おせち2020新春

ＦＣＦ会員様 特別価格 ５％OFF 専用申込書

申 込 日：2 0 1 9 年

【受付締切日】2019年12月10日
（火）必着

FAX
電話

※氏名にはフリガナを必ずご記入願います。

月

日

0 1 20 -988-827
0 1 20 -988-825

ご
依
頼
主

お申込者とお届け先が上記ご住所と異なる場合のみ、下記にお届け先をご記入ください。
（お届け先が複数になる場合は、
コピーしてご記入願います。）

氏

電話番号は必ずお書きください。

フリガナ

お 名
届
け
〒郵便番号
先
住

（

）

ー

フリガナ

所

（40文字まで）

● 商品のお申込に際しては、裏面「個人情報の取扱いについて」
の内容を十分ご理解いただきご同意の上ご記入をお願いします。
※本カタログの表示価格は2019年10月1日以降の消費税率にて表示しております。飲食料品(お酒除く)は軽減税率8%を適用しております。
商

品

No.

商

品

お届け日

名

※お届け時間帯指定不可

通常価格（税込）

特別販売価格

9559-0001 玉清 生おせち 曙

12/31（火） 18,684円 17,750円

9559-0002 玉清 生おせち 迎春

12/31（火） 13,284円 12,620円

9559-0003 玉清 生おせち 笑門来福

12/31（火） 21,924円 20,828円

9559-0004 京都野村 平安 三段

12/31（火） 17,712円 16,827円

9559-0005 京都野村 初夢

12/31（火） 12,312円 11,697円

9559-0006 迎春おせち 三段重

12/30（月） 16,200円 15,390円

9559-0007 神楽坂三店舗監修 和洋中おせち「神楽坂」三段重

12/30（月） 17,496円 16,622円

京都現代の名工 神田正幸監修 家族で楽しむ
ファミリーおせち「団欒」三段重

12/30（月） 16,956円 16,109円

9559-0008

9559-0009 銀座花蝶「ほのか」和洋三段重
リストランテ 銀座ポルトファーロ

12/30（月） 10,800円 10,260円

9559-0011 玉清 生おせち「新春オードブル」

12/31（火） 11,880円 11,286円

お支払い
合計金額

交通事情、
天候および天災地変等によりお届けが前後する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
お届け不可地域あり 商品により異なります。詳しくは各商品の明細でご確認ください。

出請
力求
区書
分

お届け日は商品により異なります、
詳しくは各商品の明細でご確認ください。

1

受
注
区
分

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24豊洲フォレシア9階

量

12/30（月） 10,800円 10,260円

9559-0010 洋風オードブル１段

納期指定不可

数

コ申
ー
ド込

円

１８１ＧＴ０３３

コ案
ー
ド内

カタログ有効期限 2019年12月末日まで 9664 2019.10.CT

お申込みは

お申込みはカンタン！インターネット・電話かFAXで。

までとさせていただきます。ご了承の程よろしくお願いします。
【受付締切日】 2019年12月10日（火）
お電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

電話

でのご注文

0120-988-825

■受付時間／9：00〜21：00（年末年始休み）
※10：00まで、18：00以降は大変混み合います。

FAX

でのご注文

コンビニからは

※通信料はお客様ご負担となります。
※自動返信はされません。

※コンビニエンスストアのFAXはご利用できません。
※返信不要なお客様は184を押して送信してください。返信必要なお客様は186を押して送信してください。
※電話番号非通知のお客様は自動返信されません。
※ご利用のFAX機種により返信されない場合があります。また、電話回線へ返信される場合もあります。
※裏面の専用お申込書をお使いください。

