【営業時間】AM10:00〜PM6:00

お支払方法 カタログを参照の上、ご希望のお支払方法にチェックして下さい。
代金引換

銀行振込
（三菱UFJ）

特撰クラリーノ織刺・防具ネーム手縫い希望 □防具一組
（840円）□面
（210円）□垂
（210円）□甲手
（¥420円）
※詳しくはカタログP77をご参照下さい。
カタログの刺繍ページの
色見本からお選び下さい。
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10,000円未満
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字体

※沖縄・離島は除く

ゼッケン内容記入欄

10,000円未満

ゼッケンをご購入の方はこちらにご記入お願いします

サイズをご記入下さい
︵実寸︶

C
C ものみ
の下

注 文 時 のご案内とお願い
ご購入時のサービス

◆ 防具お買い上げの方全員に！
★面→面紐、面乳革をプレゼント！
★胴→胴紐をプレゼント！
※ご注意
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面紐、面乳革、胴紐は各防具に見合った商品を付けさせて頂いておりますので、種類の変更はご遠慮願います。

剣道着・袴について
◆ 号数を必ずご記入下さい。

剣道衣
袴

サイズが不明な場合は、現在の身長・体重・ウエスト・胸囲の寸法をご記入の上で、大きめ希望
or小さめ希望かを必ずご記入下さい。
サイズが不明な場合は、現在の身長・体重・ウエスト・腰骨の位置からくるぶしまでの実寸法を
必ずご記入下さい。

★「上製テトロン袴」は色のご指定を必ずご記入下さい。

※ご注意

ご記入頂きました号数、
またはご記入いただきました寸法からサイズを出して、商品をお届けさせて頂きます。
その際、お客様による号数違い、寸法違いで発生したサイズ交換の運送料は、お客様のご負担となります。
ご注意・ご協力の程、宜しくお願致します。

防具について
◆ 単品でご注文の場合でも、現在の身長・体重・ウエスト・胸囲の寸法を必ずご記入下さい。
大きめ希望の場合は、備考欄にご記入下さい。
◆ 防具のアゴ、胸の種類を必ずご記入下さい。

■面

■ 甲手

注文書のイラスト部位の実寸と、面紐付け位置をご記入下

注文書のイラスト部位の実寸をご記入下さい。

さい。
※面紐付け位置のご指定が無い場合は、
【下（7尺）】用の面
乳革・面紐を送らせて頂きます。
面寸法A：縦周りが73cm以上の場合は、大型面金を使用し

単品でご購入頂く場合で、千鳥糸のご指定がある場合は、下

ます。

記の中から糸色を必ずご指定下さい。

納期につきましては、1ヶ月〜2ヶ月
（防具の種類により異な

基本糸色→濃紺、エンジ

る）
かかります。ご了承下さい。

※ご注意：ご指定無い場合は、濃紺糸でお届けさせて頂きます。

※ご注意：単品価格の2割増の金額になります。

★「幼年用・少年用7.0mm刺防具」
（カタログP13）は個人

■胴
現在お使いの胴の内寸法を正しく計ってご記入下さい。
不明な場合は、身体サイズより判断させて頂きますので「広
め」
「狭め」
「お任せ」かをご記入下さい。
※ミシン刺防具の樹脂胴では、
内寸法が40cm迄となります。
50本型樹脂胴は43cm迄は可能です。
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■垂

ネームが付きません。
白帆布付の為、その布にペンで書いて頂くものになります。
取付希望の場合→ネーム代別途￥840となります。

入門セットについて
◆ 剣道衣・袴の【号数】、竹刀のサイズ
【28〜39】
を必ずご記入下さい。
◆ 防具のアゴ、胸の種類を必ずご記入下さい。
剣道衣、袴、防具袋、竹刀袋に付きましては、同一種類の商品変更は可能です。料金は差額分を合算になります。
袴をテトロン袴から正藍染8800番袴に変更で、サイズが24号の場合
特製テトロン袴￥3,200→正藍染8800番袴￥8,800 差額￥5,600

※ご注意

入門セット料金＋5,600＝合計金額

セット内容を抜く事や、商品を違う種類の商品に変更（竹刀を木刀に変更等）
は応じかねますので、
ご了承下さい。

納 期のご案内
小物、袋類、竹刀、単品防具

1週間以内

剣道衣、袴※個人ネームのみの場合
剣道衣、袴※左袖、腰板、追加刺繍有の場合

1週間〜2週間

竹刀※自由提案や指定有の場合
垂ゼッケン

2週間〜3週間

剣道衣、袴※左袖、腰板指定刺繍の場合

※お急ぎの場合は、
ご希望納品日をお知らせ下さい。出来るだけ間に合う様手配させていただきます。
※防具は各ページを参照下さい。
※ご注文の集中する時期（3月〜6月）
や在庫切れにより、お届けが遅れる場合があります。
※特選防具で在庫切れの場合の納品予定は下記の通りです。

