
送信結果レポート sample
会社名 郵便番号 住所 FAX ステータス 確定日時 送信停止 送信エラー 送信エラー詳細

有限会社＊ーコーポワン 御中 101-0048 東京都千代田区神田司町2-8 02046238592 不達 2015-12-15T16:01:45+09:00 無 不達 話中
株式会社＊トー・フレンド　営業部 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内3-25 0332011517 送達 2015-12-15T16:06:55+09:00 無 送達
株式会社ネ＊チャー 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1-86 0332012301 送達 2015-12-15T16:05:38+09:00 無 送達
株式会社マ＊ナビサポート 御中 101-0003 東京都千代田区一ﾂ橋133 0332111707 送達 2015-12-15T16:06:09+09:00 無 送達
国際クリー＊ング株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内155 0332117038 送達 2015-12-15T16:06:26+09:00 無 送達
レ＊デンリサーチ株式会社 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1-76 0332123675 送達 2015-12-15T16:06:26+09:00 無 送達
トゥルーバグループホールディング＊株式会社 御中 100-0004 東京都千代田区大手町1-34 0332127101 送達 2015-12-15T16:06:25+09:00 無 送達
株式会社ノー＊＊＊ランド 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2-45 0332160439 送達 2015-12-15T16:06:05+09:00 無 送達
日新情報サービ＊株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内3-45 0332166211 送達 2015-12-15T16:06:03+09:00 無 送達
株式会社＊タジオ＊トリ 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-1 0332190712 送達 2015-12-15T16:06:41+09:00 無 送達
株式会社＊ドサービ＊ 御中 101-0047 東京都千代田区内神田1-47 0332191658 送達 2015-12-15T16:07:30+09:00 無 送達
北友シ＊テム株式会社 御中 101-0052 東京都千代田区神田小川町2-62 0332192580 送達 2015-12-15T16:07:42+09:00 無 送達
株式会社＊京データネットワーク　総務部 御中 101-0003 東京都千代田区一ﾂ橋133 0332017066 送達 2015-12-15T16:06:00+09:00 無 送達
株式会社大手町ファー＊ト＊ク＊＊ 御中 100-0004 東京都千代田区大手町1-54 0332170808 送達 2015-12-15T16:06:26+09:00 無 送達
＊カ＊ワード＊ンフォメーションシ＊テム株式会社 御中 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-72 0332190558 送達 2015-12-15T16:06:09+09:00 無 送達
戸部＊株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目45 0332114043 送達 2015-12-15T16:06:12+09:00 無 送達
株式会社ダ＊＊モンド＊ター 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目25 0332132727 不達 2015-12-15T16:11:39+09:00 無 不達 呼び出し中応答なし
株式会社ワ＊ピーテック 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目106 0332146731 送達 2015-12-15T16:08:41+09:00 無 送達
ゼネック＊株式会社 御中 101-0061 東京都千代田区三崎町1丁目1-1 0332196663 送達 2015-12-15T16:07:55+09:00 無 送達
＊カシ＊ジャ＊ン株式会社 御中 102-0082 東京都千代田区一番町9-2 0332210402 送達 2015-12-15T16:12:28+09:00 無 送達
株式会社プログレ＊ジャ＊ン 御中 102-0083 東京都千代田区麹町1丁目103 0332210670 送達 2015-12-15T16:06:11+09:00 無 送達
株式会社テクノピ＊ 御中 101-0065 東京都千代田区西神田3丁目15 0332214775 送達 2015-12-15T16:06:29+09:00 無 送達
ブック＊ワー株式会社 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目201 0332217189 送達 2015-12-15T16:06:32+09:00 無 送達
日本＊＊シー株式会社 御中 102-0083 東京都千代田区麹町4丁3 0332217914 送達 2015-12-15T16:10:57+09:00 無 送達
