
ヤフオク出品統一方法「人が購入するには理由、訳が必要」理由が決める。それを必要とするキワードである。

平成 28 年 9 月 15 日 
 
株式会社関谷のヤフオクの利用の仕方は 
１．ヤフオクを販売の導線とする。ヤフオクからショピングへ導く 
 
出品商品ページ（タグ）を下記のように作り、同じプレートを使用すること 
 
①メイン、ユーロパワーバッテリー 新品、プロが選んだ、厳しい世界ディラーに認められた長寿命メンテナン

スフリーバッテリー 
②再生バッテリー、評価が示す「リビルトバッテリー」新品性能を１年保証 
③電動カート、交換バッテリー、SC38、スズキ、ホンダ・・セニカー、お年寄り用カート 
「再生もあります」「再生します」送料は負担ください。 
④蓄電池、太陽光、キャンピングカー、船、釣り、溶接用、フォークリフト、電動、ゴルフ、清掃機、レンタル、

昇降機、建設機械 
EB バッテリーの交換は長寿命 EB バッテリー、 
EB35,EB65,EB100,EB120,EB140 

⑤充電器、PWM 充電器、バッテリーの寿命を伸ばすには充電器、バッテリー交換無用 
 バッテリー再生方法教えます。アイドリング車のバッテリー交換なくします。 
 ロードサービスバッテリー交換無用、損しないバッテリー交換、一家に一台充電器、 
 農機具・・すべてに賢いバッテリー使用方法は、安い専用自動充電器 
⑥アイドリング車専用バッテリー、「世界シエア NO1」厳しい世界のディラーが認めたバッテリー、VARUTA、

M42 はバルタ、世界最大シエアを市場価格の半値 
外車バッテリー、ベンツ、AW、BM、世界のバッテリー 

⑦バッテリー再生剤、世界で認められたバッテリー活性化剤、スーパーＫ、添加するだけで自動再生、バッテリ

ーの秘密の再生法教えます。 
バッテリー寿命が２倍３倍・・・長寿命を実現 
フォークリフトバッテリー、船、トラック、ゴルフ・・電動バッテリー、自動車大型バッテリー、大型バイク

バッテリー・・・・ 
 
出品を同じ方法で繰り返す。 
 
上記に７パターン、これを作り出品繰り返す 
※写真、出品タグを同じホルダに保存 
 
出品参考を次に示します。早く行うためにわからない点は聞くこと！ 
ヤフオク出品 
必ずホームページビルダで確認保存  



 
パソコン ホームページビルダ 

 
次にヤフオク出品 
・マイヤフオク・ID: sekiya_ec  パスワード：20111008kazutaka 
 ログインします。 



 
次に 

 
出品は前の下書き、もしくは経歴から選ぶ簡単 
もしくは、 
マイオークションに入り 
赤枠の中の出品終了分などから選び 



 

 
 
選び、出品編集を開く 



 
赤枠のＨＴＭＬタグ入力 
ここがページを表すのでここの変更を行い、確認して出品する。 
※はじめての出品時には「ホームページビルダ」を使い確認して作成する。！ 
実際に作成 
次のビルダを入力 
<CENTER><img  
src="http://www.geocities.jp/sekiya_eco/yahuoku/eurrpower.jpg "  
width="1000" /><BR> 
</CENTER> 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<HTML> 
<HEAD> 
<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 11.0.0.0 for 
Windows"> 
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 
<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 
<TITLE></TITLE> 
</HEAD> 
<BODY><br><center> 
<table width=800 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 bgcolor=#AAAAAA> 
<tr><td bgcolor=#EEEEEE> 
<table width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=8> 



<tr> 
        <TD colspan="3" bgcolor="#141414" align="center"><FONT color="#ffffff" size="3" face="メイリオ

"><b>８５Ð２６R 新品バッテリー「プロが選ぶ」送料無料即日発送</b></FONT><FONT color="#ffffff" 
size="3"><b> </b></FONT></TD> 
      </tr> 
<tr> 
 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 
 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 
 <font color=#888888 size=3><b> 
商品詳細 
 </b></font> 
 </td> 
 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left><BR> 
        <TABLE width="500"> 
          <TBODY> 
            <TR> 
              <TD width="158" align="center"><B><FONT size="+1">商品名</FONT></B></TD> 
              <TD align="center"><B><FONT size="+2">CMF ８５D２６R</FONT></B></TD> 
            </TR> 
          </TBODY> 
        </TABLE> 
        <DIV align="center"> <br> 
<img src="http://yahoo.jp/box/7JgGuK"> 
<br> 
        <BR> 
        <TABLE> 
          <TBODY> 
            <TR style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ , Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ  Pro 
W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot; Ｍ Ｓ  Ｐゴ シック &quot;, &quot;MS UI 
Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; 
font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; orphans: 2; text-
align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -
webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 
              <TD align="left"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○EUROPWER 販