手

刺

→2ヶ月〜3ヶ月半

ミシン刺クラリーノ仕立 →2ヶ月〜3ヶ月

ミシン刺紺鹿革仕立 →2ヶ月〜3ヶ月
単

品

→2ヶ月〜3ヶ月

日武剣道具本舗からのお願い
●ご注文時の氏名、住所、刺繍入れ等の間違いを防ぐ為、FAX、Eメール、郵送でのご注文を優先にお願い致します。
また、特殊な文字は
〔楷書〕
でなるべく大きく正確に記入して下さい。
●在庫切れやサイズの確認等、
ご注文内容に関してお問い合わせの場合や出荷のご準備が整いましたら、
ご連絡させていただきます。
その為、通販営業時間内（10：00〜19：00）
にご連絡可能な電話番号、FAX番号、
メールアドレスや時間帯をご記入いただけますよう
ご協力お願いします。
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ショールーム
クレジットカード使えます

※駐車券サービス有り!

各カード会社とお取り扱いブランドについて
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大阪・上本町店（三武合同店舗）

㻔㻐㻜
ᏽఆ䠁䝿᭮䝿♻

（カタログ送付先にマンション名不備でお届けできない事例が多々あります。ご注意下さい。）

ご注文・お問い合わせについて
■ご注文や商品内容に関するお問い合わせ、商品交換、返品等のお問い合わせは下記にて受け付けております。

106-6191-7146

電話でのお問い合わせ

※職人が不在の場合、すぐにお答え出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
受付時間 10：00〜19：00

FAXでのご注文、お問い合わせ

106-6191-7147

※職人が不在の場合、すぐにお答え出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
受付時間 24時間年中無休

info@nichib.jp

E-メールでのご注文、お問い合わせ

受付メールは24時間以内に回答メールをお送りさせていただきますが、確認に時間がかかるお問い合わせや
多数お問い合わせいただいている場合は遅れる場合があります。予めご了承下さい。
受付時間 24時間年中無休

ご注文から納品までの流れ
全品消費税込みの価格となっております。

●ご注文から納品までの簡単な流れ

●カタログ請求

●お問い合わせ

●ご注文

●発送

メール・電話・FAX
にてカタログご請求

ご質問・確認事項
お気軽にお問い合わせ
下さい

カタログ内から商品を
じっくりお選び頂き、
TEL・FAX・郵送にて
ご注文下さい

担当スタッフが厳重に
チェックし、
当社指定の運送便にて、
発送致します
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お届け

商品のお届け送料について

商品合計10,000円の以上の場合は
送料無料でお届けいたします。
（※1 沖縄・離島は除く）
商品合計10,000円未満の場合は下記の送料がお客様負担となります。
合計金額10,000円未満送料

北海道￥1,850 / 東北￥990 / 関東・信越￥830/ 東海・北陸￥720
関西￥720 / 中国￥720 / 四国￥830 / 九州￥830 / 沖縄￥3,650
※1 沖縄・離島のお客様は50,000円以上のお買い上げで、送料無料となります。
商品合計10,000円以上〜50,000円未満の送料は下記の通りとなります。

図1

荷物の大きさが縦・横・高さ
（ ・ ・ ）の3辺合計サイズ（図1参照）
沖縄
100cm以上

100cm未満

2500

C

1200

円

円
B

※面・胴又、竹刀御注文の場合はサイズにかかわらず100cm以上の対応になります。
※100cm未満は、剣道衣・袴の場合2〜3枚、甲手の場合2組、垂の場合1枚が目安です。

A

小さい荷物は銀行前振込でご入金いただき、下記ヤマト運輸のサービスがご使用いただけます。
(受け渡し方法:ポスト投函・ヤマト運輸営業所止のどちらか)
ご希望の際は備考欄にご記入下さい。送料を含めた合計金額、振込口座(三菱東京UFJ銀行)をお知らせします。

❶ネコポス 350円

❷クロネコDM便 150円

翌日配送※一部地域を除く・追跡可
角形A4サイズ（31.2cm以内×22.8cm）以内、厚さ2.5cm以内、
重さ1Kg以内の荷物
(ポストに入らない場合は持ち戻り)

