
 

       

            

    

    

 

利用資格  

料   金   

 

配送頻度   

 

申   込   

納   品   

         

 

 

お申込みお申込みお申込みお申込み

お問合せお問合せお問合せお問合せ

 

 

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

 

  下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。

①君津商工会議所の会員であること

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること

③内容責任（裏面参照）に同意すること

 

   料金はすべて税込み価格です。

Ａ４

１６，２

   月１回配送

   申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前

君津商工会

 

   1,900 部を君津商工会議所へ発行月前月

         ※２５日が休日の場合は、前倒しとなります。

お申込みお申込みお申込みお申込み    

お問合せお問合せお問合せお問合せ    

 

    

    

全会員事業所約

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。

 

 

下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。

①君津商工会議所の会員であること

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること

③内容責任（裏面参照）に同意すること

料金はすべて税込み価格です。

Ａ４（持ち込み）

１６，２００円

回配送 

申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前

君津商工会議所へ（下記）へお送り下さい

部を君津商工会議所へ発行月前月

日が休日の場合は、前倒しとなります。

 

 

 

    

    

全会員事業所約

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。

  

下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。

①君津商工会議所の会員であること

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること

③内容責任（裏面参照）に同意すること

料金はすべて税込み価格です。

（持ち込み） Ａ３

００円 

申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前

議所へ（下記）へお送り下さい

部を君津商工会議所へ発行月前月

日が休日の場合は、前倒しとなります。

 

 

    

 

全会員事業所約 1,900 件へ発行している

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。

    

    

 

 

 

 

 

 

下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。

①君津商工会議所の会員であること 

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること

③内容責任（裏面参照）に同意すること 

料金はすべて税込み価格です。（１通につき８ｇ以内）

Ａ３（※持ち込み・

２１，６００円

申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前

議所へ（下記）へお送り下さい

部を君津商工会議所へ発行月前月

日が休日の場合は、前倒しとなります。

 

    

    

件へ発行している

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。

下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること

 

（１通につき８ｇ以内）

持ち込み・二つ折り）

２１，６００円 

申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前

議所へ（下記）へお送り下さい。追って、受託の可否をご連絡

部を君津商工会議所へ発行月前月の２５日必着でご納品ください。

 

  

  

 

    

件へ発行している 

君津商工会議所の機関紙『君津商工会議所だより』（毎月１日発行）に

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。効率的・効果的にお手伝いします。    

下記のすべての要件を満たした場合にご利用いただきます。 

②配送物が配送要件、申込要件（裏面参照）に該当すること 

（１通につき８ｇ以内） 

二つ折り） Ａ４

２１，６００円

申込書（裏面）にご記入の上、発行月前月の２週間前までに同封の見本を添付し

。追って、受託の可否をご連絡

日必着でご納品ください。

日発行）に 

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を

 

 

Ａ４のみ（当所で印刷）

２１，６００円（※黒一色）

までに同封の見本を添付し

。追って、受託の可否をご連絡

日必着でご納品ください。

 

 

 

貴社のＤＭを同封していただけます。貴社の商品やサービス等のＰＲ活動を 

（当所で印刷） 

（※黒一色） 

までに同封の見本を添付し 

。追って、受託の可否をご連絡致します。

日必着でご納品ください。 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

 



本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

 

 

下記の通りＤＭ配送代行サービスを申し込みます。

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

会 社 名

所 在 地

連絡担当者

連 絡 先

 

配送物の内容配送物の内容配送物の内容配送物の内容

配送希望号

※具体的にご記入下さい

様式区分

（該当するものに

□ Ａ４判 

□ Ａ３判 

※２つ折りにしたもの

□ Ａ４判 

※当所で印刷

備 考

■ 配送要件

大きさ：送付時の大きさがＡ３（２つ折り

■ 申込要件

①関係法規に違反するもの、またその恐れがあるもの

②公序良俗に反するもの

③虚偽、または誤認される恐れのあるもの

④実際より過大な表現を用いているもの

■ 内容責任

①広告内容に関する責任は、すべて広告主にあります。

②本所独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

③情報の詳細や取引に関しては、取引

を負いません。

 

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

下記の通りＤＭ配送代行サービスを申し込みます。

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

名 

地 

連絡担当者 部

先 

電

Ｅ－ｍａｉｌ

配送物の内容配送物の内容配送物の内容配送物の内容    

配送希望号 

具体的にご記入下さい 

様式区分 

（該当するものに✔） 

 持ち込み 

 持ち込み 

※２つ折りにしたもの

 （白黒のみ）

※当所で印刷 

考 欄 

配送要件 配送物は以下の要件を満たすものとします。

大きさ：送付時の大きさがＡ３（２つ折り

申込要件 次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

①関係法規に違反するもの、またその恐れがあるもの

②公序良俗に反するもの 

③虚偽、または誤認される恐れのあるもの

④実際より過大な表現を用いているもの

内容責任 

に関する責任は、すべて広告主にあります。

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

③情報の詳細や取引に関しては、取引

を負いません。 

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

下記の通りＤＭ配送代行サービスを申し込みます。

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

部 署 

電 話 

Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 

 