フォック＊マーク株式会社 御中 102-0083 東京都千代田区麹町4丁目23 0332226522 送達 2015-12-15T16:06:39+09:00 無 送達
モトサン＊ンジ＊＊リング株式会社 御中 102-0083 東京都千代田区麹町3丁目13 0332301181 送達 2015-12-15T16:07:16+09:00 無 送達
株式会社ジ＊＊フビ＊＊ンタープラ＊ズ 御中 102-0093 東京都千代田区平河町1丁目83 0332301702 送達 2015-12-15T16:07:13+09:00 無 送達
京和＊株式会社 御中 102-0071 東京都千代田区富士見1丁目3-1 0332302369 送達 2015-12-15T16:09:59+09:00 無 送達
＊ワンセル株式会社 御中 101-0053 東京都千代田区神田美土代町33 0332331129 送達 2015-12-15T16:10:01+09:00 無 送達
ハーマン＊ラージャ＊ン株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目15 0332011811 送達 2015-12-15T16:05:41+09:00 無 送達
株式会社ジェ＊・クリ＊＊ション 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目76 0332148305 送達 2015-12-15T16:05:39+09:00 無 送達
＊ールズ・オブ・＊ッポン株式会社 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目96 0332017236 送達 2015-12-15T16:06:20+09:00 無 送達
＊京＊株式会社 御中 100-0004 東京都千代田区大手町1丁目64 0332141886 送達 2015-12-15T16:05:21+09:00 無 送達
株式会社＊レ＊サ＊ドメガネ 御中 101-0003 東京都千代田区一ﾂ橋1丁目13 0332151041 送達 2015-12-15T16:07:06+09:00 無 送達
株式会社＊コンメガネ 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目55 0332152767 送達 2015-12-15T16:05:50+09:00 無 送達
共立リー＊株式会社 御中 101-0065 東京都千代田区西神田2丁目75 0332225688 送達 2015-12-15T16:07:02+09:00 無 送達
株式会社＊ンプレ＊ 御中 102-0093 東京都千代田区平河町1丁目6-3 0332227779 送達 2015-12-15T16:06:40+09:00 無 送達
株式会社フジプレ＊＊ンターナショナル 御中 101-0052 東京都千代田区神田小川町2丁2 0332332972 不達 2015-12-15T16:15:08+09:00 無 不達 呼び出し中応答なし
株式会社サ＊・＊ポーツプロダクト 御中 101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目8 0332333716 送達 2015-12-15T16:10:09+09:00 無 送達
株式会社＊タリ＊書房　＊タリ＊部 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目1 0332346469 送達 2015-12-15T16:10:21+09:00 無 送達
株式会社コンポーネントソー＊ 御中 102-0083 東京都千代田区麹町3丁3 0332370282 送達 2015-12-15T16:07:37+09:00 無 送達
株式会社ケ＊＊＊ 御中 102-0076 東京都千代田区五番町56 0332376839 送達 2015-12-15T16:07:53+09:00 無 送達
サングレー＊株式会社 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目14-91 0332377726 送達 2015-12-15T16:07:43+09:00 無 送達
ギ＊ルリーしんくら 御中 102-0094 東京都千代田区紀尾井町44 0332390548 不達 2015-12-15T16:07:15+09:00 無 不達 電話の可能性あり
＊山古美術店 御中 102-0094 東京都千代田区紀尾井町44 0332390855 送達 2015-12-15T16:08:55+09:00 無 送達
株式会社富美＊ 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目261 0332395233 送達 2015-12-15T16:07:42+09:00 無 送達
株式会社ジェーシー＊＊ 御中 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目111 0332510127 送達 2015-12-15T16:07:51+09:00 無 送達
矢まと新＊店 御中 100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目61 0352952809 不達 2015-12-15T16:07:27+09:00 無 不達 電話の可能性あり
南旺光学株式会社　レ＊ンボーコンタクトレンズ販売 御中102-0093 東京都千代田区平河町2丁目113 0332303800 送達 2015-12-15T16:09:43+09:00 無 送達
ユ＊ラ＊フジャ＊ン株式会社 御中 101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目98 0332330431 送達 2015-12-15T16:10:04+09:00 無 送達
