
団体申込を実施するには、以下2方式があります。

総会用 お申込方法
（総会等で団体として申込する場合）

2015稲門祭
記念品

① 買取方式
★推奨

② 委託方式

● 稲門祭記念品をこちらからまとめて発送し、総会・会合時に申込いただき、
余った商品はご返却いただく販売手法です。
但し、ご返品可能な商品は、委託商品総額の３割以内とさせていただきます。

● 必要なセットをまとめて発送いたしますので、全国の稲門会総会や会合

でスムーズに販売いただけます。

（レジ袋、福引券、プライスカード、売上報告書、返却用着払い伝票をセットして

お送りします）

● 往復にかかる商品の配送料は、総会・会合での売上総額が５万円以上の場合、

無料となります。

（売上総額が５万円未満の場合には、往復配送料はご請求させていただきます。

ご了承くださいませ。）

● 残商品に破損や著しい汚れが見受けられた場合、および

包装を開封した商品は売上として計上させていただく場合がございます。

予めご了承ください。

● 申込は、「総会開催日の１ヶ月前～２週間前の間」に限定のため、希望時期には
在庫切れの可能性もあります。ご了承ください。

※委託方式の場合、商品の正確な在庫数が把握できず、希望者への売り逃し、
および最終的な在庫発生などのリスクが高まります。
この問題を解消すべく、本年は極力 ① の買取方式を採用していただけます
ようお願い申し上げます。

● 稲門祭記念品を代表者にまとめて事前にお申込みしていただき、代表者の連絡先、
もしくは総会・会合に合わせてご指定の住所へこちらから商品を配送する方法です。
※事前購入となりますので、お申込み確定後の商品返品・交換はできません。

● 商品の配送料は申込金額が５万円以上の場合、無料となります。（総額が５万円

未満の場合には、配送料はご請求させていただきます。ご了承くださいませ。）

●申込は随時受け付けますので、申込期間に制限のある委託方式よりも確実に商品を
購入できます。

◆お問合せ

株式会社デューク・コーポレーション 稲門祭記念品担当：内田
〒135-0041 東京都江東区冬木11-16 リドレス門前仲町802
TEL：03-5646-5920 FAX：03-5646-5921
受付時間：10：00～18：00 （土・日・祝祭日を除く）



総会① 買取方式ご注文方法（申込用紙は次ページ）
2015稲門祭

記念品

　　　　　　●ＦＡＸにてご注文の受付後、こちらで在庫を確認し、折り返し「ご注文承り書」を送付いたします。
　　　　　　●在庫切れ商品が生じた場合、次回入荷まで取扱を停止させていただきます。
　　　　　　　事前予約の受付はできかねますので予めご了承ください。
　　　　　　●「ご注文承り書」には、送料を含めた正式な合計お支払い金額が記載されておりますので、必ずご確認くださ
い。
　　　　　　●1回のご注文での記念品お買い上げ総額が税込５万円以上の場合は、送料無料となります。
　　　　　　●到着した商品に破損等がある場合には、速やかに下記の連絡先までご連絡ください。
　　　　　　●配送業務は、日曜および祝日はご遠慮させていただいております。予めご了承ください。
　　　　　　●事前購入となりますので、お申込み確定後のキャンセルや商品の交換はできません。

株式会社デューク・コーポレーション 記念品申込担当：内田
〒135-0041 東京都江東区冬木11-16 リドレス門前仲町802
TEL：03-5646-5920 FAX：03-5646-5921
受付時間：10：00～18：00 （土・日・祝祭日を除く）