売元</STRONG><BR> 
              圧倒的に品質第一主義に徹した「業界誇りのバッテリー研究所を持つ専門<BR> 
              販売」プロが絶賛した CCA は鮮度の証明・大幅なコストカットと保証<BR> 
              <BR> 
              <STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○メンテナンスフリー最高峰 CMF 大

型車まで</STRONG><BR> 
              COS 特殊合金鉛を世界で最初に製造、拡張カルシウムは自己放電を極限に低減驚く性能を発揮

します。<BR> 



              <BR> 
              <STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○技術力は長寿命が証明する

</STRONG><BR> 
              振動に強い設計は長期間安定した性能を発揮します。<BR> 
               
              </TD> 
            </TR> 
          </TBODY> 
        </TABLE> 
        <P style="text-align : left;" align="left"></P> 
        <TABLE> 
          <TBODY> 
            <tr style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, 
&quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ  Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, 
Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-
caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; orphans: 2; text-align: start; 
text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-
stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 
              <TD align="left" width="563"><FONT size="+4" style="font-size : 
310%;"><B><I>EUROPWER</I></B></FONT><BR> 
              <FONT size="-1"> 社会とともに：株式会社関谷は宮城県南三陸町へ東日本大震災のときに灯

りのなかった体育館へ<BR> 
               蓄電池を災害後１０日目に提供するなど社会貢献に努めています。</FONT></TD> 
             
          </TBODY> 
        </TABLE> 
        <BR><Center> 
        自動車バッテリーの規格について<BR> 
        <br> 
        <img src="http://yahoo.jp/box/ztuBGJ"> 
<br> 
        <FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 
        </FONT></Center> 
        <P align="left"><FONT color="#222222" face="ＭＳ ゴシック"><FONT size="4"><B>世界の厳しい

名車ディラーに選ばれた EUROPWER バッテリー</B> </FONT><BR> 
        </FONT><FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 
        </FONT> 
        <UL style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 25px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, 
Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシッ

ク&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-
variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-
height: 22.4px; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: 



normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 
255);"> 
          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"> 
          <H3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(0, 0, 51); font-
family: メイリオ, Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, 
&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; 
font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; 
orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; 
word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><FONT face="ＭＳ ゴシック">CMF 完全メンテナンスフ

リーバッテリー EUROPWER BATTERY</FONT></H3> 
        </UL> 
        <BR> 
        <FONT face="ＭＳ ゴシック"> 小型車から大型バスまで世界のバッテリー８０％は CMF<BR> 
        </FONT><BR> 
        <FONT face="ＭＳ ゴシック"> </FONT><FONT size="+1" face="ＭＳ ゴシック">実績が証明 開

放型バッテリーの２・３倍寿命</FONT><FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 
        <BR> 
        </FONT> 
        <UL style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 25px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, 
Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシッ

ク&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-
variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-
height: 22.4px; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: 
normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 
255);"> 
          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><FONT face=" Ｍ Ｓ  ゴ シ ッ ク

"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(255, 51, 0);">2 年または 50.000km までの

保証付</STRONG><BR> 
          長寿命極板は特殊カルシウム合金</FONT> 
          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><B><FONT face="ＭＳ ゴシック">欧州

市場日本市場で絶賛されたバッテリー</FONT></B> 
          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><FONT face=" Ｍ Ｓ  ゴ シ ッ ク

"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(255, 51, 0);"><FONT color="#222222">世
界のプロが選んだ強力パワー</FONT></STRONG></FONT> 
        </UL> 
        <BR> 
        <TABLE border="0" cellspacing="5" cellpadding="7" style="font-size: 16px;"> 
          <TBODY> 
            <TR> 
              <TD bgcolor="#dddddd">大きさ mm(最高 H)</TD> 
              <TD>L260xW168xH200(220)</TD> 
            </TR> 



            <TR> 
              <TD bgcolor="#dddddd">端子の太さ</TD> 
              <TD>Ｄ型</TD> 
            </TR> 
            <TR> 
              <TD bgcolor="#dddddd">CCA</TD> 
              <TD>６３０A</TD> 
            </TR> 
            <TR> 
              <TD bgcolor="#dddddd">互換バッテリー</TD> 
              <TD>90D26・ 80D26・75D26</TD> 
            </TR> 
          </TBODY> 
        </TABLE> 
         
        <br class="Apple-interchange-newline"> 
        </DIV> 
        </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 
 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 
 <font color=#888888 size=3><b>発送支払い詳細 </b></font> 
 </td> 
 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left><FONT size="3" color="#000000" style=" ">1. Yahoo!落札通

