
＜松吉総合カタログ向け　商品提案書＞　vol.1500用＜松吉総合カタログ向け　商品提案書＞　vol.1500用＜松吉総合カタログ向け　商品提案書＞　vol.1500用＜松吉総合カタログ向け　商品提案書＞　vol.1500用 ※本商品提案書フォーマット(excel)は松吉ホームページ「新着情報」よりダウンロード頂けます。

部署

E-MAIL

FAX　＊

カラー
参考価格は
レを入れる

定価

① 空欄のままで MY-2134P ピンク 1台 8,500 4,250 3,825 1台 1234567890123 12345－678901

② MY-2134B ブルー 1台 8,500 4,250 3,825 1台 1234567890134

③

④

⑤

⑥

要組立　* 荷送料又は設置費実費 ＊ 受注生産 ＊ 出荷までの日数 3日

適用腕周

サイズ（本体）

使用時の高さ

測定範囲

目量

測定精度

01 02 03 08

09 10 11 12 17

オプション・消耗品名　＊

カラー
参考価格は
レを入れる

定価

① 空欄のままで MY-2370P ピンク 1組 1,300 650 585 1組 1234567890145 12345－678901

② MY-2370B ブルー 1組 1,300 650 585 1組 1234567890156

③

サイズ

材質

●出荷条件

■“＊”マークのある項目は、記入してください。　“＊”マーク以外の項目は製品に合わせて適宜記入をお願いします。 ■【松吉使用欄】項目は、弊社使用欄ですので記入しないでください。

空欄のままで 大分類　【松吉使用欄】 空欄のままで 中分類　【松吉使用欄】
台割No.
【松吉使用欄】

仕入先CD
【松吉使用欄】

空欄のままで

TAISコード　＊
(別途TAISコード一覧の添付

でも可)

カフ=W150×L535mm、ゴム袋=W120×L230mm

松吉への
カタログ掲載時
特別納入価　＊

税区分
(非課税はレ)

＊

松吉への最小
出荷単位

(例：10袋/箱)

JAN　＊
(別途JAN一覧の添付でも可)

●オプション仕様項目
カフ=ナイロン、ゴム袋=ラテックス

＜別売オプション・消耗品＞ マイスコ　カラーマンセッターセット

サイズ（本体）　＊
（例：W100×D200×H300mm）

規格・カラー・容量　等　＊ 入数
（例：10コ/袋）

TAISコード　＊
(別途TAISコード一覧の添付

でも可)

②一般医療機器

27～40cm

W96×D334×H65mm

338mm

規格・カラー・容量　等　＊
入数

（例：10コ/袋）

価格(税抜)　＊

07

13 14 15 16

空欄のままで

●滅菌・洗浄・洗濯等の方法・条件（耐熱温度、機械使用条件等）

●注意事項

●送料条件

●サブコード　＊
（カラー、サイズ等が多数の場合には
右表にご記入ください）

04 05 06

価格(税抜)　＊ 松吉への
通常納入価　＊

●よくある質問事例、販売に際しての注意等

ピクト　【松吉使用欄】 空欄のままで

コード
【松吉使用欄】

品番・型番　＊

●構成品（セット内容）

●その他項目：
　（仕様、方式、測定項目、測定範囲、精度、目盛、設定範囲、
　　圧力、吸引圧、収容量、適用機種、等）

20～300mmHg

2mmHg

圧力=±3mmHg以内

●キャスターサイズ（仕様）

●耐荷重

●付属品

●材質

●電源（種類　等）

●消費電力

単3乾電池×3コ（付属）

●その他のサイズ：
　（内寸、外寸、内径、外径、引出内寸、棚間隔、天板、開口部、
　　折りたたみ寸法、形状部分の寸法、有効寸法、等）

●重量 約680g

●適用範囲　（例：(腰回り)60～70cm、(腕周)22～32cm)）

●商品付帯区分（該当にレ） 医療機器分類 リストより選択 ＊

コード
【松吉使用欄】

品番・型番　＊
松吉への

カタログ掲載時
特別納入価　＊

税区分
(非課税はレ)

＊

松吉への最小
出荷単位

(例：10袋/箱)

商品イメージ（画像）

松吉　太郎 shohin@matsuyoshi.co.jp

JAN　＊
(別途JAN一覧の添付でも可)

サイズ（本体）　＊
（例：W100×D200×H300mm）

03-5816-8820

測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。

松吉への
通常納入価　＊

商品説明

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。

仕入先名　＊ 松吉医科器械株式会社 商品部

マイスコ　水銀レス血圧計

キャッチコピー

TEL　＊

担当者名　＊

商品名　＊

03-5816-8809

①貴社情報：貴社ご担当者の情報をご記入ください。
ご提案頂きました商品のカタログ掲載に関するご確認・
お問い合わせをさせて頂きます。

①①①①

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

②製品が分かる軽画像を貼付てください。ファイルサイズが大きくなりますの
で、印刷用の高解像度画像は貼付ず、別途ご提供ください。（高解像度のみ
の場合は貼付なしで構いません。）

