㈱赤塚 宛 FAX 0800-500-7888（フリーコール)
または

定期購入契約
「マンスリー」申込書

059-230-7777（有料)
※該当する方に
○印を付けて
ください。

定期購入の新規申込み
お申込み中の定期購入のお支払い

方法をコレクトから口座引落に変更
※定期購入契約「マンスリー」申込規約にご同意の上、お申込みください。
※本申込書に記載の金額は消費税率 8% での税込金額です。
※本申込書は㈱赤塚にお送りください。口座引落をご希望の場合は、本申込書とは別に「自動払込利用申込書」をゆうちょ銀行（郵便局）にご提出ください。
■お申込者
（フリガナ）

お申込者
氏名

会員番号

〒

郵便番号

■お届け先

電話番号

―

―

電話番号

―

―

必ずご記入ください。

（フリガナ）

お届け先
氏名

〒

お届け先
住所

都

道

市

府

県

郡

区
町

村

■支払方法と発送日

■お届け内容

支払方法および発送日 （ ○をご記入ください。）

品番は0を含めた4桁の数字をご記入ください。

品番

数量

金額(円・税込）

どちらかをお選びください

，

コレクト（代金引換）ご希望の発送時期をお選びください

□ 上旬
口座引落

□ 中旬

□ 下旬

，

ご希望の発送日をお選びください

，

お引落し確認後の発送となります。

□ 引落日 10日 → 発送日 17日
□ 引落日 20日 → 発送日 27日
【口座引落の場合】
・発送日（17日、27日）が日曜日もしくは祝日の月曜日の
場合は前週の土曜日の発送となります。お届け日のご
指定は受付いたしかねます。
・手続きが完了でき次第、口座引落の開始となります。
原則として、ゆうちょ銀行より自動払込受付通知書が
㈱赤塚に届いた日の翌月からの開始となります。
・口座引落の手続きが完了するまでに製品発送を希望さ
れる方は、コレクト（代金引換）にて承ります。㈱赤塚
までご連絡ください。

年

■引落口座
郵便局

送料

合計代金が10,800円未満の場合、
送料515円が別途必要となります

※コレクトでのお支払いの
場合、手数料108 円が別
途必要となります。

合計金額

5 1 5
，

※手続き完了次第、商品を発送し、その後毎月、同時期に商品を発送いたします。
※お届け商品の送り状備考欄には、次回の発送日が記載されていますので
ご確認ください。

月から

配達
希望時間

□午前中
□12時～14時

□14時～16時
□16時～18時

□18時～20時
□20時～21時

（口座引落の場合のみ）ゆうちょ銀行の総合口座をご記入ください

通帳番号

通帳記号
の

※総合口座
のみ

■署名欄

，

お届けの時間帯にご希望がある場合、○をご記入ください。

開始月
開始月

，

（フリガナ）

口座名義

必ずご署名ください。

右の署名は、私が定期購入契約「マンスリー」申込規約（本申込書
裏面）を全て熟読したうえで、上記の内容の製品を毎月一回、上記の
指定場所へ配達するように依頼するものです。支払い方法および申込
み内容の解除や変更は申込規約に準じます。期日までに解除や変更
の連絡をしない場合、同じ内容で継続されることを了解します。

お申込日

平成

年

月

日

お申込者
署
名

※申込用紙をＦＡＸ送信エラーなどのため再送信される場合は、二重発送を防ぐため、空いている所に「再ＦＡＸ」とご記入ください。

定期購入契約『マンスリー』申込規約

【2014 年 4 月版】
※表示の金額は消費税率 8% での税込金額です。

定期購入契約「マンスリー」
（ 以下、本サービス）には、フィラ
ンソ会員およびスマイル会員の方がお申込みいただけます。
本サービスは、初回のお申込みで、3 ヵ月間毎月1 回、同時期
に同じ製品をお届けするサービスです。本サービスはお申し出
がない限り、3ヵ月満了ごとに自動更新されます。お支払方法
は、代金引換 (コレクト) または口座引落となります。

○フィランソ会員の場合、
「ステップフィー」の手数料率が２％
アップします。
（スマイル会員にはステップフィーはありません）
※ステップフィーの取得条件はフィランソ会員規約に準じます。
○３ヵ月満了ごとに、本サービスでの申込製品に対して発生する
スマイルポイント（sp）合計の 20％が申込者に付与されます。
（例）10,800 円（1 万 v）の製品を毎月お受取りの場合
2ヵ月目 1000sp
3ヵ月目 1000sp