知メールが届きます。<BR> 
        <BR> 
          弊社の連絡先、お取引手順が明  
記してあります。 <BR> 
        <BR> 
        ※ １時間以内にメールが届かない場合は、弊社（株式会社 関谷）までお電話（0985-78-1350）くだ

さい。<BR> 
        <BR> 
        2. お届け先の 郵便番号 ・ ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号 ・ 入金方法 および  
 <BR> 
          入金予定日をメールにてご連絡下さい。<BR> 
        <BR> 
        3. 15:00 までのご入金確認で、即日発送いたします。<BR> 
        （注）土曜日の即日発送は、12：00 までとなります。<BR> 
        <BR> 
        ただし、土曜日・祝日前日発送の場合、運送会社の路線便が日曜・祝日は移動しないため、翌平日以降

の配達となります。<BR> 



         <BR> 
        </FONT><FONT size="3" color="#0000ff" style=" "> <FONT size="3" color="#0000ff">Yahoo!かん

た ん 決 済 （ <FONT color="#0000ff"><A href="http://topic.payment.yahoo.co.jp/lp/" target="new"> 詳 細

</A></FONT>）ほか落  
札時にご案内します。</FONT><FONT color="#0000ff"><BR> 
        </FONT> 当店口座<BR> 
         ジャパンネット銀行<BR> 
         本店営業部<BR> 
         8535870<BR> 
         カ）セキヤ </FONT><FONT size="3" color="#000000" style=" "><BR> 
        4. 発送後、運送会社お問合せ番号をメールにてお知らせいたします。<BR> 
         （運送会社：西濃運輸）<BR> 
        <BR> 
        ※日曜祝祭日は休業日の為、翌営業日の対応となります。 <BR> 
        当社では出荷の際の梱包に万全の注意を  
払っておりますが、配送の際に横倒し、落下等によりバッテリーの液漏れ事故が発生していることがあります。

<BR> 
        受取り前や開封後にお気づきになられた場合は、運送会社及び配達店の方へご連絡くださいますようお

願い申し上げます。<BR> 
        <BR> 
        </FONT> 
        <DIV align="center"><FONT size="3" color="#000000" style=" "> <br> 
        <img src="http://yahoo.jp/box/Jp35HV"> 
<br> 
        </FONT><FONT size="3" color="#000000" style=" "><BR> 
        ◎◎ 廃棄  
バッテリーの無料引取りサービス開始 ◎◎<BR> 
        ☆当社では、交換後にご不要になったバッテリーを<BR> 
        送料、処分料すべて無料￥０にてお引き取りしております。<BR> 
        <BR> 
        </FONT></DIV> 
        <FONT SIZE=3 COLOR=#000000 STYLE=" "> 
        引取りご希望の際は、取引きナビのご要望欄に「バッテリー回収希望」とご記入ください。<BR> 
        運送会社の回収用伝票を商品に同封しますので、引取りのバッテリーを梱包し当社宛にご返送ください。

<BR> 
        </FONT></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 
 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 
 <font color=#888888 size=3><b>会社案内 </b></font> 
 </td> 



 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left> <FONT size="3" color="#000000" style=" ">認定：受賞など

<BR> 
    <BR> 
         九州経済産業局認定工場 ・宮崎県ものつくり大賞受賞<BR> 
    <BR> 
         株式会社  関 谷<BR> 
    <BR> 
         本社所在地 ： 〒880-1222 宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣 2027-4<BR> 
    <BR> 
         電話番号 ： 0985-78-1350<BR> 
    <BR> 
         FAX 番号 ： 0985-78-1952<BR> 
    <BR> 
         ホームページ ：<A href="http://sekiyabattery.shop-pro.jp/" target="new">  
http://sekiyabattery.shop-pro.jp</A><BR> 
    <BR> 
         Ｅメール ： sekiya@mocha.ocn.ne.jp<BR> 
    <BR> 
         営業時間 ： 平日 08:00～17:00<BR> 
    <BR> 
         定休日 ： 日曜 祝日 弊社カレンダー</FONT><font color=#666666 size=3><br> 
        </font> 
 </td> 
</tr> 
</table> 
</td></tr></table> 
<br> 
<font size=2 color=#333333>(運賃料金です）</font> 
<table cellspacing=1 cellpadding=5 border=0 bgcolor=#666666 width=800 
> 
<tr> 
    <TD colspan="2" bgcolor="#141414"><FONT color="#FFFFFF" face="HGP ｺﾞｼｯｸ E"></FONT><FONT 
color="#FFFFFF" face="メイリオ" size="-1"><B>送料につて（離島及び船便の許可の必要な地域は別）

