
東京都渋谷区神宮前 1/3

6-19-20

201907-C-5請求書番号 

2019年07月01日発行日 〒150-0001

御請求書
株式会社基本テンプレート

管理部　部長

請求管理ロボ様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

下記の通り、ご請求申し上げます。
TEL  :03-1111-1111

FAX  :03-1111-1112

お支払方法  銀行振込
支払期限   2019年08月31日

株式会社ROBOT PAYMENT

〒111-1111

東京都渋谷区神宮前〇-△-□

〇△ビル4F

ご請求金額 ￥6,060,960

内容 数量 単位 単価 金額 税

 2019年07月分       

 オプション料金  1   ￥60,000  ￥60,000  外税 

 　・クレジットカード請求オプション       

 　・口座振替請求オプション       

 　・仕訳連携オプション       

 郵送代行料金  400  件  ￥130  ￥52,000  外税 

 請求管理ロボ　ご利用料金  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 



東京都渋谷区神宮前 2/3

6-19-20

201907-C-5請求書番号 

2019年07月01日発行日 〒150-0001

御請求書
株式会社基本テンプレート

管理部　部長

請求管理ロボ様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

下記の通り、ご請求申し上げます。
TEL  :03-1111-1111

FAX  :03-1111-1112

お支払方法  銀行振込
支払期限   2019年08月31日

株式会社ROBOT PAYMENT

〒111-1111

東京都渋谷区神宮前〇-△-□

〇△ビル4F

内容 数量 単位 単価 金額 税

 2019年07月分       

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 



東京都渋谷区神宮前 3/3

6-19-20

お振込みの際の手数料は貴社にてご負担お願いします。

201907-C-5請求書番号 

2019年07月01日発行日 〒150-0001

御請求書
株式会社基本テンプレート

管理部　部長

請求管理ロボ様

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

下記の通り、ご請求申し上げます。
TEL  :03-1111-1111

FAX  :03-1111-1112

お支払方法  銀行振込
支払期限   2019年08月31日

株式会社ROBOT PAYMENT

〒111-1111

東京都渋谷区神宮前〇-△-□

〇△ビル4F

内容 数量 単位 単価 金額 税

 2019年07月分       

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

 サンプル  1   ￥100,000  ￥100,000  外税 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 小計 ￥5,612,000 

■お振込先

三井住友銀行 渋谷支店 普通 1234567 ｶ)ﾛﾎﾞｯﾄﾍﾟｲﾒﾝﾄ 

消費税 ￥448,960 

合計 ￥6,060,960 

 (8%対象:￥6,060,960) 

通信欄