3ヵ月合計 3000sp 取得
特典として 3000sp の 20％にあたる
600sp が 3ヵ月目に付与されます

○注文合計金額に関わらず、追加ご注文の送料が無料になり
ます。
（本サービスのお届け先と同じお届け先の場合に限ります）

§２ お申込み手続き
本サービスにお申込みの際は、専用の申込書を当社へ郵送ま
たは FAXしてください。お支払方法が代金引換の場合は、お電
話でも承ります。口座引落の場合は、
『 自動払込利用申込書』に
もご記入いただき、お近くのゆうちょ銀行でお手続きをお願い
いたします。引落口座はゆうちょ銀行の総合口座のみとし、そ
れ以外の金融機関からは引落しできません。
※本サービスは、お一人様で複数口の契約が可能です。
［ ＴEＬ番号 ］
フィランソ会員
スマイル会員

（代金引換）
お届け先１ヵ所につき、代引手数料108 円（税込）が別途必
要となります。ご指定のお届け先以外での代金のお支払い、ま
た製品発送後のお届け先の変更は、ヤマト運輸㈱のサービス規
定に準じます。

（口座引落）

§１ 本サービスの特典

1ヵ月目 1000sp

§４ お支払い方法

0800-300-7878（通話料無料）
または、TEL 059-230-7878
0800-123-7700（通話料無料）
または、TEL 059-230-7700

［ ＦＡＸ番号 ］
フィランソ会員・
0800-500-7888（通信料無料）
スマイル会員共通 または、FAX 059-230-7777

§３ 製品のお届け方法と送料
（サービスの開始）
お支払方法が代金引換の場合、初回の商品発送はお申込み
受 付日の 翌日と なりま す。原 則として、当月末 最 終 営 業日
（17：00）までのお申込みについては、当月からのサービス開
始が可能です。口座引落の場 合は、申込書とゆうちょ銀行か
ら自動払込受付通知書が当社に届いた日の翌月から口座引落
の開始となります。ご希望により、口座引落の手続きが完了す
るまでは、代金引換でお届けいたします。

（製品のお届け）
毎月１回、同時期※に同住所へお申込み製品をお届けいたしま
す。通常のご注文分と合わせてお届けすることはできません。
※製品の発送時期は、代金引換の場合は上・中・下旬、口座引落
の場合は中・下旬となります。

ご指定のゆうちょ銀行の総合口座よりご指定の引落日（10
日または 20 日。ただし土日祝日の時はその翌営業日）に毎月
分の代金を引落しいたします。代金を引落しできなかった場
合は、翌々営業日に再引落しをいたします。再引落しできな
かった場合、ご希望により代金引換にてお送りいたします。

§５ お申込内容の解除・変更
本サービス開始月もしくは更新月から 3 ヵ月間は、お申込み
の解除およびお申込み内容の変更はいたしかねます。
本サービスの解除やお申込み内容の変更は、代金引換の場
合は更新月の製品発送日の１０日前までに、口座引落の場 合
は更新月の前月までにお電話にてご連 絡ください。それまで
に解除や変更のお申し出がない場合は、同じお申込み内容で
引き続き毎月お届けさせていただきます。
引落口座の変更は、ゆうちょ銀行の「自動払込利用申込書」
に変更事項をご記入のうえ、お近くのゆうちょ銀行にてお手
続きいただき、当社までご連絡をお願いいたします。更新月の
前月までに変更の書類をいただけない場合は、そのまま引落
し・発送されることがあります。また、お申込みいただいた日
により、ご要望にお応えできない場合があります。
※転居や改姓等による変更の際はこの限りではございません
ので、できるだけお早めに当社にご連絡ください。

§６ その他注意事項
製品のお受取りを拒否された場合や製品発送後1 週間以内
にお受取りいただけなかった場合などは、製品が当社へ返品
となります。この際の返品にかかる必要な費用はお申込者に
ご負担いただきます。また、お受取りいただけない月が連続し
た場合、本サービスを解除させていただくことがございます。

§７ お申込みいただける製品
○本サービスでお申込みいただける製品は、以下のとおりです。
ＦＦＣパイロゲンシリーズ
パイロゲン (1800 m l・900 m l・180 m l・濃縮 )
パイロゲンスペシャル３（900 m l・180 m l・濃縮）
ノンカロリーパイロゲン（900m l・180m l）
パイロゲンゴールド（900 m l・150 m l）
試飲用パイロゲン
ＦＦＣスキンケアシリーズ
スーパーエッセンス、スーパーシャンプー、
スーパートリートメント、スーパーソープ、
スーパースカルプローション（2014 年1月発売）
スキンケア試供品
※試飲用パイロゲン、スキンケア試供品のご注文はフィラン
ソ会員様に限ります。ボリューム対象製品1 万 v のご注文
につき、1 セットをご注文いただけます。

（送料）
送料は全国一律 515 円です。お届け先１ヵ所につき、合計代金
10,800 円以上の場合は送料無料となります。

本サービスはフィランソ会員規定およびスマイル会
員規定に準じます。
このお申込み規約は事前に通知することなく変更
される場合があります。
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