</B></FONT><BR> 
    <FONT size="3" color="#ffffff"> 西濃運送 </FONT><FONT color="#ffffff"> にてご案内致します。

</FONT><FONT size="-1" color="#ffffff">（週末・連休などにより遅延する場合がございます。  
</FONT></TD> 
  </tr> 
<tr> 
    <TD align="center" width="83"> 
 <FONT color="#FFFFFF"><b>料金<br> 
 </b></FONT> 



 </TD> 
    <TD align="center" width="394"><FONT color="#ffffff" size="-1"><B><FONT size="+0"> 地 域

</FONT></B></FONT></TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
東京 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 岐阜 静
岡 愛知 三重 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 



  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>1,250 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
北海道 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>600 円</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 
 
  </FONT> 
 </TD> 
  </tr><tr> 
    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 
  <font color=#000000 size=3><b>見積もり</b></font> 
 </TD> 
    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 
  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 
 
沖縄 
 
  </FONT><FONT face="ＭＳ 明朝">（お見積り後に金額を連絡差し上げます）</FONT></TD> 
  </tr></table> 
<BR> 
<BR> 
<br> 



<small> ほ か に も 出 品 し て い ま す 。 よ ろ し け れ ば ご 覧 く だ さ い <br></small><a 
href=http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/sekiya_eco target=_blank><img 
src=http://image.auctions.yahoo.co.jp/banner01.gif width=468 height=60 border=0></a><br><br> 
<small>Yahoo! か んたん 決 済（ クレ カ・ ネッ ト バン ク） がご 利用 い ただ けま す <br></small><a 
href=http://payment.yahoo.co.jp/ target=_blank><img 
src=http://i.yimg.jp/images/payment/bnr/bnr_kantan03.gif width=468 height=60 border=0></a><br><br> 
<font color=#999999 size=1>+ + +  こ の 商 品 説 明 は </font> <a href=http://www.auclinks.com/ 
target=_blank><font color=#666666 size=1> オ ー ク シ ョ ン プ レ ー ト メ ー カ ー ２ </font></a> <font 
color=#999999 size=1> で 作 成 し ま し た   + + +</font><font color=#FFFFFF 
size=1><br>No.207.003.003</font><br> 
</center> 
</BODY> 
</HTML> 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 
入力後「赤枠確認画面へをクリック」 



 
表示予定の画面を確認 
※ここで画像アップの方法を説明します。 
 

 

画像一番この画僧の登録方法は 
http://geocities.yahoo.co.jp/admin/ 

ヤフージオシティーズの 
Yayahupku の中の画像を登録 

ログインは 
同じ 



 
青抜きのところをクリック 



 
このページの赤枠のＵＲをコピー 



http://www.geocities.jp/sekiya_eco/yahuoku/eurrpower.jpg 
このページをヤフオクの一番上のタグに次のようにして貼り付ける。 
<CENTER><img  
src="http://www.geocities.jp/sekiya_eco/yahuoku/eurrpower.jpg "  
width="1000" /><BR> 
</CENTER> 
１０００の意味は掲載れる画像の大きさピクセルを示す。通常は８００－１０００が良い 

 
青抜きのように貼り付けています。 
 
 



 
 

次は下記のように２か所画像が入れてある。入れ方を説明します。 

赤枠です。３か所あります。 

 

次のように行います。 

ヤフオクＢＯＸ ：https://box.yahoo.co.jp/user/viewer 

ＩＤ：sekiya_eco   パスワード：20111008lazutaka 

 

 



 
この中から選びます。ないときはＪＩＰＧで作成して、アップロードして使用します。 

例：  

赤枠をクリック 



 

 

 



 

説明文に内容を入れる・・これも表示されるので記載（ユーロパワー・・と記載されていますがその都度変

えることはできます） 

この短縮ＵＲＬをコピー 

http://yahoo.jp/box/7JgGuK 

次のようにします。 

<DIV align="center"> <br> 

<img src="http://yahoo.jp/box/7JgGuK"> 

<br> 

 

赤のところを入れ替えて使用 

 

このＵＲＬを下記のタグに入れて全体タグを完成させます。 

 

全体の中では次のようになります。 

トップの大きな画像がブルーのところ、赤が掲載ページ内画像です。画像の大きさはオレンジの数字 

<CENTER><img  

src="http://www.geocities.jp/sekiya_eco/yahuoku/1200eurrpower.jpg"  

width="1000" /><BR> 

</CENTER> 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 



<META name="GENERATOR" content="IBM WebSphere Studio Homepage Builder Version 11.0.0.0 for 

