
サークル名 代表者名

フリガナフリガナ

取引条件確認書
Ver.3.53

登録サークル名をご記入下さい

※別紙の取引条件に問題が無い事をご確認の上で捺印をお願いいたします

印

●サークル登録情報 （既に登録をいただいている場合には変更のあった箇所のみご記入下さい）

●作品登録情報

タイトル サークル名

フリガナフリガナ
登録サークル名と異なる場合ご記入下さい

・作品詳細
販売価格（税別） 卸価格（税別） 納品可能数 年齢制限 通信販売 画像使用（通販・広告等）

一般

発行（予定）日 販売開始日 予約販売 再発注

・   可   ・   不可   ・   未定年　　　月　　　日 年　　　月　　　日 (　　　月　　　日から)

分類

同人ソフト
ジャンル

メディア

内容

対応ＯＳ

ソフト 音楽ＣＤ グッズ 映像ソフト その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

アクション・格闘 ノベル・ADV RPG STG SLG

CG集・アクセサリー 写真集 その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

ゲーム・アニメ・マンガ等（　　　　　　　　　　　　） オリジナル その他（　　　　　　　　　　　　　）

95・Win 98 2000 XP VistaMe MacOS（　　　　　）以降 その他

☆作品コメント（店頭ＰＯＰ、通販コメント等に使用させていただくことがあります）

パズル

ムービー集

住　所

〒

TEL

FAX

e-mail

Webページ

振
込
先

銀行名

口座名義

支店名

口座
普通
当座

カタカナにてご記入下さい

携帯等

携帯メール不可

発注方法

（ゆうちょ銀行をご利用の場合は『振込用の店名・預金種目・口座番号』を確認の上でご記入ください。）

備考

サークル番号

年　　月　　日

※口座番号の記入漏れに注意してください

口座
番号

※未記入の場合は
　到着次第販売を開始

http://

※税込時、小数点以下切り捨て

・   可 ・   不可 ・   可 ・   不可

CD DVD DVD-Video その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・    有 ・　  無

e－mail 郵送 FAX TEL

可
不可

※税込時、小数点以下切り捨て

消費税納税の必要が
ある方は有にチェック

消費税請求

HP・帯等参照→



▼ 販売方法について ▼

    販売方法は、基本的に委託販売となります。ただし、販売実績その他の条件で、買取になることもあります。
    (委託から買取への変更は当店で判断させていただきます)

▼ 作品の登録について ▼

    「取引条件確認書」をご記入の上で「見本」と一緒にハーマンズ物流センター・同人担当宛までお送り下さい。
    見本到着後１週間程にてご検討をさせていただきます。
    ※見本は、原則としてお返ししませんのでご了承下さい。

▼ 価格について ▼

    基本的な卸価格は店頭販売価格の７０％とさせて頂きます。
    店頭での販売価格は基本的には卸価格がイベント価格を越えない範囲の価格にてお願いいたしております。
    価格を改定される際はお知らせください。
    ※買取の場合には特価等にて販売をさせていただく場合がございますのでご了承下さい。

▼ 売り上げのお支払いについて ▼

    売上のお支払いは、毎月末締めの翌月末払いとさせていただきます。
    お支払いは、サークル登録時にご記入頂いた銀行口座へ振り込ませて頂きます。
    (ゆうちょ銀行をご利用の場合は『振込用の店名・預金種目・口座番号』を必ずご確認ください)
    振り込み手数料は、原則当店で負担いたします。

    ※ 売り上げが３０００円未満の場合、翌月に振り替えさせて頂きます。

    ※弊社では毎月のお振込を取引銀行からすべて自動にて行っており、お振込が出来なかった場合に
    　送金センターからの戻し手数料が発生しております。
    　口座の解約・名義の変 更・サークル様の口座案内の間違い等の理由によりお振込みが出来ませんでした場合
      には、再振込時の手数料をサークル様のご負担とさせていただくことがございますのでご注意ください。

