
【ご注文の流れ】
① お客様からFAX・メールでご注文をいただきます。

FAX：03-3863-5283 メール：gaisho-1@kiwa-inc.co.jp（エクセル注文書使用）
ご注文はミスを無くす為、お電話ではなく必ず書面にてお受けしております。
郵送でもご注文を受け付けておりますが、その際お客様のお電話番号も忘れずにお書き添えください。
〒111-0052　東京都台東区柳橋2-2-3　鈴和ビル3F　㈱貴和製作所　外商部宛

② 弊社で在庫の確認をし、FAX・メールまたはお電話にてお支払金額をお知らせいたします。

③ お客様からのご入金確認後、もしくは代金引換にて商品を発送させていただきます。
代金引換をご指定の場合、商品をお届けするドライバーに代金をお支払いください。

【ご注意事項】
・ 商品の追加・変更は金額のお知らせまでに大変時間がかかりますのでご遠慮ください。
・ 不良品以外の理由での返品・交換はお断りしております。（ご注文間違い・イメージと違うなど）

・

・

・

・ オンラインストアでのお買い上げ商品との一括配送は承っておりません。
・ ポイントカードはご利用いただけません。
・

【お支払いについて】
・

・ お振込みの際の手数料及び代引手数料はご注文金額に関わらずお客様のご負担となっております。
・

・

【発送方法・送料について】
・ 商品のお届けは宅配（ヤマト運輸）になります。※郵送・メール便不可。
・ 商品代金が10,000円以上（税込）の場合は当社にて送料を負担いたします。

10,000円未満のご注文、もしくはお品切れ等により10,000円を下回る場合はお客様のご負担となります。
（振込・代金引換共に580円（税込））

・ 商品の発送は、日本国内のみとなります。

【お問合せ先】
株式会社貴和製作所　外商部
〒111-0052　東京都台東区柳橋2-2-3　鈴和ビル3F

TEL：03-3863-6411
FAX：03-3863-5283

mail：gaisho-1@kiwa-inc.co.jp

受付時間（月～土　9：30～18：30/日・祝休）
※当社の営業時間は月曜日～土曜日の9：30～18：30となっております。（日曜日・祭日は除く）
お電話でのお問合せ等もこの時間内での受付となります。
また、FAX・メールは24時間受け付けておりますが、返信またはその他のご連絡は営業時間内でのご連絡となります。

ご入金方法は、郵便振替および銀行振込・代金引換・現金書留をご用意しております。お振込用紙はご用意して
おりません。振込先口座については、ご入金いただく金額とあわせて当社よりお知らせいたします。ご入金は必ず
弊社からの金額ご連絡後にお願いいたします。品切れ等の事情により合計金額が変わる可能性がございます。

ご入金際の名義はご注文者と同名でお願いいたします。（異なる名義でご入金いただきますと、入金確認にお時
間がかかる場合がかかり、発送が遅れる場合がございますのでご注意ください）

領収書については、お振込みの場合は銀行または郵便局の振込明細書を、代金引換の場合は宅配会社よりお客
様にお渡しする控えが領収書となります。弊社からは領収書の発行を行っておりません。

商品は在庫のある分のみのご用意となります。品切れ商品につきましては欠品にてお知らせいたします。
ご注文は受付順に処理を行っております。混雑状況によりご連絡までに数日お時間がかかる場合がございますの
で予めお時間に余裕を持ってご注文ください。

商品到着後、なるべく早めに内容をご確認ください。不良品の交換に関しましては、商品到着後2週間以内に弊社
担当者までご連絡ください。

在庫につきましては、全国からご注文を頂きます関係上、常に変動いたします。ご注文いただいてからの在庫確認
となります。ご注文の前の在庫確認及びお取り置き・品切れ商品の入荷ご連絡等は行っておりませんのでご了承
ください。

商品は予告なく価格や仕様が変更になる場合がございます。また、商品によっては製造時期の違い等により色の
濃淡に差が出る場合もございますので、ご了承の上ご購入いただきますよう宜しくお願いします。

金額ご連絡後のキャンセルはご遠慮いただきますようお願いいたします。特に、チェーン・ヒモ類などは、金額ご連
絡前でもカット済の場合はキャンセルできませんのでご注意ください。

店頭でのご注文品のお渡しは行っておりません。外商部へのご注文品に関して、店頭でお問合せいただいてもお
答えできない場合がございます。



【ご記入に関するご注意】
●太線内は楷書ではっきりとご記入ください。ふりがな・郵便番号をお忘れなくご記入ください。
●企業のお客様は会社名とご担当者のお名前をご記入ください。
●商品名・サイズ・色名（色番号がわかる場合は番号も）・数量を忘れずにご記入ください。不明商品の場合はご注文を承りかねる
場合がございます。
●商品の追加・変更は商品のお届けまでに大変時間がかかりますのでご遠慮ください。
●ご記入はボールペン等でお願いいたします。（鉛筆・シャーペンですと、FAX送信の際、文字が写りません）
●TOHO・MIYUKI・広島ビーズ（丸小等）は品番を必ずご記入ください。