Windows"> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

<META http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 

<TITLE></TITLE> 

</HEAD> 

<BODY><br><center> 

<table width=800 border=0 cellspacing=1 cellpadding=1 bgcolor=#AAAAAA> 

<tr><td bgcolor=#EEEEEE> 

<table width=100% border=0 cellspacing=1 cellpadding=8> 

<tr> 

        <TD colspan="3" bgcolor="#141414" align="center"><FONT color="#ffffff" size="3" face="メ

イリオ"><b>８５Ｄ２６Ｒ新品バッテリー「プロが選ぶ」送料無料即日発送</b></FONT><FONT 

color="#ffffff" size="3"><b> </b></FONT></TD> 

      </tr> 

<tr> 

 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 

 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 

 <font color=#888888 size=3><b> 

商品詳細 

 </b></font> 

 </td> 

 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left><BR> 

        <TABLE width="500"> 

          <TBODY> 

            <TR> 

              <TD width="158" align="center"><B><FONT size="+1">商品名</FONT></B></TD> 

              <TD align="center"><B><FONT size="+2">CMF ８５Ｄ２６Ｒ</FONT></B></TD> 

            </TR> 

          </TBODY> 

        </TABLE> 

        <DIV align="center"> <br> 

<img src="http://yahoo.jp/box/7JgGuK"> 

<br> 

        <BR> 

        <TABLE> 

          <TBODY> 

            <TR style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro 

W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI 

Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: 

normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; 



orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; 

word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 

              <TD align="left"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○

EUROPWER 販売元</STRONG><BR> 

              圧倒的に品質第一主義に徹した「業界誇りのバッテリー研究所を持つ専門<BR> 

              販売」プロが絶賛した CCA は鮮度の証明・大幅なコストカットと保証<BR> 

              <BR> 

              <STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○メンテナンスフリー 高峰

CMF 大型車まで</STRONG><BR> 

              COS 特殊合金鉛を世界で 初に製造、拡張カルシウムは自己放電を極限に低減驚く

性能を発揮します。<BR> 

              <BR> 

              <STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal;">○技術力は長寿命が証明する

</STRONG><BR> 

              振動に強い設計は長期間安定した性能を発揮します。<BR> 

               

              </TD> 

            </TR> 

          </TBODY> 

        </TABLE> 

        <P style="text-align : left;" align="left"></P> 

        <TABLE> 

          <TBODY> 

            <tr style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro 

W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI 

Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: 

normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; 

orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; 

word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> 

              <TD align="left" width="563"><FONT size="+4" style="font-size : 

310%;"><B><I>EUROPWER</I></B></FONT><BR> 

              <FONT size="-1"> 社会とともに：株式会社関谷は宮城県南三陸町へ東日本大震災の

ときに灯りのなかった体育館へ<BR> 

               蓄電池を災害後１０日目に提供するなど社会貢献に努めています。</FONT></TD> 

             

          </TBODY> 

        </TABLE> 

        <BR><Center> 

        自動車バッテリーの規格について<BR> 

        <br> 

        <img src="http://yahoo.jp/box/ztuBGJ"> 

<br> 



        <FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 

        </FONT></Center> 

        <P align="left"><FONT color="#222222" face="ＭＳ ゴシック"><FONT size="4"><B>世界の

厳しい名車ディラーに選ばれた EUROPWER バッテリー</B> </FONT><BR> 

        </FONT><FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 

        </FONT> 

        <UL style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 25px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, 

Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシック

&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-

variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-

height: 22.4px; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: 

normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 

255);"> 

          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"> 

          <H3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; font-weight: 400; color: rgb(0, 0, 51); 

font-family: メイリオ, Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, 

&quot;ＭＳ Ｐゴシック&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-style: normal; 

font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; line-height: 22.4px; 

orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 

2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><FONT face="ＭＳ ゴシック">CMF 完全メンテ

ナンスフリーバッテリー EUROPWER BATTERY</FONT></H3> 

        </UL> 

        <BR> 

        <FONT face="ＭＳ ゴシック"> 小型車から大型バスまで世界のバッテリー８０％は CMF<BR> 

        </FONT><BR> 

        <FONT face="ＭＳ ゴシック"> </FONT><FONT size="+1" face="ＭＳ ゴシック">実績が証明 

開放型バッテリーの２・３倍寿命</FONT><FONT face="ＭＳ ゴシック"><BR> 

        <BR> 

        </FONT> 

        <UL style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 25px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: メイリオ, 

Meiryo, &quot;ヒラギノ角ゴ Pro W3&quot;, &quot;Hiragino Kaku Gothic Pro&quot;, &quot;ＭＳ Ｐゴシック

&quot;, &quot;MS UI Gothic&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-

variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-

height: 22.4px; orphans: 2; text-align: -webkit-left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: 

normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 

255);"> 

          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><FONT face="ＭＳ ゴシック

"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(255, 51, 0);">2 年または 50.000km ま

