一般物品・消耗品販売店様向け商品
輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用）
チェック方式選択制で、一般物品と消耗品を合わせて、
またはどちらか一方のみでもご利用いただけます。
販売価格 375 円（税別）
仕様 105mm×148mm（A6） 2 枚複写 25 組
備考：ノーカーボン（カーボン紙なしで複写できます。
）
まとめ買いがお得
40 冊以上で、1 冊あたり 350 円(税別)でご購入頂けま
す。
（まとめ買い用の注文用紙をご利用ください。
）
社名・事務所名等の印刷名入れを承ります。
（100 冊～）
名入れ印刷の場合、ご注文の流れ、納期が通常と異なりますので個別にお見積りを致します。
お気軽にお問い合わせください。※オプションで 3 枚複写もお選びいただけます。
名入れ印刷ご希望の場合、印刷の都合により 1 冊 25 組から 50 組に増量となり、お得です。
参考価格：100 冊（1 冊 50 組

2 枚複写）

80,000 円（税別）～

追加輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用）
輸出物品購入者誓約書の商品記入欄が足りない場合、
こちらの用紙に追加で記入し、割印を押してつなげて
ご利用ください。項目は輸出物品購入者誓約書にあわ
せチェック方式選択制です。
販売価格 500 円 （税別）
仕様 70mm×148mm 2 枚複写 50 組
備考：ノーカーボン（カーボン紙なしで複写できます。
）
まとめ買いがお得
40 冊以上で、1 冊あたり 450 円(税別)でご購入頂けま
す。
（まとめ買い用の注文用紙をご利用ください。
）

輸免はんこ（シャチハタ角型）
朱肉がいらないインク内蔵タイプ
販売価格 2,150 円（税別）
仕様（印面）ヨコ 6mm タテ 8mm
（本体）直径 22mm 高さ 62mm

消耗品販売店様向け商品
消耗品用免税販売袋（大）
マチありタイプの免税販売袋。テープはついておりま
せんので、別売りの改ざん防止テープで封をしてご利
用ください。
販売価格 1 セット(100 枚入)3,500 円（税別）単価 35 円
仕様(Ｗ)320mmｘ(Ｈ)700mm 横マチ 90mm
備考：厚み 0.05 ㎜ 開封厳禁の注意喚起（赤字）印刷
まとめ買いがお得
10 セット以上で、1 セットあたり 3,000 円(税別）で
ご購入頂けます。（まとめ買い用の注文用紙をご利用
ください。
）

消耗品用免税販売袋（小）
マチなしタイプの免税販売袋。テープはついておりま
せんので、別売りの改ざん防止テープで封をしてご利
用ください。
販売価格 1 セット(100 枚入)2,000 円（税別）
仕様(Ｗ)340mmｘ(Ｈ)400 mm
備考：厚み 0.05ｍｍ 開封厳禁の注意喚起（赤字）印刷
まとめ買いがお得
10 セット以上で、1 セットあたり 1,700 円(税別）で
ご購入頂けます。（まとめ買い用の注文用紙をご利用
ください。
）

改ざん防止テープ
免税販売袋や段ボールの封をされる際にご利用ください。
販売価格 1,300 円（税別）
仕様(Ｗ)50mmx40m
備考：テープ部分の使用推奨期間としては 3-6 ヶ月程度
(常温)が目安ですが、お客様の保管状況に影響されるため
「保証」ではございません。
まとめ買いがお得
10 巻以上で、1 巻あたり 900 円(税別)でご購入頂けま
す。
（まとめ買い用の注文用紙をご利用ください。
）

物品のご注文、お支払い、配送、返品交換について

＜お支払い方法＞
【ご注文の流れ】：FAX またはメールでご注文→商品受注確定のご連絡→代金お支払い→商品の発送
■FAX でご注文
■メールでご注文

FAX 番号：

075-761-9281

メールアドレス

●ご記入事項

※ＦＡＸ用注文用紙をご利用ください。

tax-free@amitacorp.co.jp

＜ ご希望の商品

数量

送付先

お支払い方法 ＞

●お客様が FAX またはメールを送信されてから 48 時間以内に確認のご連絡をさせて頂きます（日曜、祝日は
除きます）。万が一連絡がない場合は、注文書がきちんと送られていない可能性がありますので、大変お手数
ですが再度送信していただくか、お電話にてお問い合わせ頂きますよう、お願い申し上げます。

＜お支払い方法＞

＜配送方法＞

■ 銀行振込

■佐川急便

みずほ銀行 京都中央支店

●全国一律 500 円（※1）となります。

普通預金 2416153 アミタ株式会社

●代金引換の場合は別途手数料が必要になります。

●お支払総額は以下の通りです。
振込金額 ：(商品代金合計×消費税)＋(送料)