【注文書の記入例】

【株式会社貴和製作所　外商部宛】

ご注文はこちらまで　ＦＡＸ：０３－３８６３－５２８３ （TEL：03-3863-6411）
・太線内をボールペン等で楷書でハッキリと、お書き漏れの無いようにご記入ください。ご注文書はコピーしてお使いください。
・企業のお客様は会社名とご担当者名をご記入ください。

ふりがな　　かぶしきかいしゃ　きわせいさくじょ ふりがな　　きわ　はなこ

御社名：株式会社　貴和製作所 御中 御名前：貴和　花子 様

　東京 台東 　柳橋２－２－３　鈴和ビル３階

　    □振込　 　□代金引換
≪領収書について≫　決済方法ごとにそれぞれ受領する書類が税法上も領収書として機能いたします。

【振込の場合】　銀行又は郵便局から発行される振込明細書が領収書となります。
【代金引換の場合】　宅配会社よりお客様にお渡しする控えが領収書となります。領収書の宛名はお届け先様名になります。

＜ご注文数と販売単位が合わない場合＞ ＜品切れ・終了商品がある場合＞
お客様のご希望数と弊社の販売単位が合わない場合、多めの数量でご用意いたします。 （ご指定がない場合『連絡不要』といたします）

（例）ご注文数20ケ、商品の販売単位6ケ入１袋の場合、6ケ×4(袋)=24ケでご用意いたします。

＜クーポン番号＞クーポンをお持ちの方はご記入ください。 ＜事前に大口見積依頼を頂いている場合＞
（クーポンには有効期限がございます。予めご確認 日付をご記入ください

ください。）
　　　　　　　　　　　　　　日付：　　　　/

・ご注文数量は必要個数で記入ください。小袋・中袋などがございますので『○袋』等パック数でのご記入はご遠慮ください。

・単価・金額欄は弊社記入欄です。オンラインストア・カタログの商品番号ではなく、商品名をご記入ください。

単　価 金　額

1 クリスタライズ＃５０００ ６ｍｍ ＬＴローズ 100 個

2 クリスタライズ＃５３０１ ４ｍｍ ジェット 10 ｸﾞﾛｽ

3 アクリルカットソロバン ５ｍｍ フィッシャー 1 Kg

4 半貴石　サザレ ハウライトトルコ 10 本

5 イヤリングネジバネ丸玉ブラ（小） ４ｍｍ ＭＧ 100 ﾍﾟｱ

6 国産革ヒモ　丸 ２ｍｍ 焦茶 100 ｍ

7 チェーン　２３５ＳＦ Ｇ 50 ｍ

8 ９ピン ０．７×２０ ＲＣ 500 ｇ

9 ボールチップ　輸入 中 金古美 1000 個

10 ヒキワ ７ｍｍ Ｇ 300 個

11 ヒキワ ７ｍｍ ＲＣ 200 個

12 ヒキワ ７ｍｍ Ｂ 100 個

13

14

15

16

17

18

□　振込のお客様 □　代引きのお客様

ヤマト運輸 荷物№　（※宅配会社の指定は承っておりません）

FAX専用注文書

発送用注文書 （全　　　1枚中　　　　　1枚目） 日付　　　20○○年　　〇月　　　〇日

〒　　111　　　　　－　　0052

ｔｅｌ.　　０３　（　３８６３　）　６４１１ ※fax.　　０３　（　３８６３　）　５２８３ 携帯　０９０　（　００００　）　００００

※ファックスをお持ちの方は必ず番号のご明記をお願いいたします。お持ちでない方は、お手数ですが「なし」とご記入ください

支払い方法　いずれかに印をお付けくださ

い（ご指定がない場合『振込』といたします）

【　　　　　　　-　　　　　】

備　考商　品　名 サイズ カラー 数　量 単位
弊 社 記 入 欄

\
発送担当者

小計

ご入金確認後の発送となり
ます

代引手数料が別途＋\
掛かります。

合計　\　　　　　　　　　　　.