⑥⑥⑥⑥
⑦⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧⑧

⑨⑨⑨⑨
⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪ ⑫⑫⑫⑫

⑬⑬⑬⑬

⑭⑭⑭⑭

⑮⑮⑮⑮

⑯⑯⑯⑯

⑰⑰⑰⑰

⑱⑱⑱⑱

⑲⑲⑲⑲

②画像欄には製品が分かる軽画像を貼付てください。
印刷用の高解像度画像は、提案書に貼付せずに、別紙
「提案要綱」を参照の上、別途ご提供ください。

③商品名：商品名をご記入ください。

④キャッチコピー・商品説明：
商品の特徴を簡潔にご記入ください。

⑥コード：松吉にて付番致します。空欄のままで。

⑥品番・型番：
商品の品番もしくは型番をご記入ください。

⑦サイズ（本体）、規格・カラー・容量 等：
サイズは本体サイズをご記入ください。他は商品特性に
合わせて、該当する項目名を網掛(橙色）枠に、各行段に
スペック名をご記入ください。
入数は品番や価格欄に記入頂く価格に対応する数量を
ご記入ください。

⑧価格、松吉への通常納入価、松吉へのカタログ掲載時
特別納入価、税区分：
価格は定価（メーカー希望小売価格）をご記入ください。
参考価格の場合、該当セルを選択するとドロップダウン
で“レ”が表示されますので選択し、価格欄に参考価格を
記入てください。
オープン価格の商品について、カタログ紙面上でできる
だけ価格目安を表記したいと考えておりますので、参考
価格を記入頂けるようお願い致します。
弊社への通常納入価格をご記入ください。（税抜）
弊社カタログへの掲載により、特別価格にてご提供頂け
る場合にご記入ください。（税抜）
非課税品の場合、税区分項目にドロップダウンリストから
“レ”を選択してください。

★紫枠：ドロップダウンリスト
当該セルを選択すると、ドロップダウン▼が表示され、各
項目ごとに選択リストを表示することができます。
該当内容をリストから選択してください。
修正する場合は当該セルを選択し"Delキー"(削除)で1度
クリアして再選択してください。

⑨最小出荷単位：⑥～⑧枠にて記入頂いた内容を“1単
位”とした場合の最小出荷単位をご記入ください。

⑩JAN：JANコードをご記入ください。
または別途JANコード一覧表を添付してください。

⑪商品付帯区分 要組立、荷送料又は設置費実費、受
注生産、出荷までの日数：
要組立、荷送料、受注生産に該当する場合はドロップダ
ウンリストより“レ”を選択してください。

出荷までの日数は、当社発注後の貴社商品出荷までの
標準的な“日数”をご記入ください。

⑫医療機器分類：ドロップダウンリストの「①雑品（医療機
器でない）,②一般医療機器,③一般医療機器(特管),④管
理医療機器,⑤管理医療機器(特管),⑥高度管理医療機
器,⑦高度管理医療機器(特管),⑧医療用医薬品,⑨一般
用医薬品第1類,⑩一般用医薬品第2類,⑪一般用医薬品
第2類(指定),⑫一般用医薬品第3類」より選択してくださ

⑬商品仕様：商品のスペックをご記入ください。
代表的な項目は記入欄を設けてありますので、そちらに
ご記入ください。
前記⑦枠にて記入できない部分や商品仕様に関するサ
イズについては、“その他サイズ”欄にご記入ください。
網掛（橙色）枠に該当項目名を、その右枠にスペックをご
記入ください。

⑭その他項目：
記入枠を設けていない項目のスペックをご記入ください。
網掛（橙色）枠に該当項目名を、その右枠にスペックをご
記入ください。

⑮滅菌・洗浄・洗濯等、注意事項：
滅菌・洗浄・洗濯等が可能な商品の場合、方法や条件を
ご記入ください。（例：オートクレーブ可、121℃・20分以
内）（例：洗濯可、業務用洗濯機○、脱水○、乾燥機○）

⑯サブコード：
カラーやサイズ等が多く、上記枠内にて記載できない場
合にご記入ください。

⑰オプション・消耗品：
記載頂く商品に関連する別売りの“オプション・消耗品”
がありましたら、こちらの枠にご記入ください。

⑱送料条件、出荷条件、よくある質問事例：
ご提案頂く商品に関する情報をご記入ください。

⑲ピクト、大分類、中分類、台割No、仕入先CD：
松吉使用欄です。空欄のままで。

＜提案書作成に関する補足＞
●右図がカタログ紙面での参考例となります。提案書作成の際は「松吉総合カタログ
vol.1400」の紙面をご参照ください。

●商品提案に際しては、別紙①商品提案要項をご参照ください。

【カタログ制作に関するお問い合わせ】

商品部 カタログ制作チーム

TEL 03-5816-8809 FAX 03-5816-8820 メール：syohin@matsuyoshi.co.jp

＜松吉総合カタログ 紙面参考例＞

★⑥～⑩項目について
同一提案書において、品番等が6つ以上になる場合、行
を挿入して追加記入頂いて構いません。

ご提案商品内容に合わせて「1500提案書」「1500提案書
（オプション有）」「「1500提案書カート用」の3つのシートか
らいずれかを選択して作成してください。

“＊”マークのある項目は必須項目となりますので、記入
をお願い致します。（当該商品においてその項目に該当
するスペックがない場合は空欄で結構です。）

⑳⑳⑳⑳

⑳TAISコードをご記入ください。

または別途TAISコード一覧表を添付してください

■商品提案書はexcelにて作成頂き、メールにてご提出ください。　■提出先：syohin@matsuyoshi.co.jp　■提出先：syohin@matsuyoshi.co.jp　■提出先：syohin@matsuyoshi.co.jp　■提出先：syohin@matsuyoshi.co.jp 松吉カタログvol.1500提案書（オプション有）


