
規格 定価 規格 配やっくんホーム 定価

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

11,920円 お得な4色セット 15,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

15,920円 お得な4色セット 19,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

19,920円 お得な4色セット 23,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

23,920円 お得な4色セット 27,920円

付属品 定価 付属品 定価

100円 １０人用 980円

100円 １５人用 1280円

100円 ２０人用 1680円

100円 ３０人用 1980円

専用透明コマ 150円 配やっくん用 390円

配やっくんホーム用 490円

※予告なく、価格を変更する場合がございます。

※ご注文受付後、１－2週間程度でご納品させていただきます。

※納品時に納品書と請求書を同封いたします。支払期日（月末締め、翌月末払い）迄に指定口座へお振込み下さい。

※キズや破損以外の返品はご遠慮頂いております。誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。

※HPの注文ページ内の割引率早見表に準じて割引きしております。他のキャンペーンとの併用はできません。

※個別での見積もり依頼は受け付ておりません。予め、ご了承くださいませ。
※購入額が15000円以上（税抜き）で、送料は無料。15000円未満の場合は、一律800円となります。

この他にも、期間限定のお得なセット販売やキャンペーンを実施しております。

詳しくは、『注文書』（複数ページ）をご覧くださいませ！！

ネームプレート

（10枚入/個）＊価格は税抜き表示

専用立札

赤（あか）

専用透明フタ
黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

＊『お得な4色セット』は、日本全国の施設毎で異なる服用時間の配色ルールを統一する活動を応援するための特別価格です。

1トレーにつき、1000円（1セットにつき4000円）お得となっております！

30人用

赤（あか）

6980円

（1トレーあたり） 30人用

7980円

（1トレーあたり）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

お得な4色セット

20人用

赤（あか）

5980円

（1トレーあたり） 20人用

6980円

（1トレーあたり）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

お得な4色セット

4980円

（1トレーあたり）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

お得な4色セット

15人用

赤（あか）

4980円

（1トレーあたり） 15人用

5980円

（1トレーあたり）

配やっくん

10人用

赤（あか）

3980円

（1トレーあたり） 10人用

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

お得な4色セット

価格表

1日分の薬をセットする配薬トレー 薬局から届いた薬を『時間ごと』で7日分ずつ保管するトレー



規格 定価 数量（個） 規格 配やっくんホーム 定価 数量（個）

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

11,920円 お得な4色セット 15,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

15,920円 お得な4色セット 19,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

19,920円 お得な4色セット 23,920円

赤（あか）

黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

23,920円 お得な4色セット 27,920円

付属品 定価 数量（個） 付属品 定価 数量（個）

100円 １０人用 980円

100円 １５人用 1280円

100円 ２０人用 1680円

100円 ３０人用 1980円

専用透明コマ 150円 配やっくん用 390円

配やっくんホーム用 490円

≪発注元≫

御住所： 〒　　　　　　　　　　

御施設名（会社名）

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAX：　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者様名（所属）

