /パック

421-8052 チューブ径
4Fr ￥600 /パック

421-5078 チューブ径
6Fr ￥600 /パック

421-0663 チューブ径
8Fr ￥600 /パック

メーカー名 下取り台数

台
商品名/メーカー型番

■商品の配達希望日をご記入ください
配達希望日

年 月 日
※商品お届けと、下取り品の引き取りは同じ日程となります。
※商品は1週間～10日程度でお届け予定です。

FAX限定 トップ ポンプ下取りキャンペーン専用注文書 キャンペーンコード

 V171136

こちらの専用注文書をFAX専用ダイヤル（0120-004-506）までご送信ください。
※表面の下取りキャンペーン対象商品をご購入のお客様で、下取り品をお持ちの方は「下取り品あり」に、お持ちでない方は「下取り品なし」の商品コードに注文数量をご記入ください。
　■マークの商品は、お取寄せ商品となります。返品不可となりますので、予めご了承ください。取寄

■キャンペーン対象
・ 下取りキャンペーン対象商品（TOP-551VC、TOP-230V、
TOP-221VA）をご購入のお客様に限り、お持ちのシリンジポン
プまたは輸液ポンプを下取りいたします。メーカーは問いません。

・ 下取り品1台につき、対象のシリンジポンプまたは輸液ポンプ1台
が下取り価格適用となります。

■下取り方法
① お客様からのご注文書を受領後、弊社から「廃棄処分依頼書」を
FAXでお送りしますので、あらかじめ記入項目をご記入の上、下
取り品の箱に同梱してください。
※「ご依頼者様名」、「押印」、「数量（台）」の項目は必ずご記入く
　 ださい。
※「機種名」が分からない場合はメーカー名をご記入ください。
※「支店・営業所」の項目はご記入不要です。

［下取りキャンペーンのご利用のご案内］

② 下取り品は商品をお届けした際にお引きとり致しますので、あらか
じめ箱詰めをしていただきますようお願いいたします。
※ ハンガーなど小型のアクセサリー類はポンプ本体と一緒に引き取
り可能です。下取り品本体と一緒に箱詰めするか、あらかじめ
郵送可能な状態に梱包してください。スタンドなどの大型のも
のはお引き取りできませんのであらかじめご了承ください。
※ 下取りしたシリンジポンプまたは輸液ポンプはご返却できません
のであらかじめご了承ください。

キャンペーン期間 2017.11/27㊊▶2018.1/31㊌
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商品コード：421-7522
キャンペーン価格より

5,000円OFF
115,000円（税別）

商品コード：421-5596
キャンペーン価格より

5,000円OFF
130,000円（税別）

製造販売業者 株式会社トップ
本社
ブロードケア事業部

東京都足立区千住中居町 19-10
東京都文京区本郷 3-18-12

多種機能を搭載した高機能輸液ポンプ

TOP-230V（ハンガー付）
商品コード：421-7542
通常価格148,000円（税別）▶

キャンペーン価格135,000円（税別）

TOP-230V（本体のみ）
商品コード：421-2066
通常価格132,000円（税別）▶

キャンペーン価格120,000円（税別）

獣医療専用輸液ポンプを製造してきたトップの最新
機種。今までの機能を受け継いだ上に多種の機能
を大幅追加。シンプルな操作で視認性、高機能を
兼ね備えた最新型輸液ポンプです。
販売名：トップ 動物用輸液ポンプTOP-230Vハンガー付
医療機器承認番号：23動薬第851号
※TOP-220V、TOP-221V（2013年2月以前製造分）に付属している犬舎ハンガーには
　取り付けできません。

下取り品がない場合は、こちらの商品コードでご注文ください。

　下取り品がある場合は、こちらの商品コードでご注文ください。さらに
お得

トップ輸液セット輸液ポンプ用の使用により、セン
サーレスでも使用できます。ドロップセンサー使
用で、各社輸液セットも使用可能です。
販売名：トップ 動物用輸液ポンプTOP-221VA(ハンガー付) 
医療機器承認番号：28動薬第1908号

TOP-221VA（ハンガー付）
商品コード：421-7820
通常価格126,000円（税別）▶

キャンペーン価格110,000円（税別）

商品コード：421-8230
キャンペーン価格より

3,000円OFF
107,000円（税別）

TOP-221VA（本体のみ）
商品コード：421-4597
通常価格110,000円（税別）▶

キャンペーン価格 95,000円（税別）

商品コード：421-6000
キャンペーン価格より

3,000円OFF
92,000円（税別）

下取り品がない場合は、こちらの商品コードでご注文ください。

　下取り品がある場合は、こちらの商品コードでご注文ください。さらに
お得

動物用シリンジポンプ TOP-551VC（ポールクランプ付き）
操作性と視認性を追求した獣医専用シリンジポンプ

動物用輸液ポンプ
TOP-230V

動物用輸液ポンプ
TOP-221VA

獣医療のスタンダード輸液ポンプ

■ガンマ計算機能を搭載
■TOP-551Vの特殊機能は全て継承
■輸液量の設定範囲を大幅拡大

トップ ポンプ下取りキャンペーン
キャンペーン期間 2017.11/27㊊▶2018.1/31㊌ キャンペーンコード V171136

商品コード メーカー型番 チューブ径 全長 先端形状 入数 セール販売価格（税別）
1パック 5パック以上

421-6280 34240 3Fr（φ1.0mm） 35cm 先端開口 1側孔 5本  ¥750  ¥720
421-8052 34241 4Fr（φ1.35mm） 40cm 先端開口 1側孔 5本

421-5078 34242 6Fr（φ2.0mm） 60cm 先端開口 1側孔 5本

421-0663 34243 8Fr（φ2.7mm） 80cm 先端開口 2側孔 5本

販売名：ベテナルマルチチューブ　医療機器届出番号第：25号 -2683 号

1パックから ￥ 600

滅菌済み多目的チューブ ベテナルマルチチューブ（5本入）ベテナルマルチチューブ（5本入）
取扱い開始セール！

TOP-551VC（ハンガー付）
商品コード：421-7882
通常価格138,000円（税別）▶

キャンペーン価格118,000円（税別）

商品コード：421-3539
キャンペーン価格より

3,000円OFF
115,000円（税別）

TOP-551VC（ハンガーなし）
商品コード：421-1892
通常価格132,000円（税別）▶

キャンペーン価格 115,000円（税別）

商品コード：421-3775
キャンペーン価格より

3,000円OFF
112,000円（税別）

下取り品がない場合は、こちらの商品コードでご注文ください。

　下取り品がある場合は、こちらの商品コードでご注文ください。さらに
お得

販売名：トップ動物用シリンジポンプ　TOP-551V 　医療機器承認番号：23動薬第 240号

5本入
お求めや

すく

なりまし
た！
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