
 
 
 
 
お客様各位 
 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
大阪鶴見市場におけるインターネット取引ご登録に必要な書類を送付させて頂きます。 
下記書類を頂きましてからの申込みとなりますので、至急ご返送、またはご提出をお願いいたします。 
 
1.   ユーザー登録申請書       1 枚 ・・・ ご返送ください 
2.   インターネット取引規約     2 枚 ・・・ 署名欄のみご返送ください 
3.   取引申請書           1 枚 ・・・ ご返送ください 
4.   ＷＥＢ販売手数料率一覧表    1 枚 ・・・ お控えです 
 
大阪鶴見市場より内容確認の連絡がはいりますので、宜しくお願いいたします。 
登録が完了いたしましたら、ご担当様のメールアドレスへ登録完了通知をさせて頂きます。 
 
各書類の内容及び記入方法にご不明な点がございましたら、何なりとお問合せ下さい。 
今後ともお引き立ての程、宜しくお願いいたします。 
 
平成  年  月  日 
                    株式会社 サンフラワーアート 
                    大阪市鶴見区茨田大宮 2 丁目 7 番 70 号 
                    卸売部 ＴＥＬ  06-6914-2255 
                        ＦＡＸ  06-6914-2258 
                        Ｅ-mail   info@sunflowerart.co.jp 
                                              Hp http://www.sunflowerart.co.jp 
 

 担当 
  
大阪鶴見市場サンフラワーアート 

  インターネット取引サービス  
http://www.main.hanaport.net/NDB03/                     

   
 
 
 
 
 
 
 



申請日付

名　称 本手続ご担当者名

代表者名 確認連絡先

ユーザーＩＤ

パスワード

番　　号

市場買参番号

購入限度額 Ｄ２・Ｄ１合わせた「一日」の購入上限金額です

掛　率 設定しない場合は「設定無し」を○で囲んで下さい

名　称 代表者

電　話 ＦＡＸ

Ｅ-MAIL

【　】場内仲卸【　】場外問屋　【　】市場関係　【　】量販　【　】パッキング

【　】小売店　【　】業務関係　【　】その他の業種〔　　　　　　　　　　〕

年　商 主な仕入先

主な商圏

他社のネット取引を利用

　　　されている方はここにご記入ください

この申請を確認できる方のお名前を

       〃　　　　　連絡先電話（出来たら携帯）

※注意事項

■本申請書は申請者側にて必ず複写をとり厳重な保管をして下さい。

■申請書内容に虚偽などがあれば登録を中断し、既に登録済みのユーザーであれば予告なしに

　　利用を停止・登録を抹消します。

＜＜個人情報保護方針＞＞

◎本ユーザー登録申請書で収集した会員様の個人情報は、本ＷＥＢ取引の会員様へのサービスや

管理のみに活用しそれ以外の目的で使用することは致しません。

ユーザー区分

申請確認日 平成　　　年　　　月　　　日 　株式会社　なにわ花いちば

登録処理日 平成　　　年　　　月　　　日 株式会社　鶴見花き　　　

開通通知日 平成　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　登録処理者 印　　　

　年　　月　　日　

ＷＥＢ取引システム　ユーザー登録申請書　　〔枝番申請用〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　印親
会
員 印　　 　　　　　　―　　　　　―

