
◆FAX 申込書（お祝い用）       ビジネスフラワー行き（FAX 番号 03-6404-0045） 

個人情報取扱の同意について 添付の個人情報取扱に  同意しない    ・     同意する 

お申込者様 

会員登録 未登録       ・      登録済 

お名前・会社名  

お申込者名（ご担当者･

代理者） 
 

ご住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ番号  

メールアドレス 

 

※会員の方はログイン用のアドレスを記入下さい 

お届先様 

お名前・会社名                                         様 

ご住所 〒 

電話番号  

お届け日時 ※観葉植物・22,000 円(税込) 

以上の大型胡蝶蘭は時間指定が出来ません。 

    年   月   日 □時間指定不可( 観葉植物・22,000 円(税込)以上の大型胡蝶蘭 ) 

□最短希望 □14 時から 16 時希望 □16 時から 18 時希望 □18 時から 21 時希望 

商品コード ※記載例：KA1   

商品名・数量 

当日・手持ち配送をご利用の場合 

オプションで追加費用が発生します。 

胡蝶蘭         本立         色               円    鉢 

観葉植物（                     号鉢 ）           円    鉢 

スタンド花（                  ）          円    基 

その他（                     ）         円    個 

商品代金総合計                                      円 (税込) 

請求書・領収書 (通知メール/ダウンロード型) 請求書（ 不要 ・ 必要 ）  領収書（ 不要 ・ 必要 ） 

お支払い方法 
・銀行振込（納品前払い） ・銀行振込（納品後 7 日以内） ・銀行振込（締め払い） 

・ＮＰ掛け払い(法人様専用/コンビニ、銀行)  ・ＮＰ後払い（コンビニ、銀行、郵便局） 

※ 銀行振込（締め払い）をご希望の場合は、法人会員登録が必須となり、別途「申請書」のご提出が必要です。 

※ NP 後払い（コンビニ、銀行、郵便局）を利用する場合は、1 商品毎に別途 550 円（税込）の手数料が必要となります。 

立札・メッセージカードの要不要 要（ 立札 ・ メッセージカード ）※片方のみ無料でお付け致します ／  不要 

 

 

立札をご選択 

の場合 

記載するお祝い文言 
・祝 ・御祝 ・祝御開店 ・祝御開業 ・祝御移転 ・祝御就任 ・祝御開院 

・その他（                                 ） 

記載するお名前 

(贈り主名) 

 

 

 

（例）株式会社○○商事 代表取締役社長 ○○○○  /  ○○○団体一同  など 

 
記載するお宛名 

(お届け先様のお名前) 

 

                                        様 

(例) ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 様  など 

メッセージカード

をご選択の場合 

※30 文字以内です 

最後に贈り主のお名

前を。 
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その他、手配上の弊社宛 通信欄 

（お色の色、ラッピング、オプションなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【個人情報取扱い同意書】 

弊社はお客様の個人情報をお預かりすることになりますが、そのお預かりした個人情報の取扱について、下記のように定め、保護に努めており

ます。 

＜利用目的＞ 

1)注文情報管理のため 

2)お問い合わせに対する回答を行うため 

3)資料請求に対する発送のため 

4)商品納品のため 

5)サービス実施のため 

6)弊社の商品、サービス、催し物のご案内のため 

7)アンケート調査、モニター募集のため 

 

＜第三者への提供＞ 

弊社は法律で定められている場合を除いて、お客様の個人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。 

 

＜個人情報の取扱い業務の委託＞ 

弊社は事業運営上、お客様により良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託しており、業務委託先に対してお客様の個人情報を預

けることがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保

持などによりお客様の個人情報の漏洩防止に必要な事項を取決め、適切な管理を実施させます。 

 

＜個人情報提出の任意性＞ 

お客様が弊社に対して個人情報を提出することは任意です。ただし、個人情報を提出されない場合には、弊社からの返信やサービスを実施がで

きない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

＜個人情報の開示請求について＞ 

お客様には、貴殿の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除および利用又は提供の拒否権を要求する権利があります。詳細につき

ましては下記の窓口までご連絡ください。 

 

