カタログのご利用について
ご注文方法

お申込みは「日本橋ふくしま館」又は「福島県観光物産館」へお願いします。
●ＦＡＸ
「日本橋ふくしま館」 ０３−６２６２−３９７８
「福島県観光物産館」 ０２４−５３６−３１８８
●メール
「福島県観光物産館」 bussan01@tif.ne.jp
「日本橋ふくしま館」 midette@tif.ne.jp

お支払方法

●銀行振込
ご注文を受けた後、お見積書をＦＡＸまたはメールでお知らせいたしますので、お申し込み先施
設の指定口座へお振込願います。 ＊振込手数料はご負担願います。
振込先

みずほ銀行 日本橋支店 普通 ２４８４２６６
（公財）福島県観光物産交流協会 日本橋ふくしま館

日本橋ふくしま館

ザイ）フクシマケンカンコウブッサンコウリュウキョウカイニホンバシフクシマカン

福島県観光物産館

東邦銀行 西福島支店 普通 ４６１２４３
（公財）福島県観光物産交流協会

ザイ）フクシマケンカンコウブッサンコウリュウキョウカイ

送料 納
･期

●送料について
掲載商品は全て、「送料込み」の値段となっております。
＊但し、大口注文（一箇所に大量の商品をお届けする場合）は別途相談となります。
＊冷蔵・冷凍品は一部お届けできない地域がございます。（沖縄、離島は別途お見積）
●納期について
ご入金確認後 2 週間程度でお届けします。
但し、大口注文や工芸品につきましては、別途相談となります。

お問合せ

日本橋ふくしま館 URL:http://midette.com
電話 03−6262−3977
FAX 03−6262−3978
受付時間／平日10:30 〜 20:00、土日祝11:00 〜 18:00
福島県観光物産館 URL:http://www.tif.ne.jp/bussan/
電話 024−525−4031
FAX 024−536−3188
受付時間／ 9:30 〜 19:00
休館日／無休

※個人の方は「個人用」の書
式（お申込書）をご利用くだ
さい。

お届け先の郵便番号・ご住
所・お宛名・電話番号をご
記入ください。

※申込書には「企業向」と
「個人向」の 2 種類ござ
います。

●太枠部分をボールペンではっきりとご記入下さい。

ご依頼主様

お申込者の企業名・郵便番
号・ご住所・部署・ご担当
者名・電話番号をご記入く
ださい。

企業名
ご住所
部

署

（担当）

お申込日

○○

メール bussan01@tif.ne.jp

年

○○

月

○○

日

30

歳

株式会社○○○○○○○
〒960 − 8053 福島県福島市三河南町１番 20 号 コラッセふくしま 000 号室
○○部

ふりがな

ふくしま

おくろう

ご担当者

福島

尾久郎

e-mail ○○○○@○○○○○.ｊ
ｐ

ＴＥＬ

024-525-0000

様

＊酒類をご購入の
場合は必ずご記
入願います。

ＦＡＸ

024-525-0000

ご注文内容

商品お届け先

ご住所 〒 107 − 0000
お
届
け
先
１

商 品
コード

A−001

東京都港区赤坂○丁目○番地

単価

○○○○マンション 000 号室

①小計（単価×数量）

お名前

有賀

等

ＴＥＬ

03-5413-0000

【ご注意】
写真はイメージです。お届けする商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用の食材、食器など
小物類は含まれておりませんので予めご了承ください。
パッケージのデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。
カタログは印刷のため、写真と実物の色や形が多少異なる場合がございます。
【個人情報をお取り扱いについて】
当館は、お客様からお預かりする個人情報の重要性を認識し、以下の通り取り扱います。

の

し

様 熨斗

4,800 円
□不要 □無地
□その他（

商品名

もも 3K
2

個

9,600

円

数量

☑お中元 □お歳暮
）のし名入れ（

配達希望日

配達日のご希望をご記入ください。

お申込の日付をご記入くだ
さい。

ご希望の商品の商品コード・
商品名・単価・数量をご記
入ください。

＊お支払い総額はＦＡＸまたはメールにてご連絡させていただきます。
ＦＡＸ番号・メールアドレスを必ずご記入ください。
＊お申込み内容について確認させていただく場合があります。ご依頼主に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
＊未成年の飲酒は法律で禁止されています。