を現金でお支払いください

送料

消費税

合計

送料とは別に、振込手数料・代引手数料
が掛かります。

都道
県府

市区
郡

□連絡希望 □連絡不要

※枚数の確認を行います

ので必ずご記入ください。

ご記入が無い場合、万が

一全て届いていなくても

確認出来かねますのでご

注意ください。

※ご注文内容について
お電話差し上げることが
ございます。日中ご連絡
ができる電話番号をご記
入ください

※支払い方法をご指定く

ださい。未記入の場合は

振込といたします。

弊
社
記
入
欄

※同じ品物でもカラーが
違う場合は1行に1品目の
ご記入をお願いします。
価格が異なる場合がござ
います。

太線枠内のみご記入ください
（金額欄は弊社で記入いたします）

※ご注文数量は必要個

数でご記入ください。

”3袋”等ﾊﾟｯｸ数でのご注

文はご遠慮ください。

（最低ﾛｯﾄの他、割引ﾊﾟｯ

ｸがある商品があります

のでそちらを適用する場

合があります。）

※オンラインストア・カタロ
グの商品番号ではなく、
商品名をご記入ください。



【株式会社貴和製作所　外商部宛】
ご注文はこちらまで　ＦＡＸ：０３－３８６３－５２８３（TEL：03-3863-6411）
・太線内をボールペン等で楷書でハッキリと、お書き漏れの無いようにご記入ください。ご注文書はコピーしてお使いください。
・企業のお客様は会社名とご担当者名をご記入ください。

ふりがな ふりがな

御社名： 御中 様

　    □振込　 　□代金引換
≪領収書について≫　決済方法ごとにそれぞれ受領する書類が税法上も領収書として機能いたします。

【振込の場合】　銀行又は郵便局から発行される振込明細書が領収書となります。
【代金引換の場合】　宅配会社よりお客様にお渡しする控えが領収書となります。領収書の宛名はお届け先様名になります。

＜ご注文数と販売単位が合わない場合＞ ＜品切れ・終了商品がある場合＞
お客様のご希望数と弊社の販売単位が合わない場合、多めの数量でご用意いたします。 （ご指定がない場合『連絡不要』といたします）

（例）ご注文数20ケ、商品の販売単位6ケ入１袋の場合、6ケ×4(袋)=24ケでご用意いたします。

＜クーポン番号＞クーポンをお持ちの方はご記入ください。 ＜事前に大口見積依頼を頂いている場合＞
（クーポンには有効期限がございます。予めご確認 日付をご記入ください

ください。）
　　　　　　　　　　　　　　日付：　　　　/

・ご注文数量は必要個数で記入ください。小袋・中袋などがございますので『○袋』等パック数でのご記入はご遠慮ください。

・単価・金額欄は弊社記入欄です。オンラインストア・カタログの商品番号ではなく、商品名をご記入ください。

単　価 金　額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

□　振込のお客様 □　代引きのお客様

ヤマト運輸 荷物№　（※宅配会社の指定は承っておりません）

FAX専用注文書

発送用注文書 （全　　　　枚中　　　　　　枚目） 日付　　　　　年　　　　月　　　　日

御名前：

〒　　　　　　　　－

ｔｅｌ.　　　　　　（　　　　　） ※fax.　　　　　　（　　　　　） 携帯　　　　　　（　　　　　）

※ファックスをお持ちの方は必ず番号のご明記をお願いいたします。お持ちでない方は、お手数ですが「なし」とご記入ください

支払い方法　いずれかに印をお付けください

（ご指定がない場合『振込』といたします。）

【　　　　　　　-　　　　　】

商　品　名 サイズ カラー 数　量 単位
弊 社 記 入 欄

備　考

\

小計

ご入金確認後の発送となり
ます

代引手数料が別途＋\
掛かります。

合計　\　　　　　　　　　　　.

を現金でお支払いください

送料

消費税

合計

発送担当者

送料とは別に、振込手数料・代引手数料
が掛かります。

都道
県府

市区
郡

□連絡希望 □連絡不要



【株式会社貴和製作所　外商部宛】
ご注文はこちらまで　ＦＡＸ：０３－３８６３－５２８３（TEL：03-3863-6411）
・太線内をボールペン等で楷書でハッキリと、お書き漏れの無いようにご記入ください。ご注文書はコピーしてお使いください。
・企業のお客様は会社名とご担当者名をご記入ください。

ふりがな ふりがな

御社名： 御中 様

単　価 金　額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

□　振込のお客様 □　代引きのお客様

ヤマト運輸 荷物№　（※宅配会社の指定は承っておりません）

※こちらの用紙は２枚目以降にお使いください。

御名前：

商　品　名 サイズ カラー 数　量 単位

FAX専用注文書

発送用注文書 （全　　　　枚中　　　　　　枚目） 日付　　　　　年　　　　月　　　　日

弊 社 記 入 欄
備　考

\合計

発送担当者

小計

ご入金確認後の発送となり
ます

代引手数料が別途＋\
掛かります。

合計　\　　　　　　　　　　　.

を現金でお支払いください

送料

消費税


