
=壼
tゝ・ …

=ニ

撮
枷

・
Ｌ

駐

夢

ま

■

贔
塁三 1盤轟嚢|三二1二 LI仄 ,よ

膚

基

お申込みができる方 :ゆうちよ銀行に普通口座をお持ちの方に限ります   お申込み期限
。  2018年 10月 31日 春で
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●商品提供者 :幸勝水産株式会社

◎商品の内容に関するお問い合わせ先  【障がいで町興 じ】

匝奎憂コ藍曇∃
一般社団法人シャロームいしのまき 福祉事業所

就労継続支援 B型 就労サポー トセンター “べてるの風"

〒986-2103 宮城県石巻市流留字二番E161-21

TEL:0225-24-9147 FAX:0225-24-9641
E―mail:shalom59630yahoo.oo.j鵬
◎お申込み方法及びお申し込み後のお問い合わせ先は上記企画・販売者まで

回 石巻広域ワイズメンズクラブ 「 震災復興支i司

宮城県石巻市立町―丁目5-1l YMCA石 巻センター内

お申込み期間(2018年 )

10月 1日 ～10月 15日

10月 16日～10月 31目

お申込み期間(2018年 )

10月 1日 ～10月 15日

10月 23日 ～11月 14日

■ |′

A」 OSC
全日本社会貢献団体機構

並びに宮城県遊技業協同組合の助成事業



密減llR杜戯郡食‖港でホ場げされた

*到着後、冷蔵庫に保管 しお早めにお召 し上が りください。

*商品は、水揚げの状況によりお届けが前後する場合があり

*商品は低酸素氷 (海産物の酸化防止効果を飛躍的に高める)

ます。

を使用して発送します。

運新鮮なさわまを直港じます1

申込み商品名 商 口
ｍ 内 容 代金 (送料・消費税込 )

さんま① 超新鮮さんま 10尾 3,300円
さんま② 超新鮮さんま 20尾 4,100円

原産地 :青森県太平洋・三陸沖

申込書

申込FAX:0225-24-9641 *配達希望 日はお受けできませんのでご了承 ください。

一Ｔ

道

県

都

府
申込商品名

ご
住
所

■
■
ヨ
■

商品番号

革  価 円

個  数 個フリガナ

お名前
様

金  額 円

電話番号
※なから詰めて
ご記スください.

ハイランは不要 硼緩
【特定商取引法に関する表記】本テラシと申込書はお客様控えとなりますので、商品到着まで大切に保管してください。

●販売者 表記に記載しています。

●支払い方法及び支払時期 現金にてお支払いください (お申込み時に全額お支払いいただきます。 )

同封郵便払込取扱票用紙 (振替用紙)にてご送金をお願いいたします。手数料は販売者負担となります。

●商品の引渡時期 商品はお申込み後 7日 から14日 程度でお届けします。ただし、海洋物商品について1よ発送開始日以降、お申込み順に順次発送しますが、成育(漁獲量 )

状況により商品のお届けが前後する場合がありますので、ご了承ください。

●商品発送 クロネコヤマト (ヤマト運輸)によるクール宅急便でお届けします。

●全くの不漁の場合は漁期終了の日の翌日よりlヶ月以内1こ商品代金をお返しいたします。

申し込みの際は、ゆうちよ銀行の普通口座をご記入ください。‖|

【ご案内】

●お届け先がご依頼主様と同じ場合は申込書のお届け先欄に「本人」とご記入ください。

●返品 '交換・キヤンセルについて

商品の破損・汚損の場合を除き返品 `交換には応じかねます。

Ell着 した商品が破損・汚損していた場合は商品Ell着後1通聞以内に、表面の0225-24-9147までご連絡ください。

商品の発送料は、販売者負担とさせていただきます (商品の一部消費・使用後の返品・交換には応じかねます。)

お申込み受付後のキャンセルは、原則お受けしておりません(クーリング・オフによる解約が可能な場合を除く)。 ただし、お申込みいただいた商品の発送前において、

やむを得ない事情によるものと販売者が判断した場合に限り、キヤンセルをお受けする場合がございます。その際、販売者所定の返金手数料はお客様のご負担となります

ので、ご了承ください。

●個人情報保護に関する基本的考え

,商品提供者及び販売者は、ご注文商品のお届け及びご依頼主様への今後の販売者が取扱うカタログ・チラシや商品情報のご提供のために、ご依頼主様及びお届け先

様のご住所・お名前・電話番号並びにご注文商品内容(以下「個人情報」といいます。)を共同して利用します。この場合における個人情報管翠責任者は、「一般社団法人シャ

ロームいしのまき」となります。

・個人情報は、ご注文商品の発送のほか、ご依頼主様またはお届け先様からのお問い合わせ対応のためにFAX・ データ伝送・電話により商品提供者に提供します。また、

情報処理のため信用ある入力情報会社に個人情報の入力処理を委託することがあります。

●反社会的勢力について

暴力団をご依頼主またはお届け先等とするカタログ商品のお申込みはお断りします。お申込み後に、その事実が判明した場合は解約させていただきます。

●ご依頼主様またはお届け先様のご氏名に旧字等が使用されていた場合、一部、印昴1可能文字での登録をさせていただく場合がありますので、御容赦ください。