06-6578-2746

※通話料金はお客様ご負担となります。

スマホ

PC

rhosechi.com

URLからも注文可能！

でのご注文

0120-988-827

FAX.06-6578-2752

スマートフォン・ケータイ・IP電話から

インターネット

自動返信サービス実施中！※5分前後で自動返信されます。

※一部の機種ではご利用できない場合があります。
インターネットでのご注文の方

上記ドメインは、当社ｗｅｂサイト
「c.gift-land.com」へ自動転送されます。

所定の欄に専用申込書表面に記載されている８桁の申込コードをご入力ください。

ご注文以外のお問い合せは下記窓口まで。
お客様相談 窓口

0120-988-275

スマートフォン・ケータイ・IP電話から

■受付時間／9：30〜18：00
（年末年始休み）

※10：00までは大変混み合います。

06-6578-2734

※通話料金はお客様ご負担となります。

お届けは

■商品の交換・返品について

お 届 け ･ 納期指定不可 お届け日は商品によって異なります。

詳しくは各商品の明細でご確認ください。

・ 時期・交通事情、天候および天災地変等によりお届けが前後する場合が
ありますので、
あらかじめご了承ください。
･ お届け不可地域あり 一部地域には配送できません。
詳しくは各商品の明細でご確認ください。

送料

カタログ表示価格に含まれています。

お支払いは

¥

〒135-0061
東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア 9階

•商品の性質上、食料品・一度開封された商品の返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。
•破損や商品不良など当社理由による返品は送料当社負担で引取対応にて返品・交換いたします。
•アレルギー特定原材料7品目《卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに》が含まれる食品については、
商品ごとに記載しております。
•お届け商品に表記しております保存方法、消費期限をご確認の上、保存・消費をいただきますよう
お願い申し上げます。お届け先様の在宅日をご確認の上お申込みください。
•期間限定商品につき、万一品切れの際はご容赦ください。
•各商品に付記のサイズは目安のサイズです。印刷再現上、実物とは若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

消費税 ※本カタログの表示価格は2019年10月1日以降の消費税率にて表示しております。

商品到着後のお振込みで

飲食料品(お酒除く)は軽減税率8%を適用しております。

専用お振込用紙にて、
到着後７日以内にお振込みください。

クレジット払いご希望の方
インターネットのみご利用可能です。

ご利用いただける振込機関
コンビニエンスストア

郵便局
※後日年明けに請求書と振込用紙をお申込者様へお送り致します。

銀行

※お支払い・お振込み手数料はお客様ご負担となります。
※一部の商品、
および金額によっては当社よりご連絡の上、
お支払い方法をご変更していただく場合があります。

〈個人情報の取扱いについて〉
レッドホースコーポレーション株式会社は個人情報保護マネジメントシステム
（JISQ15001）
に基づく取組みを行っており、
お客様の個人情報は以下の通り取り扱います。
個人情報の利用目的
当社はお客様からのご注文に際しお預りした個人情報を、
ご注文いただいた商品の発送、関連するアフ
ターサービス、
ダイレクトメール・電子メールを含む各種通知手段による当社および当社と提携する企業
の商品・サービスやアンケート調査のご案内、
ならびにお客様をご紹介いただいた企業等に対する業務
連絡のために使用致します。
個人情報の第三者への提供
当社は取得した個人情報
（住所・氏名・電話番号等）
をご本人の同意を得ることなく第三者に提供する
ことはございません。
なお法令に基づく場合等、限られた場合において個人情報を開示・提供することが
ございます。詳細につきましては当社ホームページ掲載の「個人情報の取扱いについて」
をご覧下さい。
個人情報取扱いの委託
当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、委託先に個人情報を預ける場合がございます。
この
場合これら業務委託先との間で取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を行います。

個人情報の開示等の請求
個人情報は、原則としてご本人からの求めに応じ開示等
（利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・
削除、利用の停止または消去）
の対応を行います。手続等の詳細につきましては当社ホームページ掲
載の「開示対象個人情報の請求手続のご案内」
をご覧下さい。
個人情報を提供されることの任意性について
お客様が当社に個人情報を提供されるか否かはお客様の任意によるものですが、必要な情報をいただ
けない場合、誠に不本意ながら各サービス等が提供できない場合がありますのでご了承下さい。
個人情報相談窓口
レッドホースコーポレーション株式会社 お客様相談窓口
無料電話 ０１２０−９８８−２７５
スマートフォン・ケータイ・
Ｉ
Ｐ電話 ０６−６５７８−２７３４
受付時間 ９
：
３０〜１８
：
００
（年末年始休み）
管理者の氏名、
所属および連絡先
管理者名：レッドホースコーポレーション株式会社 リスクマネジメント室 狩谷 隆
連絡先：電話03−5144−5726 （土・日・祝を除く ９:００〜１７:３０）