申
請
新
規
ユ
ー

ザ
ー

所在地

業　種

　　　　　　―　　　　　　―
申
請
ユ
ー

ザ
ー

情
報

――――※新規ユーザー情報記入欄※――――――――――――――――――――――――――――――――

〒　　　　－

申請ユーザーが弊市場と買参契約をされている方の
場合、必ずその買参番号を記入して下さい

枝番まで正しくご記入下さい

同上

万円　　

万円　　　

∟∟∟∟∟∟∟∟

∟∟∟∟∟∟∟∟

∟∟∟∟ー∟∟

∟∟∟∟

「a～zと0～9」で小文字の英数字の６～８文字です。以
外の記号等は不可！！

システム名称

設定なし、　　　　　　　％

―――――――――――※以下は記入不要です。※――――――――――――――――――――――――――

　　　様　　　　　　　　

　　　　　　　　　　―　　　　　　　　―

印　　

　　　　　　―　　　　　　―



 
インターネット取引規約 

 
株式会社サンフラワーアートを通じての大阪鶴見市場インターネット取引を円滑にご利用頂くにあたり、以下の規約

を設けております。 

当取引は大阪鶴見市場により提供される情報を基に、場内仲卸である弊社とのご契約の上サービスを受けていただく

ものです。 

提供される情報についてのすべては大阪鶴見市場よりの情報となります。 

本規約内容をご承諾の上、末永くインターネット取引をご利用いただきますようお願い致します。 

 
1）入会登録申込み 

既定の登録審査申請用紙により、ご入会登録の申請を頂きます。審査後貸与されるユーザーID、パスワードのお知ら

せをもって登録の完了となります。ご記入漏れ、その他の事由により承認を受けられない場合もございます。 

2）ユーザーID、パスワードの管理 

貸与されたユーザーID、パスワードについては、責任を持って管理していただきます。ユーザーID、パスワードの管

理不十分または第三者の不正使用などに起因するすべての損害について責任を持っていただきます。また貸与された

ユーザーID、パスワードが第三者に使用される可能性が発見された場合には、直ちに弊社へその旨をご連絡頂きます。 

貸与されたユーザーID、パスワードはご登録者のみが利用できるものですので、譲渡、貸与、第三者の使用はできま

せん。 

ご登録内容の変更時には直ちに弊社へ書面にてご通知下さい。 

ユーザーID、パスワード忘れにつきましてのお問い合わせには、弊社社員よりお答えすることはございませんので、

大切に保管して下さい。ユーザーID、パスワード等についての改定事項が発生した場合には直ちにお知らせ致します。 

3）サービス内容について 

提供される情報は大阪鶴見市場よりとなります。 

サービス内容については事前に通知なく追加、変更、部分改廃をされることがあります。 

またシステム保守点検及び不測の事態により、サービスの提供を一時的に中断されることがあり、これによる損害等

についての責任は一切負いません。 

サービスを受けるために必要な設備（パソコン、通信機器）接続（プロバイダー加入等）については、各会員様の責

任において、設置維持をして頂きます。 

4）禁止される事項 

 ＊他会員、第三者に不利益を与えるような行為、故意過失を問わず法令に違反する行為。 

 ＊当取引のサービス運営に支障をきたす恐れのあるもの。信用を毀損するような行為。 

 ＊ユーザーID、パスワードを不正に使用する行為。 

 ＊弊社が不適切と判断したもの。 

 万一禁止される行為により弊社の取引に障害及び損害が発生した場合には、これにかかる損害に相当する金額を請

求致します。また直ちに取引の停止をさせて頂きます。 

5）インターネット取引ご利用料金（ 会費 ） 

このシステムをご利用いただくにあたり、月額 1,000 円（税込）の利用料を申し受けます。利用料金は登録と同時に

発生致します。月半ばのご入会及び解約につきましても、一か月分の利用料がかかります。前払いとなり、毎月 1 日

に会費を計上させて頂きます。 

会費につきましての払い戻しは一切行われません。またご利用料金につきましては、改定されることがあります。 

 



