ステンレスボトル

パーツの交換、購入について

いつも丸和貿易の製品をご愛用頂きありがとうございます。
製品をより快適にご愛用いただくために
ステンレスボトルの交換用パーツをご用意致しております。
対象となる交換用パーツは「シリコンパッキン」「フタ」です。
6 ヶ月～ 1 年を目安にご確認頂き、汚れや破損等がある場合は
下記の手順で交換用パーツをお買い求めください。
【手順 1】
対象となるパーツの品番をお確かめください。
※次のページ以降に商品の画像が掲載されておりますので、
お手元の商品を照らし合わせてご確認いただけます。
【手順 2】
発注方法をお選びください。
※電話、FAX による受付を選択いただけます。
※注文書が一番最後のページにございますので詳細はそちらをご確認ください。
【手順 3】
当社からのパーツ確保の連絡を確認後、代金分の切手を当社までお送りください。
※注文書が一番最後のページにございますので詳細はそちらをご確認ください。
【手順 4】
切手が当社に到着後、1 ～ 2 週間程度でご注文のパーツを
お送りいたしますので到着をお待ちください。
3 週間以上経ってもお手元に届かない場合は、輸送事故等の可能性がございますので、
お手数ですが注文書に記載の問い合わせ窓口までご確認ください。
【その他注意事項】
廃盤、保有期間の超過等により交換用パーツが
ご用意できない場合がございますので予めご了承くださいませ。
お預かりいたしましたお客様の個人情報は、パーツの発送やアフターサービスのために
限り利用させていただきます。
下記の場合を除いてはお客様の断りなく
第三者に個人情報を開示・提供することは致しません。
a) 法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体
またはその委託を受けたものが法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合。
b) 人の生命、身体または財産保護のために必要である場合で、
本人の同意を得ることが困難である場合。

丸和貿易株式会社
愛知県尾張旭市西山町 1-10-21
TEL：052-773-2851
FAX：052-772-7439

パーツを下記からお探しください。
●ワンプッシュボトルシリーズ

< ルシェルシュシリーズ >

<カフェベーレシリーズ>

400724501-08
400724601-09

【パーツ品番】

400806501-03

4006502-01

ワンプッシュ用シリコンパーツ
キャップパッキン
パーツ代金 100円（税込）

【パーツ品番】

ワンプッシュ用フタ ブルー
パーツ代金 300 円（税込）

【パーツ品番】 2-00 PK

4006502-02

ワンプッシュ用シリコンパーツ
フタパッキン
パーツ代金 100円（税込）

【パーツ品番】 2-00 BL

ワンプッシュ用フタ ピンク
パーツ代金 300 円（税込）
【パーツ品番】 2-00 OR
ワンプッシュ用フタ オレンジ
パーツ代金 300 円（税込）

●マグボトルシリーズ
< ルシェルシュシリーズ >
400724501-08
400724401-08

【パーツ品番】

4007359-01

ルシェルシュ マグボトル用
シリコンパーツ A
パーツ代金 100円（税込）

【パーツ品番】

4007359-02

ルシェルシュ マグボトル用
シリコンパーツ B
パーツ代金 100円（税込）

< フェールデュテ、グーグーズシリーズ >
（旧シリーズ）

【パーツ品番】

4006492-00

マグボトル用シリコンパーツ
パッキン
パーツ代金 100円（税込）

パーツを下記からお探しください。
●スリムボトルシリーズ

<ソレイユモダンシリーズ>
400806601-06

<カフェベーレシリーズ>
400806401-03

【パーツ品番】 4008067-01
スリムマグボトル用
シリコンパーツ
Ａ
パーツ代金 100 円（税込）

【パーツ品番】 4008067-02
スリムマグボトル用
シリコンパーツ
Ｂ
パーツ代金 100 円（税込）

●スープボトルシリーズ
<カフェベーレシリーズ>
400806601-06

【パーツ品番】 400796700
スープポット用 シリコンパーツ
パーツ代金 100 円（税込）

（旧シリーズ）

【パーツ品番】 4006760-01
ピクニックルマグボトル シリコンパーツ
（ふた用） パッキン
パーツ代金 100 円（税込）

【パーツ品番】 4006760-02
ピクニックルマグボトル シリコンパーツ
（飲み口用） パッキン
パーツ代金 100 円（税込）

パーツを下記からお探しください。
●2Wayボトルシリーズ

2Way ボトル S
400824701-04
2Way ボトル L
400824801-04
400806301-02

【パーツ品番】 4007358-01
スマイルピート 2Way ボトル用
シリコンパーツ A
パーツ代金 100 円（税込）
【パーツ品番】 4007358-02
スマイルピート 2Way ボトル用
シリコンパーツ B
パーツ代金 100 円（税込）
【パーツ品番】 4007358-03
スマイルピート 2Way ボトル用
シリコンパーツ C
パーツ代金 100 円（税込）