での保証付</STRONG><BR> 

          長寿命極板は特殊カルシウム合金</FONT> 

          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><B><FONT face="ＭＳ ゴシック">

欧州市場日本市場で絶賛されたバッテリー</FONT></B> 



          <LI style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><FONT face="ＭＳ ゴシック

"><STRONG style="font-weight: 700; font-style: normal; color: rgb(255, 51, 0);"><FONT 

color="#222222">世界のプロが選んだ強力パワー</FONT></STRONG></FONT> 

        </UL> 

        <BR> 

        <TABLE border="0" cellspacing="5" cellpadding="7" style="font-size: 16px;"> 

          <TBODY> 

            <TR> 

              <TD bgcolor="#dddddd">大きさ mm( 高 H)</TD> 

              <TD>L236xW128xH200(220)</TD> 

            </TR> 

            <TR> 

              <TD bgcolor="#dddddd">端子の太さ</TD> 

              <TD>B 型</TD> 

            </TR> 

            <TR> 

              <TD bgcolor="#dddddd">CCA</TD> 

              <TD>４３３A</TD> 

            </TR> 

            <TR> 

              <TD bgcolor="#dddddd">互換バッテリー</TD> 

              <TD>46B24L 50B24L 55B24L</TD> 

            </TR> 

          </TBODY> 

        </TABLE> 

         

        <br class="Apple-interchange-newline"> 

        </DIV> 

        </td> 

</tr> 

<tr> 

 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 

 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 

 <font color=#888888 size=3><b>発送支払い詳細 </b></font> 

 </td> 

 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left><FONT size="3" color="#000000" style=" ">1. Yahoo!落札

通知メールが届きます。<BR> 

        <BR> 

          弊社の連絡先、お取引手順が明  

記してあります。 <BR> 

        <BR> 



        ※ １時間以内にメールが届かない場合は、弊社（株式会社 関谷）までお電話（0985-78-

1350）ください。<BR> 

        <BR> 

        2. お届け先の 郵便番号 ・ ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号 ・ 入金方法 および  

 <BR> 

          入金予定日をメールにてご連絡下さい。<BR> 

        <BR> 

        3. 15:00 までのご入金確認で、即日発送いたします。<BR> 

        （注）土曜日の即日発送は、12：00 までとなります。<BR> 

        <BR> 

        ただし、土曜日・祝日前日発送の場合、運送会社の路線便が日曜・祝日は移動しないため、翌

平日以降の配達となります。<BR> 

         <BR> 

        </FONT><FONT size="3" color="#0000ff" style=" "> <FONT size="3" 

color="#0000ff">Yahoo!かんたん決済（<FONT color="#0000ff"><A 

href="http://topic.payment.yahoo.co.jp/lp/" target="new">詳細</A></FONT>）ほか落  

札時にご案内します。</FONT><FONT color="#0000ff"><BR> 

        </FONT> 当店口座<BR> 

         ジャパンネット銀行<BR> 

         本店営業部<BR> 

         8535870<BR> 

         カ）セキヤ </FONT><FONT size="3" color="#000000" style=" "><BR> 

        4. 発送後、運送会社お問合せ番号をメールにてお知らせいたします。<BR> 

         （運送会社：西濃運輸）<BR> 

        <BR> 

        ※日曜祝祭日は休業日の為、翌営業日の対応となります。 <BR> 

        当社では出荷の際の梱包に万全の注意を  

払っておりますが、配送の際に横倒し、落下等によりバッテリーの液漏れ事故が発生していることがあり

ます。<BR> 

        受取り前や開封後にお気づきになられた場合は、運送会社及び配達店の方へご連絡ください

ますようお願い申し上げます。<BR> 

        <BR> 

        </FONT> 

        <DIV align="center"><FONT size="3" color="#000000" style=" "> <br> 

        <img src="http://yahoo.jp/box/Jp35HV"> 

<br> 

        </FONT><FONT size="3" color="#000000" style=" "><BR> 

        ◎◎ 廃棄  

バッテリーの無料引取りサービス開始 ◎◎<BR> 

        ☆当社では、交換後にご不要になったバッテリーを<BR> 

        送料、処分料すべて無料￥０にてお引き取りしております。<BR> 

        <BR> 



        </FONT></DIV> 

        <FONT SIZE=3 COLOR=#000000 STYLE=" "> 

        引取りご希望の際は、取引きナビのご要望欄に「バッテリー回収希望」とご記入ください。<BR> 

        運送会社の回収用伝票を商品に同封しますので、引取りのバッテリーを梱包し当社宛にご返送

ください。<BR> 

        </FONT></td> 

</tr> 

<tr> 

 <td bgcolor=#999999 width=5%><br></td> 

 <td bgcolor=#CCCCCC width=20% align=center> 

 <font color=#888888 size=3><b>会社案内 </b></font> 

 </td> 

 <td bgcolor=#EEEEEE width=75% align=left> <FONT size="3" color="#000000" style=" ">認定：受賞な