＜お問合せ先：個人情報問合せ窓口＞ 

TEL 0120-4187-74 

責任者：個人情報保護管理者 飽田 敏之  

 

※ＦＡＸでのお申し込みは平日のみ受付となり、クレジットカードは使用できません。 

※お申し込み用紙は合計 2 枚となりますのでご注意下さい。 
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◆FAX 申込書の記入例（お祝い用）                    ＳＡＭＰＬＥ 

  個人情報取扱の同意について 同意しない   ・    同意する  

 

 

お申込者様 

 

 

会員登録 未登録      ・      登録済  

お名前・会社名 ビジネス商事株式会社 

お申込者名 

（ご担当者･代理者） 
海山 花子 

ご住所 〒140-0011 東京都品川区東品川 6-1-10 ビジネスビル４Ｆ 

電話番号 03-6405-0405 ＦＡＸ番号 03-6405-0000 

メールアドレス info@business.co.jp  ※会員の方はログイン用のアドレスを記入下さい 

 

お届先様 

 

お名前・会社名 ワールドコーポレーション 代表取締役 田中 一郎      様 

ご住所 〒111-0000 東京都中央区四角町 1234-56 コーポレーションビル２Ｆ 

電話番号 03-1234-5678 

お届け日時 

※観葉植物・22,000 円(税込)以上の 

大型胡蝶蘭は時間指定が出来ません。 

2022 年  8 月 1 日 □時間指定不可(観葉植物・22,000 円(税込)以上の大型胡蝶蘭) 

□最短希望 □14 時から 16 時希望 □16 時から 18 時希望 □18 時から 21 時希望 

商品コード ※記載例：KA1 KO10 , KA15 , AM22  

商品名・数量 

当日・手持ち配送をご利用の場合 

オプションで追加費用が発生します。 

胡蝶蘭    ３    本立    白    色    22,000   円 １鉢 

観葉植物（ ﾕｯｶｴﾚﾌｧﾝﾃｨﾍﾟｽ   １０     号鉢 ）   16,500   円 １鉢 

スタンド花（                  ）          円 基 

その他（ ｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄﾌﾗﾜｰ S ｻｲｽﾞ暖色系  ）    11,000   円 １個 

商品代金総合計                             49,500   円 (税込) 

請求書・領収書 (通知メール/ダウンロード型) 請求書（ 不要 ・ 必要 ）  領収書（ 不要 ・ 必要 ） 

お支払い方法 
・銀行振込（納品前払い） ・銀行振込（納品後 7 日以内） ・銀行振込（締め払い） 

・ＮＰ掛け払い(法人様専用/コンビニ、銀行)  ・ＮＰ後払い（コンビニ、銀行、郵便局） 

※ 銀行振込（締め払い）をご希望の場合は、法人会員登録が必須となり、別途「申請書」のご提出が必要です。 

※ NP 後払い（コンビニ、銀行、郵便局）を利用する場合は、1 商品毎に別途 550 円（税込）の手数料が必要となります。 

立札・メッセージカードの要不要 要（ 立札 ・ メッセージカード ）※片方のみ無料でお付け致します ／  不要 

 

 

立札をご選択 

の場合 

記載するお祝い文言 
・祝 ・御祝 ・祝御開店 ・祝御開業 ・祝御移転 ・祝御就任 ・祝御開院 

・その他（                                 ） 

記載するお名前 

(贈り主名) 

 

ビジネス商事株式会社 

代表取締役社長 山田 太郎 

（例）株式会社○○商事 代表取締役社長 ○○○○  /  ○○○団体一同  など 

 
記載するお宛名 

(お届け先様のお名前) 

 

ワールドコーポレーション 代表取締役 田中 一郎      様 

(例) ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 様  など 

メッセージカード

をご選択の場合 

※30 文字以内です 

最後に贈り主のお名

前を。 

ご就任誠におめでとうございます 

今後一層のご活躍をお祈り申し上げます 

        ビジネス商事株式会社 代表取締役社長 山田 太郎 

※ ＦＡＸでのお申し込みは平日のみ受付となり、クレジットカードは使用できません。           


