
▲ FAX 送信方向

□ セイコーマート

◆オプション品をお求めの方へ◆

※だんぼっちと換気ファン/スペーサー、床補強材、専用ハンガー+クリップ式照明セットを一緒にご注文される場合、

　 同梱可能のため送料はだんぼっちの分のみかかります。

※吸音材は発送元が異なるため 、だんぼっちと吸音材を一緒にご注文される場合は、それぞれに送料がかかります。

※専用ハンガー+クリップ式照明セットと専用吸音材は併用できません。

◆組立サービスをご希望の方へ◆

※だんぼっち本体の組立てサービスのご用意がございます。

　ご注文の場合、一般配送料（別紙参照）に8,640円（税込）が追加されます。

◆下記を確認してチェックをお願いします◆（チェックが入っていない場合、ご注文はお受けできかねます。）

□    個人情報の取り扱いに同意します。

□    FAX 注文用紙とともに届いた「だんぼっち」商品情報及び販売概要を確認しました。

お問合せ先：株式会社VIBE だんぼっちカスタマーセンター
電話番号  ０３－５４６４－３０２０
営業時間  月～金  午前１０時～午後６時  ( 土・日・祝日は受付を行っておりません。 ）

※オプション品をお求めの場合や組立サービスをご希望の場合などは、こちらにご記入ください。

通信欄

□ セブンイレブン □ ファミリーマート □ ローソン

住所

〒                      -

お支払方法はコンビニ決済 (前払い) のみとなります。お支払い先のコンビニを以下より 1 つお選びください。

商品 □   だんぼっち □   だんぼっちトール □   だんぼっちワイド □   だんぼっちグランデ

FAX送信先：03-6887-8344

F A X 注文用紙

お客様情報
フリガナ

氏名

ＦＡＸ 番号

□ ミニストップ決済店舗

住所

電話番号

〒                      -

※配送業者から配達前に事前連絡が行く場合がございますので、日中ご連絡がつきやすい電話番号をご記入ください。

お届け先情報 ( お届け先が上記住所と異なる場合は、こちらにご記入ください。 )

ＦＡＸ 番号

※配送業者から配達前に事前連絡が行く場合がございますので、日中ご連絡がつきやすい電話番号をご記入ください。

電話番号

フリガナ

氏名



▼ご注文からの商品到着までの流れ▼

　①注文用紙が届きましたら、内容をご記入いただき、FAX送信してください。

▼

　②ご指定いただいたコンビニのお支払方法を、株式会社VIBE(以下当社)より送信いたします。
　　(郵送の方は発送いたします。)

▼

　③お客様にご入金いただきます。
　　(入金いただいた時点で受注完了となります)

▼

　④当社にて、お送り頂いた注文用紙を元に発送の手配をいたします。

▼

　⑤発送予定日が決定しましたら、当社よりお客様へ日程をご連絡いたします。
　　※大型の荷物のため、配達時間帯のご指定については、下記を参照ください。

▼

　⑥メーカーからの発送が完了しましたら、当社より発送のご連絡をいたします。
　　※受注完了後、翌営業日の発送を予定しております。
　　※配送の追跡番号のご連絡はオプション品単品でのご注文時のみとなります。

【配送についてのご注意】

・配送時間帯を指定しての配送については追加料金1,080円（税込）を頂戴しております。
　午前8時-12時配送、午後12時-18時配送の2種類からお選びいただけます。
　ご希望の際にはだんぼっちカスタマーセンターまでご連絡ください。
※営業所の混雑状況によっては時間帯指定をお受けできない場合もございます。

・2018年9月1日(土)お届け分より再配達が有料となりました。
　発送のご連絡時にお届け日についてもご案内致します。
　お届け日がご都合にあわない場合、
　お届け日の2日前までにだんぼっちカスタマーセンターまでご変更をご用命くださいませ。
※お届け日の2日前を過ぎて、配送日時の変更を依頼いただいた場合、
　荷物保管料が発生する場合がございます。

ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、何卒よろしくお願いいたします。

【株式会社VIBE だんぼっちカスタマーセンター】
電話番号  ０３－５４６４－３０２０
営業時間  月～金  午前１０時～午後６時（土・日・祝日は受付を行っておりません。）



特定商取引法に基づく表記・個人情報の取扱について

● 個人情報の収集
当ショップでは商品のご購入、お問合せをされた際にお客様の個人情報を収集することがございます。
収集するにあたっては利用目的を明記の上、適法かつ公正な手段にて収集します。
当ショップで収集する個人情報は以下のとおりです。
お名前、フリガナ / ご住所 / お電話番号 / 配送先情報 / 当ショップとのお取引履歴及びその内容
上記を組み合わせることで特定の情報が識別できる情報

● 個人情報の利用
当ショップではお客様からお預かりした個人情報の利用目的は下記の通りです。
ご注文の確認、照会 / 商品発送の確認、照会 / お問合せの返信時 / 購入者様向けのサービスのご案内時

当ショップでは、下記の場合を除いてはお客様の断りなく第三者の個人情報を開示・提供することはいたしません。
Ａ ) 法令に基づく場合、及び国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の決める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合。
Ｂ ) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
Ｃ ) 当ショップを運営する会社の関連会社で個人データを交換する場合。

● 個人情報の安全管理
お客様よりお預かりした個人情報の安全管理はサービス提供会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるとと
もに、当ショップでは関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等
の危険防止に努めます。

ご入金が確認されてから翌営業日の発送を予定しております。
商品引渡し

時期

お届けした商品が初期不良、または万が一ご注文されたものと異なる場合においてのみ、
返品・交換をお受けいたします。 ( 不良品に該当する場合は当方で負担いたします。 )
商品到着後７日以内に説明書に記載されているサポート窓口までお知らせください。

■以下の場合は商品の交換および返品はお受けいたしませんので、あらかじめご了承ください。
・お客様都合での交換・返品
・到着から８日以上経過した商品
・開封された商品 ( 初期不良品を除く )

【株式会社VIBE  だんぼっちカスタマーセンター】
電話番号  ０３－５４６４－３０２０
営業時間  月～金  午前１０時～午後６時  ( 土・日・祝日は受付を行っておりません。 ）

返品・交換

個人情報保護に関する基本的考え

特定商取引法に基づく表記

販売者の名称：株式会社VIBE
住所：〒104-0032　東京都中央区八丁堀2-16-3　ICMビル6F
運営統括責任者：亀井丈嗣

販売者

コンビニ払い
(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、セイコーマート、ミニストップ)
受付番号が手元に届いてから１０日以内に、全額お支払いいただきます。
(郵送の方は、お客様より当ショップにＦＡＸを送信いただいた日から１０日以内となります。)

支払い方法及び
支払期間



※①～④のいずれも椅子や照明などは付属しておりません。予めご了承ください。

95,800円（税込） 107,800円（税込）価格
(※送料別)

30.16 kg
側面パネル（１枚当り）

重量 4.62 kg 35.52 kg
側面パネル ( 1 枚 当り )

重量 6.02 kg
組み立て時

総重量

横 104 × 奥 104 × 高 148 横 104 × 奥 104 × 高 192

・天井に換気口
・ケーブルを通す穴

・テーブル

・天井に換気口
・ケーブルを通す穴

・テーブル
付属品

内寸 (cm)

③だんぼっちワイド ④だんぼっちグランデ

横 110 × 奥 110 × 高 164 横 110 × 奥 110 × 高 209サイズ (cm)

価格
(※送料別)

組み立て時
総重量

・天井に換気口
・ケーブルを通す穴

・テーブル

②だんぼっちトール①だんぼっち

横 74 × 奥 104 × 高 148 横 74 × 奥 104 × 高 192

横 80 × 奥 110 × 高 210横 80 × 奥 110 × 高 164

・天井に換気口
・ケーブルを通す穴

・テーブル

86,800円(税込)70,200円(税込)