●ワンプッシュボトル（スリムタイプ）
400727501-02

【パーツ品番】 4007357-01
スマイルピート スリムワンプッシュボトル用
シリコンパーツ A
パーツ代金 100 円（税込）
【パーツ品番】 4007357-02
スマイルピート スリムワンプッシュボトル用
シリコンパーツ B
パーツ代金 100 円 +（税込）

パーツを下記からお探しください。
●ルシェルシュスプーン付きスープポット

400795601-03

【パーツ品番】 4007968-00
スプーン付きスープポット用
シリコンパーツ（フタパッキン）
パーツ代金 100 円（税込）
【パーツ品番】
スプーン付きスープポット用
シリコンパーツ（飲み口パッキン）
ピンク
4007984-01
ブルー
4007984-02
イエロー
4007984-03
パーツ代金 100 円（税込）

●ルシェルシュポット

400795701-03

【パーツ品番】 4007969-01
ポット用 シリコンパーツ （Ｓ）
パーツ代金 100 円（税込）
【パーツ品番】 4007969-02
ポット用 シリコンパーツ （Ｌ）
パーツ代金 100 円（税込）

ステンレスボトル

パーツ注文書

FAX でご注文いただく場合は、下記の必要事項をご記入頂き送信してください。
電話でご注文いただく場合は、下記の必要事項を担当者にお伝えください。

注文日 ：
注文者名 ：
電話番号 ：
送付先住所 ： 〒

年

月

日
（ フリガナ ：
FAX 番号 ：

様
－

－

サマ ）
－

－

－
都・道・府・県

送付先氏名 ：

市・区・町・村

様

（ フリガナ ：

サマ ）

4006502-01

ワンプッシュ用シリコンパーツ

キャップパッキン

個（100 円 / 個）

4006502-02

ワンプッシュ用シリコンパーツ

フタパッキン

個（100 円 / 個）

2-00 BL

ワンプッシュ用フタ

ブルー

個（300 円 / 個）

2-00 PK

ワンプッシュ用フタ

ピンク

個（300 円 / 個）

2-00 OR

ワンプッシュ用フタ

オレンジ

個（300 円 / 個）

4006492-00

マグボトル用シリコンパーツ

パッキン

個（100 円 / 個）

4007359-01

ルシェルシュ マグボトル用

シリコンパーツ A

個（100 円 / 個）

4007359-02

ルシェルシュ マグボトル用

シリコンパーツ B

個（100 円 / 個）

4006760-01

ピクニックルマグボトル シリコンパーツ（ふた用）パッキン

個（100 円 / 個）

4006760-02

ピクニックルマグボトル シリコンパーツ（飲み口用）パッキン

個（100 円 / 個）

4007357-01

スマイルピート スリムワンプッシュボトル用 シリコンパーツ A

個（100 円 / 個）

4007357-02

スマイルピート スリムワンプッシュボトル用 シリコンパーツ B

個（100 円 / 個）

4007358-01

スマイルピート 2Way ボトル用

シリコンパーツ A

個（100 円 / 個）

4007358-02

スマイルピート 2Way ボトル用

シリコンパーツ B

個（100 円 / 個）

4007358-03

スマイルピート 2Way ボトル用

シリコンパーツ C

個（100 円 / 個）

4008067-01

スリムマグボトル用 シリコンパーツ A

個（100 円 / 個）

4008067-02

スリムマグボトル用 シリコンパーツ B

個（100 円 / 個）

4007967-00

スープポット用 シリコンパーツ

個（100 円 / 個）

4007968-00

スプーン付きスープポット用 シリコンパーツ

個（100 円 / 個）

4007969-01

ポット用 シリコンパーツ (S)

個（100 円 / 個）

4007969-02

ポット用 シリコンパーツ (L)
個（100 円 / 個）
在庫確認後、当社より FAX 又はお電話にてご連絡を差し上げます。

商品代金の送付については当社からご連絡を差し上げるまでお待ちください。
お問い合わせ窓口：TEL 052-773-2851 / FAX 052-772-7439
受付時間：平日 10 時～ 16 時（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）
切手送付先：〒488-0824

愛知県尾張旭市西山町 1-10-21

丸和貿易（株）パーツ係