※ご注文受付後、１－2週間程度でご納品させていただきます。

※納品時に納品書と請求書を同封いたします。支払期日（月末締め、翌月末払い）迄に指定口座へお振込み下さい。

※キズや破損以外の返品はご遠慮頂いております。誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。

※HPの注文ページ内の割引率早見表に準じて割引きしております。他のキャンペーンとの併用はできません。

※個別での見積もり依頼は受け付ておりません。予め、ご了承くださいませ。

※購入額が15000円以上（税抜き）で、送料は無料。15000円未満の場合は、一律800円となります。

緑（みどり）

黒（くろ）

4980円
黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

赤（あか）

ネームプレート

（10枚/個）＊価格は税抜き表示

10人用

お得な4色セット

15人用

お得な4色セット

お得な4色セット

お得な4色セット

20人用

専用立札

赤（あか）

専用透明フタ
黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

赤（あか）

6980円 7980円
黄（きいろ）

緑（みどり）

黒（くろ）

＊『お得な4色セット』は、日本全国の施設毎で異なる服用時間の配色ルールを統一する活動を応援するための特別価格です。

1トレーにつき、1000円（1セットにつき4000円）お得となっております！

30人用30人用

4980円 5980円
黄（きいろ）

配やっくん

赤（あか）

3980円

緑（みどり）

黒（くろ）

赤（あか）

10人用

15人用

20人用
5980円 6980円

黄（きいろ）

1日分の薬をセットする配薬トレー 薬局から届いた薬を『時間ごと』で7日分ずつ保管するトレー

返信先FAX ：03-6800-3007 発注日：     　　年　　　月　　　日

注文書
株式会社Cre80（クリエイティー）御中 下記のとおり、注文いたします。



割 引 率 早 見 表 

ご購入金額（税抜き金額） 割引率 

15,000 円～ 送料サービス 

３万円以上～５万円未満 ３% 

５万円以上～８万円未満 ５% 

８万円以上～１０万円未満 ８% 

１０万円以上～１３万円未満 １０% 

１３万円以上～１５万円未満 １３% 

１５万円以上～１８万円未満 １５% 

１８万円以上～２０万円未満 １８％ 

２０万円以上～２５万円未満 ２０% 

２５万円以上～３０万円未満 ２３% 

３０万円以上～４０万円未満 ２５% 

４０万円以上～５０万円未満 ２８% 

５０万円以上 ３０% 

                            ＊２０２０．4．１時点 

下記内容につきまして、予めご了承くださいませ。 

・予告なく変更する場合がございます。 

・HP の更新が間に合わず情報が異なる場合は、本紙の情報を優先させていただきます。 

・他のキャンペーンやサービスとの併用はできません。 

・購入額に応じて割引しておりますので、個別での見積もりのご依頼は承っておりません。 

・キズや破損以外の返品はご遠慮頂いておりますので、誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。 

株式会社 Cre80（クリエイティー） 



定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

発注元

御住所：　〒

御施設名（会社名）

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAX：　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者様（所属）

※本セットは『配やっくんホーム』が１セット（1セットにつき定期薬1週間分を想定）のバージョンです。

　2週間分を一度にまとめてセットする場合には、もう一つの注文書をご利用ください。

※ご注文受付後、１－2週間程度でご納品させていただきます。

※納品時に納品書と請求書を同封いたします。支払期日（月末締め、翌月末払い）迄に指定口座へお振込み下さい。

※キズや破損以外の返品はご遠慮頂いております。誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。

※他のキャンペーン割引や通常割引との併用はできません。

※個別での見積もり依頼は受け付ておりません。予め、ご了承くださいませ。

※本キャンペーンは予告なく終了します。

＊価格は税抜き表示

返信先FAX ：03-6800-3007 発注日：     　　年　　　月　　　日

株式会社Cre80（クリエイティー）御中 下記のとおり、注文いたします。

1日分の薬をセットする配薬トレー 薬局から届いた後に7日分の薬を保管するトレー

ライナス注文書（毎週セット）

配やっくん式薬剤管理システム『ライナス』なら、

毎日の配薬業務が正確＆短時間でセットできます‼

～『ライナス』普及促進キャンペーン！（送料も無料！）～

配やっくん（フタ付き4色セット）×2日分 配やっくんホーム（4色セット）×1セット
✙

（本体：3980円＋フタ：1980円）×8個=47,680円 （本体：4980円/個×４色）×１セット＝19,920円

１０人用

定価合計：９５,６００円⇒特別キャンペーン価格：６９,８００円 注文数

２０人用

（本体：5980円＋フタ：2480円）×8個=67,680円 （本体：6980円/個×４色）×１セット＝27,920円

注文数定価合計：６７,６００円⇒特別キャンペーン価格：４９,８００円

定価合計：８２,０００円⇒特別キャンペーン価格：５９,８００円 注文数

１５人用

（本体：4980円＋フタ：2280円）×8個=58,080円 （本体：5980円/個×４色）×１セット＝23,920円

定価合計：111,600円⇒特別キャンペーン価格：７９,８００円

３０人用

注文数

（本体：6980円＋フタ：2980円）×8個=79,680円 （本体：7980円/個×４色）×１セット＝31,920円



定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

発注元

御住所：　〒

御施設名（会社名）

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAX：　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者様（所属）