6）ご注文について 

 ①当インターネット取引におきましてはご登録者の責任においてご注文発注をして頂きます。 

操作方法を誤って発注されました商品につきましても、成約後は取り消しができませんので、お買い上げ頂くことと

なります。 

発注商品、数量、単価などをよくご確認の上発注下さい。 

 ②お買い上げいただいた商品についての荷傷みなどの報告、クレームは弊社で賜りますが、産地の規格内における

商品の品質等についてはお受けできません。また荷傷み等につきましても、お受取り当日中にお願いしております。 

また商品画像はあくまでのイメージで、実物とは違いが発生する場合がございます。 

③不可抗力及び天災地変等により商品が提供できない状況が発生した場合は、ご連絡の上、代替え品等で対応させて

頂きます。 

7）価格について 

当インターネット取引上にあります価格は弊社の仕入原価となります。貴社にかかる弊社手数料は、当インターネッ

ト取引についてのみ、成約取引額の規定パーセントとさせていただきます。 

（手数料につきましては、別紙 WEB 販売手数料一覧表を参照下さい。） 

インターネット上に提示されている価格について、価格変更はできません。 

8）お取引代金の決済 

現金支払いを原則とさせていただきます。現金取引以外のカード決済、掛売り等につきましては、別途お支払いにつ

いてのお約束をさせていただきます。ご契約の決済期日が過ぎてもお支払いいただけない場合は、やむを得ずお取引

を停止させて頂く場合がございます。 

また何らかの悪用などによる被害を 小限にする為、1 日当たりのお取引限度額の設定が必要です。 

設定額を超える発注は、インターネット取引上では行えません。変更ご希望の場合は書面にてお届け頂きます。 

急な変更をご希望の場合には、ご相談下さい。 

9）登録解約の申込 

解約につきましては、書面にて 署名、押印をもってお願いいたします。 

また解約時における弊社に対する債務の精算を行って頂きます。 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ き り と り ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 株式会社 サンフラワーアート  

インターネット取引を承諾いたします。 

 
 年     月     日 

                          ご住所 

                          
 会社名 

代表者名              印 

 
  欠品、変更の際のご連絡は、FAX させて頂きますが、FAX 時間は深夜～早朝になります。 

  この時間に FAX させて頂く事は可能か不可能か 丸をつけてください。不可の場合はご連絡なし

となります。 

      FAX のご連絡   可  /  不可      時  ～   時の間のみ可 
       

 



       取 引 申 込 書            顧客コード＊弊社記入欄 

             

                                            お申込み日     年    月   日 

         

会社名 店名 

 

大阪鶴見市場買参人番号 （            ） 

 

代表者名 

代表者名 

申込み担当者名 

 

住所 

〒 

TEL FAX TEL                    FAX 

E-mail アドレス  

HP アドレス  

携帯 TEL（緊急）   

 

原則お渡し方法 

ご希望に○印 

お引き取り  /  シューター配達 （ ｼｭｰﾀｰ番号         ） 

宅配便 翌日以降着 （ 佐川急便  ヤマト運輸  ）  

佐川クール便 （サイズ規制あり） 

当日着便 （          ） その他（           ） 

 

お支払い方法 

ご希望に○印を 

つけて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 現金にて商品引換 

2. 前払いによるプリペイド式支払い 

あらかじめご入金（現金、振り込み）いただき、ご購入頂きます。 

預かり金残高は毎回伝票に明記されます。 

3. 運送店代引き 

発送時運送便にて代金引換にてご購入いただけます。 

代引手数料が実費にてかかります。（カードご利用はできません） 

4. 掛売 （ 掛売りはお取引実績による弊社承認が必要です。） 

請求締め日 10 日毎  支払い日 請求日より 7 日以内 

支払い方法  現金払い /  振り込み / 小切手   

  ＊保証金が必要となり、希望取引限度額を基に決定させて頂きます。 

5.  オリコカード決済 （ カード手数料 2％が実費でかかります） 

  お申し込み後 クレジット会社による審査あり 

ご希望取引限度 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売、 

その他取引 

  

                         円 （ 一日当たり） 

当社をご利用に

なるきっかけ 

  ご紹介 【                           】 

  その他 【                           】  

 

弊社記入欄 

 受領日  年   月   日       承認日  年   月   日       提出日  年   月   日 

 入力担当者    



以上  未満

手数料率 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%
一日購入額
　　　目安

10,000 800

20,000 1,600

30,000 2,100

40,000 2,400

50,000 2,500

60,000 2,700

70,000 2,800

80,000 3,200

90,000 3,150

100,000 3,500

150,000 4,500

200,000 6,000

250,000 6,250

300,000 7,500

350,000 7,000

400,000 8,000

450,000 6,750

500,000 7,500

600,000 9,000

700,000 10,500

800,000 12,000

900,000 13,500

1,000,000 15,000

1,500,000 15,000

2,000,000 20,000

2,500,000 25,000

3,000,000 30,000

　（税抜額）

250,000
350,000

㈱サンフラワーアート　ＷＥＢ販売手数料率一覧表

一日当たりご購入額　（　税抜き　）

1
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
150,000

450,000
1,500,000

30,000 8.0%
40,000 7.0%
50,000 6.0%
60,000 5.0%

80,000 4.0%
150,000 3.5%

当社手数料

手数料早見表　一日購入額からのおおよその手数料　（太字部分）

250,000 3.0%
350,000 2.5%
450,000 2.0%

70,000 4.5%

1,500,000 1.5%
～ 1.0%
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