ど<BR> 

    <BR> 

         九州経済産業局認定工場 ・宮崎県ものつくり大賞受賞<BR> 

    <BR> 

         株式会社  関 谷<BR> 

    <BR> 

         本社所在地 ： 〒880-1222 宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣 2027-4<BR> 

    <BR> 

         電話番号 ： 0985-78-1350<BR> 

    <BR> 

         FAX 番号 ： 0985-78-1952<BR> 

    <BR> 

         ホームページ ：<A href="http://sekiyabattery.shop-pro.jp/" target="new">  

http://sekiyabattery.shop-pro.jp</A><BR> 

    <BR> 

         Ｅメール ： sekiya@mocha.ocn.ne.jp<BR> 

    <BR> 

         営業時間 ： 平日 08:00～17:00<BR> 

    <BR> 

         定休日 ： 日曜 祝日 弊社カレンダー</FONT><font color=#666666 size=3><br> 

        </font> 

 </td> 

</tr> 

</table> 

</td></tr></table> 

<br> 

<font size=2 color=#333333>(運賃料金です）</font> 

<table cellspacing=1 cellpadding=5 border=0 bgcolor=#666666 width=800 

> 



<tr> 

    <TD colspan="2" bgcolor="#141414"><FONT color="#FFFFFF" face="HGP ｺﾞｼｯｸ

E"></FONT><FONT color="#FFFFFF" face="メイリオ" size="-1"><B>送料につて（離島及び船便の許

可の必要な地域は別）</B></FONT><BR> 

    <FONT size="3" color="#ffffff">西濃運送</FONT><FONT color="#ffffff">にてご案内致します。

</FONT><FONT size="-1" color="#ffffff">（週末・連休などにより遅延する場合がございます。  

</FONT></TD> 

  </tr> 

<tr> 

    <TD align="center" width="83"> 

 <FONT color="#FFFFFF"><b>料金<br> 

 </b></FONT> 

 </TD> 

    <TD align="center" width="394"><FONT color="#ffffff" size="-1"><B><FONT size="+0">地域

</FONT></B></FONT></TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

東京 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 石川 

福井 岐阜 静岡 愛知 三重 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 

 </TD> 



    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>700 円</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>1,250 円</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

北海道 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 

  <font color=#000000 size=3><b>600 円</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 

 

  </FONT> 

 </TD> 

  </tr><tr> 

    <TD align="center" bgcolor="#CCCCCC" width="83"> 



  <font color=#000000 size=3><b>見積もり</b></font> 

 </TD> 

    <TD bgcolor="#F8F8F8" width="394"> 

  <FONT color="#000000" face="ＭＳ 明朝"> 

 

沖縄 

 

  </FONT><FONT face="ＭＳ 明朝">（お見積り後に金額を連絡差し上げます）</FONT></TD> 

  </tr></table> 

<BR> 

<BR> 

<br> 

<small>ほかにも出品しています。よろしければご覧ください<br></small><a 

href=http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/sekiya_eco target=_blank><img 

src=http://image.auctions.yahoo.co.jp/banner01.gif width=468 height=60 border=0></a><br><br> 

<small>Yahoo!かんたん決済（クレカ・ネットバンク）がご利用いただけます<br></small><a 

href=http://payment.yahoo.co.jp/ target=_blank><img 

src=http://i.yimg.jp/images/payment/bnr/bnr_kantan03.gif width=468 height=60 border=0></a><br><br> 

<font color=#999999 size=1>+ + + この商品説明は</font> <a href=http://www.auclinks.com/ 

target=_blank><font color=#666666 size=1>オークションプレートメーカー２</font></a> <font 

color=#999999 size=1>で作成しました  + + +</font><font color=#FFFFFF 

size=1><br>No.207.003.003</font><br> 

</center> 

</BODY> 

</HTML> 

 

これを貼り付け編集ページでレビューすると下記のように完成します。 

編集があるときは「ホームページビルダにて見直し、再度、ヤフオクタグに貼り付け確認後出品すればよ

いです。 

出品を保存しておけばその種類は連続出品できます。 

１－７項目作成しておけば簡単に出品できるので便利です。 

８５Ｄ２６Ｒ新品バッテリー「プロが選ぶ」送料無料即日発送 

 商品詳細 

 

商品名 CMF ８５Ｄ２６Ｒ 



  

  

○EUROPWER 販売元 

圧倒的に品質第一主義に徹した「業界誇りのバッテリー研究所を持つ専門 

販売」プロが絶賛した CCA は鮮度の証明・大幅なコストカットと保証 

 

