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しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 2粒入/4 粒入/バリューセット 

委託・卸販売お取引条件について 

特定非営利活動法人 ACE 

 

1. 対象商品： しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 2粒入/4粒入/バリューセット 

 

2. 本体価格： 

2粒入り 1パック 250円（税込 270円） チョコ 2粒入り 

※50円がガーナのカカオ生産地の子ども支援プロジェクトへの寄付となります 

4粒入り 1パック 500円（税込 540円） チョコ 4粒入り 

※150円がガーナのカカオ生産地の子ども支援プロジェクトへの寄付となります 

 

3. ロット（発注単位）：  

2粒入り  1セット：24パック。 

4粒入り  1セット：16パック。 

バリューセット 1セット： 〈2粒入〉12パック ＋ 〈4粒入〉8パック ＝計 20パック 

※すべて最小ロット 1セット以上。セット単位での取り扱いをお願いいたします。 

 

4. ご注文方法：別紙の委託・卸販売注文書にご記入のうえ、FAXまたはメールでご注文ください。 

 

5. お支払い方法：請求書受取り後 2週間以内に、下記のいずれかの口座にお振込をお願いいたします。 

【お振込先】 ※恐れ入りますが、振込の際の手数料はお客様ご負担でお願いいたします。 

◇ 三井住友銀行 上野支店 （普通） 8162692 

特定非営利活動法人 ACE トクヒ)エース 

◇ 郵便口座： 郵便振替口座：00110－7－562122  加入者名：ACE  

 

6. リーフレットの配布について：1回のお取引につき、チョコリーフレット 50部を送らせていただきます。 

販売の際にご活用ください。50枚以上ご希望の場合は、ご連絡ください。  

また、ACEの団体パンフレットの配布にもご協力いただければ幸いです。 

 

7. 販売促進用データの提供について：プライスカードや商品 POPの PDFデータをウェブサイトからダウンロードい

ただけます。販売促進にご活用ください。 

ダウンロードはこちらから ⇒ http://acejapan.org/activity/shopping/sales 
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8. その他条件：卸売、委託販売では下記の条件が異なりますので、ご確認ください。 

 卸販売 委託販売 

１．取引形態 買い取りでのお取引となります。 販売個数分を後日ご請求させていただきま

す。 

２．取引価格 

 

掛け率：75％    

2粒入り 

1パック：202.5円（税込） 

1セット（24パック）: 4,860円（税込）  

4粒入り 

1パック：405円（税込） 

1セット（16パック）：6,480円（税込） 

バリューセット 

1セット : 5,670円（税込） 

〈2個入〉1パック：202.5円×12パック 

〈4個入〉1パック：405円×8パック 

掛け率：90％   

2粒入り 

1パック：243円（税込） 

1セット（24パック）: 5,832円(税込) 

4粒入り 

1パック：486円（税込） 

1セット（16パック）：7,776円（税込） 

バリューセット 

1セット : 6,804円（税込） 

〈2個入〉1パック：243円 ×12パック 

〈4個入〉1パック：486円 ×8パック 

３．販売期間 特に規定はございません。 原則２週間以内とさせていただきます。延長

をご希望の場合は、ご相談ください。 

４．商品の発

送について 

ご注文受付後、4 営業日以内にご連絡のう

え発送手配いたします。請求書を別途お送り

いたします。余裕を持ってお申し込みくださ

い。納品日のご指定がある場合、大量のご注

文の場合は、事前にご相談ください。 

ご注文受付後、4営業日以内にご連絡のうえ

発送手配いたします。余裕を持ってお申し込

みください。納品日のご指定がある場合、大

量のご注文の場合は、事前にご相談くださ

い。請求書は販売期間終了後にお送りしま

す。 

５．送料 ご注文下代が 2 万円未満の場合、ご負担を

お願いいたします。2 万円以上から送料無料

となります。 

商品発送時の送料は ACE が負担いたしま

す。在庫返却時の送料はご負担をお願いし

ます。 

６．返送、返

品・交換 

万一不備や不良品などがございましたら、商

品到着後１週間以内にご連絡ください。商品

確認後、返品・交換をさせていただきます。 

残った商品は販売終了後 1週間以内にご返

送ください。万一不備や不良品などがござい

ましたら、すぐにご一報ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2   「しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 」4 個入りパック 委託・卸販売お取引条件について 

お申し込み・お問い合わせ先 

特定非営利活動法人 ACE（エース） 担当：青井、山下 

〒110-0015 東京都台東区東上野 1-6-4 あつきビル 3F 

TEL: 03-3835-7555  FAX: 03-3835-7601 

URL: http://acejapan.org/choco/   E メール：choco@acejapan.org 
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送付先：ＦＡＸ ０３－３８３５－７６０１ E メール choco@acejapan.org 

＜＜しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 委託・卸販売 注文書＞＞ 

この度は「てんとう虫チョコ」の販売をご検討いただきありがとうございます。別紙『しあわせを運ぶ てんとう虫チョコ 委託・卸
販売お取引条件について』をご確認の上、下記に必要事項を記入し、FAX または E メールでご送付ください。 
 
記入日 ：       年     月    日 

フリガナ  

パートナーお申し込み 

企業・団体名 
 

フリガナ  役職・担当業務 

ご担当者名   

メールアドレス 
 

※月 2 回発行のメールマガジンをお送りしてもよろしいですか？ 可 ・ 不可 

 

てんとう虫チョコ(2粒入り) 

1セット 24パック 

 

       セット 

（最低 1セット～） 

 

× 

卸販売    4,860円 

委託販売   5,832円 

セット単価（税込/いずれかに○） 

金額： 

              

円 

てんとう虫チョコ(4粒入り) 

1セット１6パック 

 

       セット 

（最低 1セット～） 

 

× 

卸販売    6,480円 

委託販売   7,776円 

セット単価（税込/いずれかに○） 

金額： 

              

円 

てんとう虫チョコ〈バリューパック〉 

1セット(2粒入り)12パック 

    ＋（4粒入り）8パック 

 

       セット 

（最低 1セット～） 

 

× 
卸販売    5,670円 

委託販売   6,804円 

セット単価（税込/いずれかに○） 

金額： 

 

円 

送料手数料  □本州 700円   □北海道・四国・九州・沖縄  800円 
            ※2万円以上のご注文は、送料無料とさせていただきます 

 

円 

合計金額 ：  円 

 
販売場所・店舗名 

イベント・企画名 
 

開催日・販売期間        年     月     日（   ）～       年     月     日（   ） 

 

納品希望日 
※2016年 12月 1日以降 

       年     月     日（   ）   ※ヤマト運輸でお届けします 
配達希望時間 ： 午前中  12-14時  14-16 時  16-18 時  18-20時  20-21 時 

商品送付先 

□会社  □店舗  □学校  □自宅  □その他（         ） 

〒 

 

Tel：  Fax： 

ACE の団体パンフレットも配布い

ただけますか？ 
□はい  （必要部数        部）  □ いいえ  

ご協力内容をウェブサイトなどで

紹介してもよいですか？ 
□はい                         □ いいえ  

その他連絡事項 

※請求書の宛名や振込名義、送付

先が申込名、ご連絡先と異なる場合

はご記入ください。 

 

 

 

受付       ／ 返信       ／ 発送       ／ 請求書送付    ／ 報告受付    ／ 