側面パネル ( 1 枚 当り )
重量 4.62 kg

25.54 kg 30.46 kg
側面パネル ( 1 枚 当り )

重量 6.02 kg

●だんぼっち本体

付属品

内寸 (cm)

サイズ (cm)



●オプション品

※専用ハンガー+クリップ式照明セットと専用吸音材は併用できません。予めご了承ください。

専用吸音材 床補強材

価格
(※送料別)

だんぼっち用　15,000円(税込)
だんぼっちトール用　18,700円(税込)
だんぼっちワイド用　18,700円(税込)

だんぼっちグランデ用　21,300円(税込)

だんぼっち、だんぼっちトール用　9,720円(税込)

だんぼっちワイド、だんぼっちグランデ用　10,500円(税込)

電源コード長 3m 約1.6m（ON/OFFスイッチを含む）

価格
(※送料別) 6,980円（税込） 1,390円（税込） 8,640円(税込)

商品名 換気ファンユニット
換気ファン取り付け用

スペーサー
だんぼっち専用ハンガー+

クリップ式照明セット

サイズ (cm) 横 21 × 奥 20 × 高 5 横 21 × 奥 20 × 高 5
ハンガー：幅12×高さ14.5×厚み0.06
ライト：アーム：26
ライト：クリップ：約W6×H8×D10.5



エリア だんぼっち
だんぼっち

トール

だんぼっち

ワイド

だんぼっち

グランデ
標準用吸音材

トール用吸音材/

ワイド用吸音材
グランデ用吸音材

北海道 ¥16,300 ¥18,400 ¥19,600 ¥23,300 ¥1,410 ¥1,800 ¥3,600 ¥800

青森県 ¥11,900 ¥13,300 ¥14,300 ¥16,600 ¥1,270 ¥1,660 ¥3,100 ¥700

岩手県 ¥10,500 ¥11,600 ¥12,500 ¥14,600 ¥1,270 ¥1,660 ¥3,100 ¥700

秋田県 ¥11,200 ¥12,500 ¥13,600 ¥15,700 ¥1,270 ¥1,660 ¥3,100 ¥700

宮城県 ¥9,300 ¥10,400 ¥11,300 ¥13,000 ¥1,070 ¥1,460 ¥2,900 ¥650

山形県 ¥9,300 ¥10,400 ¥11,300 ¥13,000 ¥1,070 ¥1,460 ¥2,900 ¥650

福島県 ¥8,500 ¥9,500 ¥10,400 ¥11,800 ¥920 ¥1,310 ¥2,900 ¥600

茨城県 ¥9,300 ¥10,400 ¥11,300 ¥13,000 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,200 ¥700

栃木県 ¥9,300 ¥10,400 ¥11,300 ¥13,000 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,200 ¥700

群馬県 ¥10,500 ¥11,600 ¥12,500 ¥14,600 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,200 ¥700

東京都 ¥10,900 ¥12,000 ¥12,900 ¥14,900 ¥920 ¥1,310 ¥2,200 ¥750

埼玉県 ¥10,300 ¥11,500 ¥12,400 ¥14,200 ¥920 ¥1,310 ¥2,200 ¥750

千葉県 ¥10,600 ¥11,800 ¥12,600 ¥14,600 ¥920 ¥1,310 ¥2,200 ¥750

神奈川県 ¥11,200 ¥12,300 ¥13,200 ¥15,300 ¥920 ¥1,310 ¥2,200 ¥750

山梨県 ¥10,900 ¥12,200 ¥13,100 ¥15,100 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,200 ¥750

長野県 ¥11,600 ¥13,000 ¥13,700 ¥16,200 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥750

新潟県 ¥10,500 ¥11,600 ¥12,500 ¥14,600 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥750

静岡県 ¥11,900 ¥13,300 ¥14,300 ¥16,600 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

愛知県 ¥12,500 ¥13,900 ¥15,100 ¥17,700 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