株式会社フランシ＊コ 御中 102-0074 東京都千代田区九段南2丁目54 0332390892 送達 2015-12-15T16:07:39+09:00 無 送達
＊テシ＊・シマ 御中 102-0083 東京都千代田区麹町3丁目123 0332391031 送達 2015-12-15T16:08:08+09:00 無 送達
オー＊ム機器株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田4丁目61 0332515558 送達 2015-12-15T16:06:53+09:00 無 送達
株式会社＊＊トレットプラザ 御中 101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目71 0332526667 送達 2015-12-15T16:07:20+09:00 無 送達
外為ファ＊ネ＊ト株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内255 0332010070 送達 2015-12-15T16:05:31+09:00 無 送達
日本リファ＊ン株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2-25 0332013322 送達 2015-12-15T16:05:49+09:00 無 送達
國民銀行　＊京支店 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1-76 0332013410 送達 2015-12-15T16:05:49+09:00 無 送達
＊マモトロックマシン株式会社 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内3-25 0332015702 送達 2015-12-15T16:05:58+09:00 無 送達
＊ンド＊テ＊ト銀行　＊京支店総務課 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町1-76 0332015750 送達 2015-12-15T16:06:01+09:00 無 送達
株式会社＊ンゼル 御中 100-0006 東京都千代田区有楽町2606 0332016755 送達 2015-12-15T16:05:58+09:00 無 送達
株式会社オー・＊ル・＊＊ 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2-25 0332110832 不達 2015-12-15T16:05:43+09:00 無 不達 欠番ガイダンス
株式会社＊ー＊・カー 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内1515 0332113311 送達 2015-12-15T16:06:10+09:00 無 送達
株式会社日本マ＊カ製作所 御中 100-0005 東京都千代田区丸の内2-45 0332115919 送達 2015-12-15T16:06:13+09:00 無 送達
株式会社＊ノ＊ 御中 101-0047 東京都千代田区内神田1-9-7 0332193946 送達 2015-12-15T16:07:45+09:00 無 送達
フューチャー・＊クシィード株式会社 御中 101-0047 東京都千代田区内神田1-27 0332195405 送達 2015-12-15T16:07:53+09:00 無 送達
株式会社フレック＊・メディ＊・サプラ＊ 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2-30-R1 0332210598 エラー 2015-12-15T16:02:31+09:00 無 送信エラー（FN迷惑ＦＡＸ停止
有限会社室＊ビル 御中 102-0072 東京都千代田区飯田橋1-32 0332211087 送達 2015-12-15T16:10:41+09:00 無 送達
株式会社フォーラムジャ＊ン 御中 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-202 0332191284 送達 2015-12-15T16:06:54+09:00 無 送達



株式会社一＊ 御中 101-0052 東京都千代田区神田小川町1-2 0332193265 送達 2015-12-15T16:07:57+09:00 無 送達
環境サ＊＊ン＊株式会社 御中 101-0054 東京都千代田区神田錦町3-74 0332193522 送達 2015-12-15T16:07:52+09:00 無 送達
昭和シ＊テム開発株式会社 御中 102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6-4 0332341655 送達 2015-12-15T16:10:02+09:00 無 送達
＊ルプ株式会社 御中 102-0093 東京都千代田区平河町1丁目2-3 0332343650 送達 2015-12-15T16:10:05+09:00 無 送達
＊明物産株式会社 御中 102-0082 東京都千代田区一番町222 0332345169 送達 2015-12-15T16:10:39+09:00 無 送達
国際＊＊株式会社 御中 102-0074 東京都千代田区九段南4丁目7-4 0332345541 送達 2015-12-15T16:10:21+09:00 無 送達
株式会社サンコービジネ＊コンサルタント 御中 102-0083 東京都千代田区麹町1丁3 0332348838 送達 2015-12-15T16:07:15+09:00 無 送達