印刷種類

（該当するものに

 

 

※２つ折りにしたもの 

 

□ Ａ４判

□ Ａ４判

□ Ａ４判

□ Ａ４判

□ Ａ３判

 

配送物は以下の要件を満たすものとします。

大きさ：送付時の大きさがＡ３（２つ折り

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

①関係法規に違反するもの、またその恐れがあるもの

 

③虚偽、または誤認される恐れのあるもの

④実際より過大な表現を用いているもの

に関する責任は、すべて広告主にあります。

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

③情報の詳細や取引に関しては、取引

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

下記の通りＤＭ配送代行サービスを申し込みます。

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

印刷種類 

（該当するものに✔

Ａ４判 片面（白黒）

Ａ４判 両面（白黒）

Ａ４判 片面（ｶﾗｰ）

Ａ４判 両面（ｶﾗｰ）

Ａ３判 （白黒・ｶﾗｰ）

配送物は以下の要件を満たすものとします。

大きさ：送付時の大きさがＡ３（２つ折りの状態

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

①関係法規に違反するもの、またその恐れがあるもの

③虚偽、または誤認される恐れのあるもの 

④実際より過大な表現を用いているもの 

に関する責任は、すべて広告主にあります。

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

③情報の詳細や取引に関しては、取引当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

下記の通りＤＭ配送代行サービスを申し込みます。 

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

 

 

✔） 

片面（白黒） 

両面（白黒） 

片面（ｶﾗｰ） 

両面（ｶﾗｰ） 

（白黒・ｶﾗｰ） 

□ 

□ 

□ 

配送物は以下の要件を満たすものとします。

の状態）・Ａ４サイズ

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

①関係法規に違反するもの、またその恐れがあるもの ⑤ほかの会員（企業・団体）に不利益を与える恐れのあるもの

⑥宗教団体、政治団体に関係するもの

⑦本所の編集方針に反するもの

⑧その他、本所が不適当と認めるもの

に関する責任は、すべて広告主にあります。 

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

 

 

氏

ＦＡＸ

 

 Ａ４持ち込み

 Ａ３持ち込み

 Ａ４（当所で印刷）

※料金は原則

請求書の必要の場合は申し出て下さい。

配送物は以下の要件を満たすものとします。 

）・Ａ４サイズ 

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

⑤ほかの会員（企業・団体）に不利益を与える恐れのあるもの

⑥宗教団体、政治団体に関係するもの

の編集方針に反するもの

⑧その他、本所が不適当と認めるもの

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。

当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

申込日  

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

氏 名 

ＦＡＸ 

 

料  

（該当するものに

Ａ４持ち込み           

Ａ３持ち込み           

Ａ４（当所で印刷）      

※料金は原則『現金』にてお願い致します。

請求書の必要の場合は申し出て下さい。

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。

⑤ほかの会員（企業・団体）に不利益を与える恐れのあるもの

⑥宗教団体、政治団体に関係するもの

の編集方針に反するもの 

⑧その他、本所が不適当と認めるもの

独自の判断でお断りすることがありますが、その理由を明示する義務は負いません。 

当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用する

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。

  平成  年

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。

 

 

  金 

（該当するものに✔） 

    16,20016,20016,20016,200

    21,60021,60021,60021,600

    21,60021,60021,60021,600

にてお願い致します。

請求書の必要の場合は申し出て下さい。

次の各項目に該当すると判断されたＤＭの配送はお断りいたします。 

⑤ほかの会員（企業・団体）に不利益を与える恐れのあるもの

⑥宗教団体、政治団体に関係するもの 

⑧その他、本所が不適当と認めるもの 

 

当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所

本申込書にご記入いただいた個人情報は、ＤＭ配送代行サービスの実施・運営に利用するほか、君津商工会議所

が商工業振興の為実施する各種事業の企画・案内及び情報提供に利用する事があります。 

年  月  日

 

なお、申込みに当たっては、「配送要件」「申込要件」を満たすとともに、「内容責任」に同意いたします。 

 

 

16,20016,20016,20016,200 円円円円    

21,60021,60021,60021,600 円円円円    

21,60021,60021,60021,600 円円円円    

にてお願い致します。 

請求書の必要の場合は申し出て下さい。    

⑤ほかの会員（企業・団体）に不利益を与える恐れのあるもの 

当事者間で直接連絡・交渉するものとし、トラブルが生じた場合、本所は責任 

、君津商工会議所

日 

 

 

 

、君津商工会議所