◆【買取】お申込期間

◆お問合せ

◆ご注文書申込書の発送先

稲門祭記念品申込係 FAX番号：０３-５６４６-５９２１
（運営会社：株式会社デューク・コーポレーション）

● 4月10日(金)～9月末までの間

◆ご注文～商品到着までの流れ

（お客様） 申込用紙のFAX送付

FAX確認後、販売担当者よりお電話にてご注文内容の確認をさせていただきます。
確認後「ご注文承り書」をFAXにてお送りします。

※しばらく経過しても連絡がない場合は、恐れ入りますがご一報くださいませ。

（お客様）
・銀行振込の方は 「ご注文承り書」記載の指定口座へご入金をお願いします。
・請求書発行の場合は総会後一週間以内にご入金をお願いいたします。

※銀行振込でのお支払いとなります。

※ご相談により請求書発行も承ります。

ご入金確認後

または請求書発行

商品発送手配、または希望日まで商品保管

指定日に商品のご到着

◆その他 注意事項



■太枠内を正確にご記入下さい。

・稲門会区分に○印（　地域　　・　　年次　　・　　その他　）

支部 稲門会
（フリガナ）

（フリガナ）

メールアドレス

お電話 FAX

　　月　　　　　　日　　　　　曜日

会場名： 名

（フリガナ）

お電話 FAX

　　　　　　月　　　　　　　日（　　　　　　曜日）　　＜・午前　・午後　・全日＞　　＜　・までに　・その日に＞

■ご希望商品の数量と金額をご記入ください。

価格（税込）
福引抽選券
（1点につき）

¥10,000 ５枚

¥10,000 ５枚

¥6,000 ３枚

¥6,000 ３枚

¥6,000 ３枚

¥4,000 ２枚 　×　　　　　　 　　＝ ￥

¥4,000 ２枚 　×　　　　　　 　　＝ ￥

¥4,000 ２枚

¥4,000 ２枚

¥4,000 ２枚

¥2,000 １枚

¥2,000 １枚

¥2,000 １枚

¥2,000 １枚 　×　　　　　　 　　＝ ￥

¥12,000 ６枚 　×　　　　　　 　　＝ ￥

¥12,000 ６枚

¥6,000 ３枚 　×　　　　　　 　　＝ ￥

¥6,000 ３枚

¥4,000 ２枚

￥

申込先：
2015稲門祭記念品申込係 申込FAX番号　０３－５６４６－５９２１

申込期限：
2015年9月

総会①－1 【買取】総会等 団体購入向けお申込用紙
2015稲門祭

記念品

稲門会
ご担当者様

連絡先

稲門会名

ご担当者名

ご住所
〒

携帯電話など必ず連絡の取れる番号をご記入ください

総会概要 開催日
ご参加
予定人数

記念品
送付先

（ご担当者様連
絡先欄と同じ場
合は省略可）

ご住所
〒

　×　　　　　　 　　＝

　×　　　　　　 　　＝ ￥

￥

　×　　　　　　 　　＝

配送時間指定のご希望が
ございましたら記入下さい

個　数 小　計（税込）

　×　　　　　　 　　＝ ￥

商　品　名

革製システム手帳 ダ・ヴィンチ グランデ（ブラウン）

　×　　　　　　 　　＝ ￥

￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

パスポートケース

シルクストール　（黒）

ネクタイ　（黒）

　×　　　　　　 　　＝ ￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

　×　　　　　　 　　＝ ￥

腕時計　(ゴールド)

腕時計　(ブルー) 　×　　　　　　 　　＝

　×　　　　　　 　　＝ ￥

合計 　　　　　　　　　　　個 ￥

＜送料は全国一律800円（税込）いただきます。ただし、記念品代金合計額が50,000円（税込）以上の場合は無料となります。＞

送料 　\
お支払総額（税込） 　\
【記念品代金合計＋送料】

革製システム手帳 ダ・ヴィンチ グランデ（レッド）

LANVIN 名刺入れ

大分日田下駄・米沢織マチ付巾着セット（男性用）

大分日田下駄・米沢織マチ付巾着セット（女性用）

ネクタイ2015

ワセダベア入りMIZUNOゴルフボール(6個入り)

クリスタルボールペン

ワセダベア両面キーホルダー

稲穂柄甲州印伝ペンシルケース

オリジナルTシャツ　（Ｓサイズ）身幅：45cm/身丈：67cm

オリジナルTシャツ　（Ｍサイズ）身幅：48cm/身丈：70cm

オリジナルTシャツ　（Ｌサイズ）身幅：51cm/身丈：73cm

早稲田巻きタオル



総会② 委託方式ご注文方法　（申込用紙は次ページ）
2015稲門祭

記念品

販売担当者よりご注文内容確認のご連絡
※しばらく経過しても連絡がない場合は、恐れ入りますがご一報くださいませ。

ご希望日に合わせて稲門祭記念品のご発送

②【商品到着】 （必須）商品内容をお確かめください

注） 商品や同梱物に相違ないか、また、商品の破損や汚れがないかご確認ください

③【総会・会合】 開催日に稲門祭記念品の申込受付

④【ご返送】 開催終了後、１週間以内に残品をご返却ください

注） ①終了後「売上報告書」に売上個数と残数をご記入
②1週間以内に残商品・福引券・備品類を着払い伝票にて返送

売上実績の確定後、請求書を郵送

⑤【お支払】 請求書記載の口座にお振込み

注） ①請求書到着後10日以内にお振込みをお願いいたします
②お振込みの際の振込手数料はお客様負担となります
③Uni.shop125でのご入金はできかねますのでご了承ください