■店頭引渡し

※消費税の端数は切り捨てでの計算となりま

●大変申し訳ございませんが、御来店時には注文書のコ

す。

ピーもしくはご自身を証明できるものをご持参下さい。

●振込手数料はお客様負担でお願い致します。

トラブルを防ぐ為、拝見させていただく場合がございま

●ご入金が確認でき次第、商品を発送致しま

す。

す。

＜返品・交換について＞

●ご注文後７日以内にご入金のない場合は、キ
ャンセルとさせていただきます。

●お届けした商品がご注文内容と異なる場合や商品が汚

●土・日・祝日前の入金は確認が出来ない場合

損・破損していた場合は、7 日以内にご連絡ください。

がございますので 早めのお振込をお願い致しま

すぐに交換させていただきます。 この場合の送料は弊社

す。

が負担致します。

■ 代金引換

●お客様のご都合による返品（商品の破損・汚損・お届け

●佐川急便の「e-コレクト」を利用します。

商品がご注文と異なる場合以外）は 7 日間以内にご連絡

●お支払総額は、商品代金合計＋送料＋代引き

いただければ、ご返品をお受け致します。この場合の送

手数料となります。

料、振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

1 万円以下 300 円、3 万円以下 400 円、

ただし下記項目にあてはまる場合は、お受け致しかねま

10 万円以下 600 円（※1）

すので、ご了承下さい。

●手数料はお客様負担でお願い致します。

・お届けから 8 日以上経過した商品

●お支払いは現金のみとなります。

・お客様が一度ご使用になられた商品

■店頭支払

・お客様が汚損・破損された商品

●お支払いは現金のみとなります。

＜送り先＞
〒606-8323 京都市左京区 聖護院円頓美町 17

※１ 価格は全て税別価格表記

京都ハンディクラフトセンター
宛まで

インフォメーション

ご注文書

FAX 番号 075-761-9281
フリガナ

〒
住所

会社名
フリガナ
担当者名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
メールアドレス

商品のお届け先がご注文主と異なる場合のみ、お届け先をご記入ください。
届け先
住所
ＴＥＬ：

支払い方法

ＦＡＸ：

月
日
□ １．来店（現金支払） 来店予定日
□ ２．代金引換（佐川急便）※別添、手数料がかかります。
□ ３．銀行振込
※振込手数料はお客様のご負担となります。ご入金確認後の出荷となります。

【振込用銀行口座】
みずほ銀行 京都中央支店 2416153 アミタ株式会社 宛
お振込名

□

様

4．見積りのみ希望

品名

数量

単価

輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用 2 枚組）

\375

追加輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用）

\500

消耗品免税販売袋（大） 100 枚

\3,500

消耗品免税販売袋（小） 100 枚

\2,000

改ざん防止テープ

\1,300

輸免ハンコ （シャチハタ角型）

\2,150

金額

Ａ 商品価格合計 ※税別
Ｂ 送料 （送料は一律 500 円 ※税別）
Ｃ 代引手数料 （1 万円以下 300 円、3 万円以下 400 円、10 万円以下 600 円 ※税別）

お支払い金額合計【（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×消費税】

〒606-8323
京都市左京区聖護院円頓美町 17
TEL: 075-761-8001 FAX: 075-761-9281

ご注文書※まとめ買い用

FAX 番号 075-761-9281
フリガナ

〒
住所

会社名
フリガナ
担当者名
ＴＥＬ
ＦＡＸ
メールアドレス

商品のお届け先がご注文主と異なる場合のみ、お届け先をご記入ください。
届け先
住所
ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

月
日
□ １．来店（現金支払） 来店予定日
□ ２．代金引換（佐川急便）※別添、手数料がかかります。
□ ３．銀行振込

支払い方法

※振込手数料はお客様のご負担となります。ご入金確認後の出荷となります。

【振込用銀行口座】
みずほ銀行 京都中央支店 2416153 アミタ株式会社 宛
お振込名

□

様

４．見積りのみ希望

品名

最

少

数量

単価

金額

注文数

輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用 2 枚組）

40

\350

追加輸出物品購入者誓約書（一般物品・消耗品共通用）

40

\450

消耗品免税販売袋（大） 100 枚

10

\3,000

消耗品免税販売袋（小） 100 枚

10

\１,700

改ざん防止テープ

10

\900

1

\2,150

輸免ハンコ （シャチハタ角型）
Ａ 商品価格合計
送料 （送料は一律 500 円 ※税別）

代引手数料 （1 万円以下 300 円、3 万円以下 400 円、10 万円以下 600 円 ※税別）

お支払い金額合計【（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）×消費税】

〒606-8323
京都市左京区聖護院円頓美町 17
TEL: 075-761-8001 FAX: 075-761-9281