株式会社横＊洋＊店 御中 101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-1 0332349424 送達 2015-12-15T16:07:15+09:00 無 送達
ナッ＊株式会社 御中 102-0082 東京都千代田区一番町62 0332370650 送達 2015-12-15T16:07:22+09:00 無 送達
＊シフィック貿易株式会社 御中 102-0083 東京都千代田区麹町1丁3 0332371335 送達 2015-12-15T16:07:57+09:00 無 送達
株式会社＊＊　人事総務部 御中 102-0075 東京都千代田区三番町65 0332372996 送達 2015-12-15T16:08:17+09:00 無 送達
日本テク＊カルシ＊テム株式会社 御中 102-0073 東京都千代田区九段北1丁目123 0332303966 送達 2015-12-15T16:10:47+09:00 無 送達
株式会社康＊ 御中 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁5 0332510340 送達 2015-12-15T16:08:06+09:00 無 送達
株式会社フヂ＊ラ 御中 101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目3-1 0332510864 送達 2015-12-15T16:07:52+09:00 無 送達
＊＊り事務機株式会社 御中 101-0033 東京都千代田区神田岩本3 0332510979 送達 2015-12-15T16:07:46+09:00 無 送達
＊電機株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目10-1 0332512258 送達 2015-12-15T16:07:53+09:00 無 送達
株式会社＊＊ 御中 101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目1 0332512753 不達 2015-12-15T16:06:21+09:00 無 不達 欠番ガイダンス
株式会社＊電気＊＊ 御中 101-0021 東京都千代田区外神田4丁目61 0332512893 エラー 2015-12-15T16:03:34+09:00 無 送信エラー（FN迷惑ＦＡＸ停止
株式会社永＊＊ 御中 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目131 0332513128 送達 2015-12-15T16:08:11+09:00 無 送達
大日＊＊株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田2丁目161 0332513266 送達 2015-12-15T16:06:51+09:00 無 送達
＊＊電機株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目141 0332515535 不達 2015-12-15T16:06:36+09:00 無 不達 電話の可能性あり
海＊クラブ株式会社 御中 102-0093 東京都千代田区平河町2丁目63 0332210228 送達 2015-12-15T16:08:01+09:00 無 送達
株式会社＊ルタクラッセセキュリティ 御中 101-0021 東京都千代田区外神田1丁目81 0332532232 送達 2015-12-15T16:07:05+09:00 無 送達
＊京船舶電機株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田3丁目7-1 0332533764 送達 2015-12-15T16:07:04+09:00 無 送達
ヒロセマタ＊チ株式会社　営業第一部 御中 101-0047 東京都千代田区内神田2丁目117 0332533944 送達 2015-12-15T16:07:10+09:00 無 送達
株式会社＊＊田園 御中 101-0022 東京都千代田区神田練塀町32 0332538815 送達 2015-12-15T16:07:28+09:00 無 送達
＊栄電気株式会社 御中 101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目21 0332541006 送達 2015-12-15T16:10:28+09:00 無 送達
＊栄産業株式会社 御中 101-0047 東京都千代田区内神田3丁目27 0332544418 送達 2015-12-15T16:07:07+09:00 無 送達
国際オフィ＊株式会社 御中 101-0046 東京都千代田区神田多町2丁6 0332546791 送達 2015-12-15T16:07:12+09:00 無 送達
サ＊ンド＊ーク・ダ＊ナ 御中 101-0021 東京都千代田区外神田3丁目1-1 0332552166 送達 2015-12-15T16:07:29+09:00 無 送達
＊電機株式会社 御中 101-0021 東京都千代田区外神田3丁目10-1 0332556080 送達 2015-12-15T16:07:38+09:00 無 送達
栄光＊株式会社 御中 101-0047 東京都千代田区内神田2丁目9-7 0332564568 送達 2015-12-15T16:07:37+09:00 無 送達
＊山貿易株式会社 御中 101-0038 東京都千代田区神田美倉町8 0332569329 送達 2015-12-15T16:08:01+09:00 無 送達