● 総会開催日の１ケ月前 ～ 総会開催日の２週間前まで
（確実にお求めいただくには、【買取】方式をお勧めいたします。）

①【お申込】 注文用紙へご記入の上、 ＦＡＸご送付ください

株式会社デューク・コーポレーション 記念品申込担当：内田
〒135-0041 東京都江東区冬木11-16 リドレス門前仲町802
TEL：03-5646-5920 FAX：03-5646-5921
受付時間：10：00～18：00 （土・日・祝祭日を除く）

◆【委託】お申込期間

◆お申込～お支払までの手順

◆お問合せ

◆ご注文書申込書の発送先

稲門祭記念品申込係 FAX番号：０３-５６４６-５９２１
（運営会社：株式会社デューク・コーポレーション）



■太枠内を正確にご記入下さい。

・稲門会区分に○印（　地域　　・　　年次　　・　　その他　）

支部 稲門会
（フリガナ）

（フリガナ）

メールアドレス

お電話 FAX

　 　　　月　　　　　　日　　　　　曜日

会場名： 名

（フリガナ）

お電話 FAX

　　　　　　月　　　　　　　日（　　　　　　曜日）　　＜・午前　・午後　・全日＞　　＜　・までに　・その日に＞

■ご希望のセットに○をつけてください

セット名
商品総額
（税込）

セット
個数

価格（税込） 個　数

¥10,000 　×　　　 　　＝

¥10,000 　×　　 　　　＝

¥6,000 　×　　 　　　＝

¥6,000 　×　　 　　　＝

¥6,000 　×　　　 　　＝

¥4,000 　×　　 　　　＝

¥4,000 　×　　　 　　＝

¥4,000 　×　 　　　　＝ 

¥4,000 　×　　 　　　＝

¥4,000 　×　　 　　　＝

¥2,000 　×　　 　　　＝

¥2,000 　×　　 　　　＝

¥2,000 　×　　 　　　＝

¥2,000 　×　　 　　　＝ ￥

¥12,000 　×　　 　　　＝

¥12,000 　×　　 　　　＝

¥6,000 　×　　 　　　＝

¥6,000 　×　　 　　　＝

¥4,000 　×　　　 　　＝

合計（税込）

総会②－1 【委託】総会等 団体申込向けお申込用紙
2015稲門祭

記念品

申込先：
2015稲門祭記念品申込係 申込FAX番号　０３-５６４６-５９２１

申込期限：
2015年9月

総会概要 開催日
ご参加
予定人数

記念品
送付先

（ご担当者様連絡
先欄と同じ場合

は省略可）

ご住所
〒

稲門会
ご担当者様

連絡先

稲門会名

ご担当者名

ご住所
〒

携帯電話など必ず連絡の取れる番号をご記入ください

配送時間指定のご希望が
ございましたら記入下さい

ご要望など

10万円

￥

小　計（税込） ご要望など

￥

￥

￥

￥

￥

￥

セット内容（表示価格は税込）

こちらで、在庫数により、10万円分の商品を組み合わせていただきま
す。

Aセット
（販売商品をお

任せ）

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

●本申込書による申込期限は2015年9月までとなっております。9月開催の総会向け販売をお考えの方は、9月30日(水)に商品をご返
却いただけるスケジュールでお願いいたします。
＜個人情報の取り扱いについて＞
本申込書に記載された個人情報は、記念品販売業務・販売統計作成・早稲田大学オフィシャルグッズ販売案内業務のために(株)デューク・コーポレーション・稲門祭実
行委員会・早稲田大学校友会で共有使用します。個人情報の第三者への目的外での開示・提供は、「法令の定めがあるとき」または「本人の同意があるとき」のみに限
ります。

￥

￥

￥

パスポートケース ￥

Bセット
（ご希望の販
売商品の個
数をご記入く

ださい）

商 品 名

革製システム手帳 ダ・ヴィンチ グランデ（ブラウン）

革製システム手帳 ダ・ヴィンチ グランデ（レッド）

LANVIN 名刺入れ

大分日田下駄・米沢織マチ付巾着セット（男性用）

大分日田下駄・米沢織マチ付巾着セット（女性用）

ネクタイ2015

稲穂柄甲州印伝ペンシルケース

オリジナルTシャツ（Ｓサイズ）身幅：45cm/身丈：67cm

オリジナルTシャツ（Ｍサイズ）身幅：48cm/身丈：70cm

オリジナルTシャツ（Ｌサイズ）身幅：51cm/身丈：73cm

早稲田巻きタオル

シルクストール　（黒）

ネクタイ　（黒）

ワセダベア入りMIZUNOゴルフボール(6個入り)

クリスタルボールペン

ワセダベア両面キーホルダー

腕時計　(ゴールド)

腕時計　(ブルー)
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