
つめかえ君 FAX 注文用紙 
 

製品名 N セット      4,500 円(税別) 個 
製品名 N タイプ      3,500 円(税別) 個 
製品名 NN タイプ      5,900 円(税別) 個 
製品名 KK タイプ      4,200 円(税別) 個 
製品名 TK スタンド     6,000 円(税別) 個 
製品名 TK アダプタ     1,800 円(税別) 個 
製品名 N レギュレーター   6,700 円(税別) 個 
製品名 NK レギュレーター  6,700 円(税別) 個 
製品名  個 
製品名  個 
製品名  個 

お支払方法   FAX 注文は代金引換のみ対応です。 

その他の製品・コメント 

 

 

 

 

発送費、その他の製品については http:// alva.ne.jp でご確認下さい。 

 

郵便番号（     ━       ） 

 

住所 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

氏名             (フリガナ) 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TEL(必須) 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FAX(必須) 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

携帯 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

総ての製品を、ご注文頂いてから作製しています。 

作業開始後の取消し及び返品、交換はお受け出来ません。 

十分に検討の上、作成依頼をして下さい。 

不良品、輸送時の事故品についてはこの限りではありません。 

一週間が過ぎても製品が届かない場合はご連絡を下さい。 

送信先 FAX 番号 0277-53-7459 
電話番号 0277-53-7469 
株式会社 アルバ  376-0013 群馬県桐生市広沢町 5-1755 

180801 

  



製品リスト                                 (表示は本体価格です) 

◆詰め替えタイプ 

・N セット N タイプ・N ジョイント・N ストッパーのお勧め３点セット。 ¥4,500  

・N タイプ プリムス、EPI、スノーピーク、GIPPO、コールマン等の OD 缶に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥3,500  

・NN タイプ OD 缶同士の詰め替え用。 ¥5,900  

・KK タイプ CB 缶同士の詰め替え用。 ¥4,200  

・C タイプ キャンピングガス(CV270.470)(CV360)に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥4,200  

・P タイプ コールマンパワーマックスに CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥4,200  

・Q タイプ コールマン旧(凸)タイプボンベ(Modal 5103-200.420)に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥4,200  

・CV250 タイプ キャンピングガス(CV250)に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥4,400  

・CV450 タイプ キャンピングガス(CV450)、富士灯器 FL-200、オリエンテック BP-450 に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥4,200  

・PK タイプ 小型プロパン容器に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥6,000  

・SK タイプ けむとうなかぁ～容器に CB 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥6,000  

・USN タイプ USA 仕様の簡易ボンベに OD 缶の液化ガスを詰め替える。 ¥8,300  

・USP タイプ USA 仕様の簡易ボンベに家庭用プロパン容器から詰め替える。 ¥12,300  

◆変換ジョイント類 

・N ジョイント N タイプとペアで CB 缶を OD 缶用の器具に接続する。 ¥850  

・TK アダプタ OD 缶用の器具に CB 缶を縦向きに接続する。 ¥1,800  

・TK スタンド OD 缶用の器具に CB 缶を横向きに接続する。 ¥6,000  

・CN アダプタ キャンガス(CV270.470)用の器具に OD 缶を接続する。 ¥5,300  

・CK アダプタ キャンガス(CV270.470)用の器具に CB 缶を接続する。 ¥4,000  

・PMK アダプタ パワーマックス用の器具に CB 缶を接続する。 ¥4,500  

・PMN アダプタ パワーマックス用の器具に OD 缶を接続する。 ¥4,800  

・QK アダプタ コールマン旧(凸)ボンベ用の器具に CB 缶を接続する。 ¥2,300  

・QN アダプタ コールマン旧(凸)ボンベ用の器具に OD 缶を接続する。 ¥3,300  

・RGU アダプタ USA 仕様の簡易ボンベに市販のレギュレーターを接続する。 ¥7,000  

・US アダプタ OD 缶用の器具に USA 仕様の簡易ボンベを接続する。 ¥4,800  

・USK アダプタ USA 仕様の器具に CB 缶を接続する。 ¥4,500  

・USN アダプタ USA 仕様の器具に OD 缶を接続する。 ¥6,700  

・LJ アダプタ コールマンロードトリップグリル LXE-J にプロパン容器等の外部供給器を繋ぐ。 ¥9,700  

・LU アダプタ コールマンロードトリップ USA 仕様（PJ デザイン）にプロパン容器等の外部供給器を繋ぐ。 ¥8,900  

◆ガス化アダプタ 

・DF アダプタ MSR ドラゴンフライに CB 缶を接続する。 ¥4,800  

・MSR アダプタ ドラゴンフライ以外の MSR ストーブに CB 缶を接続する。 ¥6,200  

・SG アダプタ SIGG ファイヤージェットに CB 缶を接続する。 ¥3,800  

◆レギュレーター・パワーユニット 

・N レギュレーター OD 缶用のコンパクトなレギュレーター。 ¥6,700  

・NK レギュレーター CB 缶用のコンパクトなレギュレーター。 ¥6,700  

・NP レギュレーター プロパンボンベ用のコンパクトなレギュレーター。 ¥7,800  

・OD ユニット OD 缶 2 本をジョイントするガス供給機。 ¥17,500  

・パワーユニット CB-6 CB 缶 6 本を収納するガス供給機。 ¥35,200  

◆シャンデリア 

・シャンデリア 2 OD 缶に、ランタンを二個取り付ける。 ¥15,000  

・シャンデリア 3-F OD 缶に、ランタンを三個取り付ける。（フォークタイプ） ¥22,000  

・シャンデリア 3-T OD 缶に、ランタンを三個取り付ける。（サークルタイプ） ¥20,000  

・燭 台 ランタンの位置を高くする延長アダプタ。 ¥7,000  

◆その他関連器具 

・T キャップ OD 缶用ガス器具のごみ避けキャップ。 ¥700  

・蓄冷プレート 冷凍庫に入れて置き、詰め替え時に下に敷きます。氷水の代用。 ¥1,400  

・110 ブースター 110 缶用のパワーブースター。 ¥4,700  

 

＊その他の製品、詳しくは http://alva.ne.jp をご覧下さい。 

                                      180801 


