取手市商 工会 広報委員会

行き(FAX 0297‐ 73‑6644)

取手市商工会報チラシ同封サービス申込書
回 。税込)
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金

■料金表

(¶

平5,400

¥10,800

■ 申込書記入欄 (下 記の運用規定 に同意の上 お申込み下さい )
申込年月 日
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年

月

日

事業所名
⑪

代表者名

事業所所在地
電話番号

FAX番 号
ご担 当者名
同封希望 日

平成

年

月号

■取手市商 工会 報 チラ シ同封サ ー ビス運用規定
1,こ のサー ビスは、取手市商工会員企業 の発展 に資す ることを 目的 とす る。
よって、取手市商工会員以外 の利用は原則 として認 めない。

2.こ のサ ー ビスは、取手市商工会報 に会員企業 の販売促進 の ための書類等 を同封す るもので あ り、同封す る書類等
の内容お よび 当該書類等 について、または、作成責任 を有す る企業等 に対 して与信 を与 えるもので はない こと、
お よび、下記事項 を遵守す るもの とす る。
1)公 序 良俗 に反 しない こと。
2)関 係法規 を違反 しない こと。
3)誤 角7を 与 える恐れがない こと。
4)他 の会員 、消費者 に不利益 を与える恐れがない こと。
5)そ の他、 当該サー ビス運用上不適 当な事項 がない こと。
3.前 条 に反す る、あるいはそ の他 の理 由によ り、 当会が不適 当と認 め る場合 、 このサー ビスは履行 しない。なお、
サ ー ビス実施予定月 にお いて、 申込企業数 が揃 わない等やむ を得 ない事情 が生 じた場合、 当該 実施 月 を繰延 べ る
ことが ある。
4.書 類 が 同封 され る取手市商工会報は、年 6回 発行 とす る。 ただ し、や む を得 ない事情 によ り発行 が遅延す る場合
があるため、会員企業が同封 を希望す る書類 の 内容 に よつては申込 を受 けかね る場合がある。
5.チ ラシ及び広告 の 内容 に関す る責任 は、一切広告主 に帰属す る。
6.当 サー ビスに関す る手続 き上 の トラブルは双方誠意 をもつて対応す ること。 また、 当該
サー ビス によ り生 じた取 引上の トラブル等 について 、取手市商 工会 は一切 の責任 を負わない。
7.チ ラシ同封料金 について は、別 に定める料金体系 と し、 当該書類 を同封 した会報発刊後、取手市商 工会が送付す
る請求書 に従い、速やかに納入す ること。 ただ し、厚 さ 。重量 に よつては別途 打 ち合わせ に よ り別料金 をいただ
く場合がある。
8.取 手市商 工会報 に同封す る書類 は、原則 として、 B5判 、 A4判 のチ ラシ と し、 B4判 、 A3判 等 の場合は、会
員事業所各 自で当該書類 を規定 の大 きさ以下に折 りたたんだ状態 で納 品す ること。
9.取 手市商 工会報 に同封す る書類 は、会員事業所各 自で必要部教 (約 1700都 :随 時確認 の こと)用 意 し、発刊月
の前月末 日までに取手市商工会が指定す る場所 に納 品す る (そ の際、残部 は原則 として返却 しない)。
10.こ の運用規定に同意 した場合、上記 に押印 し、発刊月 の前月 20日 までに、折込み印刷物 のサ ンプル とともに取
手市商工会広報委員会 へ提 出す ること。
※コピーの上、一部ずつ双方で保管すること。
取手市商 工会報について
。体 裁 A4判 、 4ペ ー ジ
・ 発行 日 年6回 発行ラ定
。発行部数 約 1 7α ttB
・ 配付先 当会会員 等
お間合せ先】
【
取手市商工会 広報委員会 TEL0297‑73‑1365 FAX0297‑73‑6644