岐阜県 ¥12,500 ¥13,900 ¥15,100 ¥17,700 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

富山県 ¥11,200 ¥12,500 ¥13,600 ¥15,700 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

石川県 ¥11,600 ¥13,000 ¥13,700 ¥16,200 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

福井県 ¥12,200 ¥13,700 ¥14,700 ¥17,200 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

三重県 ¥13,200 ¥14,900 ¥15,900 ¥18,600 ¥1,020 ¥1,410 ¥2,850 ¥800

滋賀県 ¥13,200 ¥14,900 ¥15,900 ¥18,600 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

京都府 ¥13,600 ¥15,100 ¥16,300 ¥19,200 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

奈良県 ¥13,600 ¥15,100 ¥16,300 ¥19,200 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

大阪府 ¥13,900 ¥15,400 ¥16,700 ¥19,700 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

兵庫県 ¥14,300 ¥16,000 ¥17,100 ¥20,100 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

和歌山県 ¥14,900 ¥16,600 ¥17,900 ¥21,300 ¥1,270 ¥1,660 ¥2,850 ¥800

岡山県 ¥14,900 ¥16,600 ¥17,900 ¥21,300 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

広島県 ¥16,300 ¥18,400 ¥19,600 ¥23,300 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

鳥取県 ¥14,900 ¥16,600 ¥17,900 ¥21,300 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

島根県 ¥16,300 ¥18,400 ¥19,600 ¥23,300 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

山口県 ¥16,900 ¥19,000 ¥20,400 ¥24,400 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

香川県 ¥15,600 ¥17,400 ¥18,700 ¥22,400 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

徳島県 ¥14,500 ¥16,300 ¥17,600 ¥20,700 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

愛媛県 ¥16,300 ¥18,400 ¥19,600 ¥23,300 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

高知県 ¥15,600 ¥17,400 ¥18,700 ¥22,400 ¥1,320 ¥1,710 ¥3,100 ¥900

福岡県 ¥18,400 ¥20,800 ¥22,300 ¥26,500 ¥1,410 ¥1,800 ¥3,300 ¥950

佐賀県 ¥18,300 ¥20,700 ¥22,100 ¥26,400 ¥1,410 ¥1,800 ¥3,300 ¥950

長崎県 ¥19,100 ¥21,300 ¥23,000 ¥27,400 ¥1,410 ¥1,800 ¥3,300 ¥950

大分県 ¥18,300 ¥20,700 ¥22,100 ¥26,400 ¥1,410 ¥1,800 ¥3,300 ¥950

熊本県 ¥19,100 ¥21,300 ¥23,000 ¥27,400 ¥1,410 ¥1,810 ¥3,600 ¥1,000

宮崎県 ¥20,400 ¥22,800 ¥24,500 ¥29,400 ¥1,410 ¥1,810 ¥3,600 ¥1,000

鹿児島県 ¥20,400 ¥22,800 ¥24,500 ¥29,400 ¥1,410 ¥1,810 ¥3,600 ¥1,000

※すべて税込価格でございます。

※各種だんぼっち本体、換気ファン/スペーサー、床補強材、専用ハンガー+クリップ式照明セットの発送は福島県からとなります。

※吸音材の発送は東京都からとなります。

※発送元が異なるため、だんぼっちと吸音材を一緒にご注文いただいた場合も、それぞれ送料がかかります。

※換気ファン、床補強財、専用ハンガー+クリップ式照明セットをだんぼっち本体と一緒にご注文いただいた場合、

　同梱が可能ですので送料はだんぼっちの分のみかかります。

※組立サービスをご希望の際には上記の配送料に8,640円（税込）が加算されます。

※床補強財、専用ハンガー+クリップ式照明セット単品でのご注文の場合、送料をお見積もりいたします。個別にお問い合わせください。

※沖縄県、離島及び一部地域においてはインターネットでのご注文のみ受け付けております。予めご了承ください。

一般配送料　料金表

本体 各種吸音材
換気ファン/

スペーサー