【商品の返品交換について】
商品の性質上、交換・返品はご容赦願います。
ただし、お届け商品に内容の相違、破損などの事故があった場合は、交換・返品を承ります。この場合の返
品及び代替え品の送料につきましては当館にて負担させていただきます。
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メール midette@tif.ne.jp
休館日／年末年始

小計は、単価 × 数量の金
額をご記入ください。

）

のしのご希望をご記入くだ
さい。

１個人情報の収集について
当館は、ご注文商品のお届け及びご質問・ご確認事項等の連絡のためにお客様のお名前、ご住所等個人情報のご
提供をお願いしております。
２個人情報の使用について
ご提供いただいた個人情報は、原則として下記以外の目的では使用しません。
ご注文いただいた商品の発送、および決済処理
お客様へのサービス向上のための資料の発送（お問合せの回答等）
お客様への今後の商品情報のご提供（カタログ等）
マーケティング等の当館での分析資料
３第三者への開示について
お客様の個人情報につきましては、以下のいずれかに該当する場合を除き、原則として第三者に提供・開示等をい
たしません。
お客様の同意がある場合
ご注文商品を発送するために必要な情報を、生産者に提供する場合

ふくしまの「今」
と
「魅力・元気・活力」
を発信する。

日本橋ふくしま館
MIDETTE（ミデッテ）

「日本橋ふくしま館 MIDETTE」は、
日本橋から福島県の魅力を伝える首都圏情報発信拠点。
愛称の「ＭＩＤＥＴＴＥ」は「見てね、
来てみてね」
といった
「お誘いの気持ち」
を福島県の方言的に表現しています。
全国に誇る日本酒や果物、
工芸品等の特産品の魅力をはじめ、
季節ごとの観光情報、
食の安全・安心を確保する取組など、
復興に向かう
「ふくしまの今」
を発信していきます。
また、
市町村や各団体等による多様なPRイベントも開催。
「日本橋ふくしま館 MIDETTE」で、
ふくしまの「今」
と
「魅力・元気・活力」
を見でってください。

■東京メトロ銀座線・半蔵門線三越前駅A8出口から
徒歩3分
■JR神田駅東口・南口から徒歩5分
■JR新日本橋駅2番出口から徒歩1分
■江戸バス北循環⑩新日本橋駅停留所から徒歩1分
■無料巡回バス
「メトロリンク日本橋」乗り場⑥
新日本橋駅停留所から徒歩1分

〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビル1階
TEL：03-6262-3977 FAX：03-6262-3978
営業時間：平日 10時30分〜20時、土日祝日 11時〜18時
休館日：年末年始
日本橋ふくしま館
検索
http://midette.com

Facebook内で
「日本橋ふくしま館」
と検索！

e-mail:midette@tif.ne.jp

福島県観光物産館

福島県観光物産館は、
福島県の観光と物産情報の発信基地です。
県内各地の「こだわりの味・匠の技」である名産品の展示・販売、
物産情報の提供、
県内全域の観光情報の提供、
また伝統工芸品の展示、
実演販売や民芸品絵付けのイベント開催等々、
いつ来ても楽しめる場所です。
皆様ぜひお誘い合わせの上おいで下さい。

〒960-8053
福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま1階
TEL：024-525-4031 FAX：024-536-3188
営業時間：9時30分〜19時
休館日：年中無休
http://www.tif.ne.jp/bussan/
e-mail:bussan01@tif.ne.jp
■JR福島駅西口から徒歩３分
■福島交通 飯坂線 曽根田駅から徒歩５分

発行：（公財）福島県観光物産交流協会
住所：福島市三河南町１番20号（コラッセふくしま７階）

TEL：024-525-4081