地域により2〜4日・追跡不可
3辺の合計が60cm以内、最長辺34cm以内、厚さ2cm以内、
重さ1kg以下の荷物
(ポストに入らない場合は持ち戻り)

商品の返品・交換について
日武剣道具本舗では、お客様にご安心して商品をご購入いただけるよう防具のサイズが合わなかった場合の
無料サイズ交換や、返品時の速やかな返金保証をいたします。
万が一、商品がお気に召さなかった場合やサイズが合わなかった場合は、ご遠慮なくお申し付け下さい。
※ご注意
●交換・返品は整理の関係上、お届け後一週間以内にご返送下さい。
※お客様の都合による交換･返品時の運送料はご負担下さいます様、お願い致します。
●次の場合、交換・返品はお受けできませんので、
ご注意下さい。
1.一度ご使用になった商品 2.お客様の責任でキズ･汚れ等が生じた場合 3.商品到着後、一週間以上経過した場合

S
安心
保証

★交換・返品時は、事前に配送センターへご連絡の上、下記住所を
ご記入してお送り下さい。
☆当社理由による交換・返品につきましては、着払いにて発送して下さい。
※お手数ですが、佐川急便(株)をご利用頂きます様、ご協力お願い申し上げます。
【佐川急便(株)と契約している為、迅速に荷物が届きます】
最寄りの営業所に電話して下さい。ドライバーが集荷に参ります。
※お客様のご都合による、交換・返品時の運送料は、お客様負担となります。
ご了承の程、宜しくお願い致します。

発
送
元

お客様のご住所
お名前
電話番号

お
届
け
先

543-0021
大阪市天王寺区東高津町1-9
日武剣道具本舗 配送センター
TEL 06-6191-7146
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お支払い方法について

代金引換

1

合計金額¥10,000以上は手数料無料！
！

通信販売のお支払方法は代金引換
（現金、
クレジットカード）
銀行振込
（前払い）
・信販会社経由の分割払いになります。

●

代金引換（商品到着時現金引換）
商品をお受け取りいただく際に、商品と引き換えに配送業者（ヤマト運輸）へ商品代金を現金にて直
接お渡し下さい。

●

代金引換（商品到着時クレジットカード払い）
商品をお受け取りいただく際に、配送業者（ヤマト運輸）と専用端末で直接対面決済していただく方
法です。

全てのクレジットカードがご利用いただけます！
一括、分割、リボ払いでのお支払い方法がお選びいただけます。

第三者に個人情報が漏洩することなく、安心してお支払いいただけます。
※クレジットカード払いは、お客様とカード会社とも契約内容によりご利用できないお支払い方法が
あります。
※リボ払いと 3 回以上の分割払いについては、
カード会社から別途手数料がかかります。
※ボーナス一括払い、ボーナス併用払いはご利用いただけません。

◎商品代金
（手数料込価格）
につきましては、発送の前日か当日にご連絡いたします。その際にご都
合の良い日とご希望の荷物到着時間がございましたらお申し付け下さい。
代金引換手数料（現金、クレジット払い）は下記のようになります。
商品合計金額 ￥10,000 以上は、手数料無料 !!
￥10,000 未満は￥540 必要となります。
※ご注意 商品代金¥300,000以上の代金引換について
商品代金の合計¥300,000を超える場合はヤマト運輸（株）の契約上、
クレジットカード払いでの代金引換が出来ない為、
配送前にお電話にてクレジットカードの手続をしていただくか、佐川急便にて現金一括代金引換での取扱い、
または銀行振
込（前払い）
となります。

2

銀行振込（前払い）

ご注文後に商品代金が確定しましたら、金額と弊社指定口座（三菱東京 UFJ 銀行）
をご連絡いたします。
商品代金をお振り込みいただいた後、商品を発送させていただきます。
振込手数料はお客様負担となります。 ※商品合計金額 ¥300,000 以上は振込手数料無料。
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3

信販会社経由の分割払い

※商品代金 ¥30,000 以上で
ご利用いただけます。

信販会社経由の分割払い････
後日弊社よりご連絡と、専用の「ショッピングローン申し込み用紙」をお送りいたします。
必要事項にご記入･捺印の上、
ご返信下さい。
※事前予審によりご利用いただけない場合もあります。