※本セットは『配やっくんホーム』が2セット（1セットにつき定期薬1週間分を想定）のバージョンです。

　2セットあるので、薬局から届いた2週間分の定期薬を一度にセットが出来ます。

※ご注文受付後、１－2週間程度でご納品させていただきます。

※納品時に納品書と請求書を同封いたします。支払期日（月末締め、翌月末払い）迄に指定口座へお振込み下さい。

※キズや破損以外の返品はご遠慮頂いております。誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。

※他のキャンペーン割引や通常割引との併用はできません。

※個別での見積もり依頼は受け付ておりません。予め、ご了承くださいませ。

※本キャンペーンは予告なく終了します。

１０人用

返信先FAX ：03-6800-3007 発注日：     　　年　　　月　　　日

ライナス注文書（２週に1回まとめてセット）
株式会社Cre80（クリエイティー）御中 下記のとおり、注文いたします。

配やっくん式薬剤管理システム『ライナス』なら、

毎日の配薬業務が正確＆短時間でセットできます‼

～『ライナス』普及促進キャンペーン！（送料も無料！）～

1日分の薬をセットする配薬トレー
✙

薬局から届いた後に7日分の薬を保管するトレー

配やっくん（フタ付き4色セット）×2日分 配やっくんホーム（4色セット）×2セット

２０人用

（本体：3980円＋フタ：1980円）×8個=47,680円 （本体：4980円/個×４色）×2セット＝39,840円

定価合計：87,520円⇒特別キャンペーン価格：６４,８００円 注文数

１５人用

（本体：4980円＋フタ：2280円）×8個=58,080円 （本体：5980円/個×４色）×2セット＝47,840円

定価合計：105,920円⇒特別キャンペーン価格：７７,０００円 注文数

（本体：5980円＋フタ：2480円）×8個=67,680円 （本体：6980円/個×４色）×2セット＝55,840円

定価合計：123,520円⇒特別キャンペーン価格：９０,０００円 注文数

３０人用

（本体：6980円＋フタ：2980円）×8個=79,680円 （本体：7980円/個×４色）×2セット＝63,840円

定価合計：143,520円⇒特別キャンペーン価格：１０３,３００円 注文数

＊価格は税抜き表示



定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

定価 ✙ 定価

発注元

御住所：　〒

御施設名（会社名）

電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・FAX：　　　　　　　　　　　　　　　

御担当者様(所属)

※ご注文受付後、１－2週間程度でご納品させていただきます。

※納品時に納品書と請求書を同封いたします。支払期日（月末締め、翌月末払い）迄に指定口座へお振込み下さい。

※キズや破損以外の返品はご遠慮頂いております。誤発注などにはくれぐれもご注意くださいませ。

※他のキャンペーン割引や通常割引との併用はできません。

※個別での見積もり依頼は受け付ておりません。予め、ご了承くださいませ。

※本キャンペーンは予告なく終了します。

（1日分：5980円×4個）×9日分=215,280円 2480円×8個＝19,840円

定価合計：235,120円⇒特別キャンペーン価格：164,580円 注文数

３０人用

（1日分：6980円×4個）×9日分=251,280円 2980円×8個＝23,840円

定価合計：275,120円⇒特別キャンペーン価格：192,580円 注文数

※1週間に一度セットする際に、セット当日分・翌日分の2日分は前回セットした分の定期薬がまだセットされ

て残っていることを前提としているため、9日分としています。

＊価格は税抜き表示

２０人用

（1日分：3980円×4個）×9日分=143,280円 1980円×8個＝15,840円

定価合計：159,120円⇒特別キャンペーン価格：111,380円 注文数

１５人用

（1日分：4980円×4個）×9日分=179,280円 2280円×8個＝18,240円

定価合計：197,520円⇒特別キャンペーン価格：138,280円 注文数

１０人用

返信先FAX ：03-6800-3007 発注日：     　　年　　　月　　　日

注文書（1週間分まとめて一度に配薬）
株式会社Cre80（クリエイティー）御中 下記のとおり、注文いたします。

薬局様にも朗報です！毎日の配薬業務を薬局が担うケースが増えてい

る今の時代だから、正確で効率的に行えるツールが必要です。

今だけ３０％ OFFキャンペーン実施中！（送料も無料！）
1日分の薬をセットする配薬トレー

✙
当日分と翌日分の2日分のフタ

配やっくん（4色セット）×９日分 専用透明フタ（当日分と翌日分の2日分の8個）
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