○メンテナンスフリー 高峰 CMF 大型車まで 

COS 特殊合金鉛を世界で 初に製造、拡張カルシウムは自己放電を極限に低減驚く

性能を発揮します。 

 

○技術力は長寿命が証明する 

振動に強い設計は長期間安定した性能を発揮します。 

EUROPWER 

 社会とともに：株式会社関谷は宮城県南三陸町へ東日本大震災のときに灯りのなかった体育館へ 

 蓄電池を災害後１０日目に提供するなど社会貢献に努めています。 

 



自動車バッテリーの規格について 

 

  

世界の厳しい名車ディラーに選ばれた EUROPWER バッテリー  

· CMF 完全メンテナンスフリーバッテリー EUROPWER BATTERY 

 

 小型車から大型バスまで世界のバッテリー８０％は CMF 

 

 実績が証明 開放型バッテリーの２・３倍寿命 

· 2 年または 50.000km までの保証付 

長寿命極板は特殊カルシウム合金 

· 欧州市場日本市場で絶賛されたバッテリー 

· 世界のプロが選んだ強力パワー 

 

大きさ mm( 高 H) L236xW128xH200(220) 



端子の太さ B 型 

CCA ４３３A 

互換バッテリー 46B24L 50B24L 55B24L 
 

 発送支払い詳細 

1. Yahoo!落札通知メールが届きます。 

 

  弊社の連絡先、お取引手順が明 記してあります。  

 

※ １時間以内にメールが届かない場合は、弊社（株式会社 関谷）までお電話（0985-

78-1350）ください。 

 

2. お届け先の 郵便番号 ・ ご住所 ・ お名前 ・ 電話番号 ・ 入金方法 および  

  入金予定日をメールにてご連絡下さい。 

 

3. 15:00 までのご入金確認で、即日発送いたします。 

（注）土曜日の即日発送は、12：00 までとなります。 

 

ただし、土曜日・祝日前日発送の場合、運送会社の路線便が日曜・祝日は移動しないた

め、翌平日以降の配達となります。 

  

 Yahoo!かんたん決済（詳細）ほか落 札時にご案内します。 

 当店口座 

 ジャパンネット銀行 

 本店営業部 

 8535870 

 カ）セキヤ  

4. 発送後、運送会社お問合せ番号をメールにてお知らせいたします。 

 （運送会社：西濃運輸） 

 

※日曜祝祭日は休業日の為、翌営業日の対応となります。  

当社では出荷の際の梱包に万全の注意を 払っておりますが、配送の際に横倒し、落下

等によりバッテリーの液漏れ事故が発生していることがあります。 

受取り前や開封後にお気づきになられた場合は、運送会社及び配達店の方へご連絡く

ださいますようお願い申し上げます。 



  

  

 

◎◎ 廃棄 バッテリーの無料引取りサービス開始 ◎◎ 

☆当社では、交換後にご不要になったバッテリーを 

送料、処分料すべて無料￥０にてお引き取りしております。 

引取りご希望の際は、取引きナビのご要望欄に「バッテリー回収希望」とご記入ください。 

運送会社の回収用伝票を商品に同封しますので、引取りのバッテリーを梱包し当社宛に

ご返送ください。 



 会社案内 

 認定：受賞など 

 

 九州経済産業局認定工場 ・宮崎県ものつくり大賞受賞 

 

 株式会社  関 谷 

 

 本社所在地 ： 〒880-1222 宮崎県東諸県郡国富町大字八代北俣 2027-4 

 

 電話番号 ： 0985-78-1350 

 

 FAX 番号 ： 0985-78-1952 

 

 ホームページ ： http://sekiyabattery.shop-pro.jp 

 

 Ｅメール ： sekiya@mocha.ocn.ne.jp 

 

 営業時間 ： 平日 08:00～17:00 

 

 定休日 ： 日曜 祝日 弊社カレンダー 

 
(運賃料金です） 

送料につて（離島及び船便の許可の必要な地域は別） 

西濃運送にてご案内致します。（週末・連休などにより遅延する場合がございます。） 

料金 地域 

700 円 東京 

700 円 
青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 山梨 新潟 長野 富山 

石川 福井 岐阜 静岡 愛知 三重 

700 円 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 

700 円 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 

1,250 円 北海道 

600 円 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 

見積もり 沖縄 （お見積り後に金額を連絡差し上げます） 

 

 

 



ほかにも出品しています。よろしければご覧ください 

 

 

Yahoo!かんたん決済（クレカ・ネットバンク）がご利用いただけます 

 

 
※違う商品は、カテゴリで検索して、売りたいカテゴリから出品する。 