▼ 発注・納品について ▼

    発注は原則として、e-mail・FAXにて発注させていただきます。
    e-mail・FAXでの発注が困難な場合、郵送・電話にて発注をさせていただきます。

    納品時にかかる発送費は、サークル様の負担となります。
    着払いの場合はお受け取り出来ません。

    納品時には、納品書と請求書（サークル名と代表者名記入・印鑑の捺印済み）が必要です。
    郵送、宅配にて納品の場合には、下記の弊社物流センター宛にお送りください。(店舗には送らないで下さい)

    〒135-0023
    東京都江東区平野3-5-4　ハーマンズ（株）物流センター　宛
    TEL：03-5646-7679

    ※※重要※※
    ・ソフト納品時には、納品書と請求書（サークル名と代表者名記入・印鑑の捺印済み）が必要となります。
    ・印刷・プレス会社からの直送となります場合には事前に納品請求書を上記のハーマンズ物流センター
    　同人担当宛までお送り下さい。
    ・納品・請求書の記入は、弊社の会社名「ハーマンズ株式会社」宛、単価欄は卸価格にてお願いいたします。
    ・発売日の指定など販売に関する備考がございます場合にはあわせてご記入下さい。
    ・書類に不備がありますと販売開始までに時間がかかる場合がございます。

お取り引きに関する注意事項　壱



▼ 返品について ▼

    販売開始から一定期間を経過しました後、返品か販売継続かを検討させて頂きます。
　　ご返品となりました場合にはe-mail・FAX・お電話などにてご連絡後返送をさせていただきます。

　　委託販売の終了をご希望の場合には、ご返送希望日の二週間前までにご連絡下さい。
　　店頭に手のお引取りも可能ですが、その際はご来店日の一週間前までに必ずご連絡下さい。
　　(倉庫からの移動に時間がかかりますため、当日のご連絡では用意が出来ない場合がございます。)

　※※重要※※
　　サークル登録変更のご連絡が無く、返送・連絡が不可能となるケースが増えてきております。
　　返送・連絡が不可能となりました場合、委託作品の放棄とみなしまして一定期間保管の後に
　　作品の処分をさせていただくこともございますので、お引越しなどにて連絡先に変更があり
　　ました場合には必ずサークル登録の変更をお願いいたします。

▼ 返送について ▼

 　　返送時の送料に関しましては以下のようにさせていただきますのでご了承下さい。

　　【納品後一ヶ月以内】
　　　・サークル様からの一部、もしくは全数返品希望の場合、サークル様のご負担とさせていただきます。
　　　　当店からの返品の依頼は原則行いません。

　　【納品後一ヶ月以降】
　　　・当店からの返品の場合、当店にて負担いたします。
　　　・サークル様からの在庫の一部返品希望の場合、サークル様のご負担とさせていただきます。
　　　・サークル様からの在庫の全数返品希望の場合、当店にて負担いたします。

　　　
　　※住所変更の連絡が無いまま、お送りさせていただきました作品が住所不明にて戻ってまいりました場合
　　　二回目以降の発送の送料をご負担いただくことがございますのでご了承下さい。
　　　返品希望の際には必ず発送先をご案内下さい。

 ▼ サークル登録の変更について ▼

 　　ご登録いただきましたサークル情報(連絡先・銀行口座等)に変更がございました場合には
　　　｢取引条件確認書｣を再度お送りいただくか、e-mail・FAX等にてご連絡下さい。

　　　サークル情報変更の連絡が無いまま弊社から長期間連絡が取れなくなった場合には、売上金・委託作品
　　　の放棄とみなしまして、作品の処分・売上金振込みの停止をさせていただく場合がございます。
　　　予めご了承下さい。
　　　お振込先口座の変更は毎月１日までにご連絡下さい。それ以降になりますと、月末の振込みまでに変更
　　　が間に合わない場合がございます。

▼ 委託商品についてのご注意(自然災害発生時に関して) ▼

　　　サークル様・仕入先様から委託商品として商品をお預かりしている間に、地震等の自然災害による委託商
　　　品の損害、破損が発生した場合、当社の補償対象とはなりませんので予めご了承下さい。

※委託中の商品について、ご要望などございましたら同人担当宛までご連絡下さい。

お取り引きに関する注意事項　弐
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