☆分割払い希望と注文書の備考欄に記入し、合わせて下記各項目A･B･Cもご記入下さい。
※お申し込みが未成年者、
または学生
（専門・大学生含む）の場合は、保護者の方がご契約者となりますので、保護者欄の
項目は必ずご記入下さい。

お支払い回数、または、毎月の分割希望金額
（引き落とし開始は納品後の毎月26日）

頭金の有･無

※有の場合の希望金額

方法…均等払い、またはボーナス併用払い その場合の希望金額
※ボーナスは夏7月･冬12月のみにて指定月は合算となります。

《支払い回数と分割払い手数料》

3回… 1.59%

6回… 3.18% 10回… 5.30% 12回… 6.36%

15回… 7.95% 18回… 9.54%

20回…10.60%

24回…12.72%

30回…15.90% 36回…19.08%
※信販会社の都合により変更する場合があります。

剣道用品「取扱い上の注意」
この度は、剣道用品をお買い上げいただきましてありがとうございます。当社の剣道用品は、全剣連規格を中心に、各種安全規格に基づいて製作さ
れたものです。正しい使用方法にてご使用いただけば、本来安全なスポーツである「剣道」を十分にお楽しみいただけます。製品の使用にあたって
は、下記取扱いのご注意をよく理解していただき、ご不明な点があればどのようなことでもお買い上げ店にご相談下さい。尚、武道具の改造はしな
いで下さい。
事故の原因につながる可能性があり、非常に危険です。
安易な改造を絶対にされないようかたくお願い申し上げます。

■ 面（めん）
（用途）
剣道以外での使用はお断り致します。
剣道をする時、頭部に着用するもので、竹刀での打ち込み、突き等
から、頭部を保護する為の道具です。
〈警告〉下記事態の発生時は販売店にご持参下さい。
※面金の物見は１５ミリ以下（一番広い所）
ですが、広がると竹刀が
突入する可能性があり危険です。
※面金の縦、横の棒が曲がっている物は危険です。
（取扱い注意）販売店にご相談下さい。必要に応じてご持参下さい。
※面金の破損、頭部上部の破損時は修理が必要です。

■ 胴（どう）
（用途）
剣道以外での使用はお断り致します。
剣道をする時、胸部に着用するもので、竹刀での打ち、突き等から胸部や
腹部を保護するための道具です。
（取扱い注意）販売店にご相談下さい。必要に応じてご持参下さい。
※胴台の竹や合成胴台が破損した物は、竹や破損した胴台が皮膚に触れ、切
傷を負う可能性があり、修理が必要です。
※胸の折れや破損変形、綴じ革・胸・胴乳革（紐を縛る革）胴緑革の破損は
胴が体から外れるおそれがあり、直に竹刀で打ち、突きを受ける可能性が
あり、修理が必要です。
※竹刀以外のもので胴を叩いたり、胴の上に乗ったりして、対剣道の圧力以
外の過重をかけないで下さい。胴を破損させるおそれがあります｡

■ 甲手（こて）
（用途）剣道以外での使用はお断り致します。
剣道をする時、手に着用して竹刀を握り、打ち込み時に、腕や手首、拳を
保護するための道具です。
〈警告〉下記事態の発生時は販売店にご持参下さい。
※指部分がはみ出ている物は、突き指の可能性があります。
※甲手頭の芯材が無い物は、拳の打撲の可能性があります。
（取扱い注意）販売店にご相談下さい。必要に応じてご持参下さい。
※手の内革の破損時は、指がはみ出る恐れがあり、修理が必要です。
※革の破れは芯材の飛散、紐の破損は保護部の露出、サイズの不適合は握りが
出来ず、上記の可能性があり危険です。

■ 垂（たれ）
（用途）剣道以外での使用はお断り致します。
剣道をする時、胴の内部の腰部に着用し、竹刀での打ち、突き等から腰部や
大腿部を保護するための道具です。
（取扱い注意）販売店にご相談下さい。必要に応じてご持参下さい。
※大垂れ、小垂れが帯より外れそうな時、紐の切れそうな時、垂れと帯の止め
部分の破損時は修理が必要です。

■ 漆塗り
（天然漆塗り）
漆塗り胴、漆塗り面緑革、漆塗り皮革には、毒性、危険有毒性はありませんが、
体質によりかぶれる場合があります。
（取扱い注意）販売店にご相談下さい。必要に応じてご持参下さい。
※かゆみを感じたら、ただちに使用をおやめ下さい。
※かぶれたと感じたら、患部を植物油で拭いたあと、石鹸で良く洗浄し、医師の
診断を受けて下さい。
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