
卸売会員申込について 

 

 

早速、関連資料をご覧いただきありがとうございました。 

ご検討の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■卸売会員様の Web Shop ご利用について                        2020/09/01 

弊社 Web Shop にて新規ご登録後、弊社へお電話またはメールで登録完了の旨をお知らせください。 

こちらで確認後、割引会員様の設定を行い、設完了後メールにてお知らせいたします。 

弊社営業時間中は約 30 分で設定が完了いたします。その他（休日、夜間等）の場合は翌営業日に設定とな

ります。2 回目以降は発行された ID とパスワードで何時でもご利用いただけます。 

【注意】 商品発送先は原則ご登録先のみとなります。（ご自身の自宅、お店、教室への発送は可能です。） 

■納期 

発送は、受付後 3 営業日以内の発送となります。ただし欠品等で発送が遅くなる場合はご連絡致します。  

弊社の発送業務がお休みの場合は、翌営業日から 3 営業日以内となります 

欠品等のお知らせのためにご連絡先をご記入いただきたく、宜しくお願い致します。 

（携帯メール／FAX 番号／PC メール／電話番号など） 

 

■運送日数の目安 

（最短の日数）在庫状況により遅くなる場合があります。 

関東・関西・中部・北陸地方等は発送日の翌日の午前中着 

その他東北・山口・四国は発送日の翌日の夜着 

北海道・九州は発送日の翌々日（一部例外があります。） 

沖縄および離島は 3～7 日（気候により変動） 

注 1）弊社の発送業務や運送業者がお休みのは合いは、翌営業日からの日数となります。 

注 2）沖縄など空輸の地区で、精油など可燃物の輸送の場合は陸送船便となり 1 週間前後必要 

 

■宅配業者 

宅配業者は ヤマト運輸 ゆうパック の２社からお選びいただけます。 

ヤマト運輸（代金引換宅配便の場合）・・・現金またはお荷物受取時にカード決済が可能です。 

ゆうパック（代金引換宅配便の場合）・・・お荷物お受取時に現金でお支払ください。 

 

有限会社アクアヴィーテ 
〒920-0018石川県金沢市三口町火 79番地 
TEL:076-259-0693  FAX:076-259-0699 
shop@a-aquavitae.com 
http://www.a-aquavitae.com/ 



  http://www.a-aquavitae.com/ 

初回のみ代引きでお願い致します。 

卸売会員様専用用紙 

ご登録電話番号 ＊市外局番からご記入してださい。 

 

ご注文日 

      年   月   日 

ご登録名（会社名、店舗名、施設名、個人名など） 

 

ご担当者名 

 

〒 

発送先 or 登録内容変更、初回購入の場合にご記入ください。（  今回発送先    登録内容変更） 

 〒   － 

住 所 

お名前（フリカナ） 

電話番号 

配送希望   曜日・時間                     ご指定日 

お支払い方法       ご意見・ご要望 

□ ゆうちょ銀行 
□ 銀行振込 

□ 代金引換     初回ご購入時は代金引換でお願い致します。 
 

太
枠
内
の
み
お
書
き
く
だ
さ
い

 

受付日 

 

お得意様 No. 

 

受注伝票 No. 

 

備 考 

 

メーカー 商 品 名 数量 単価 

注）在庫状況、交通事情等により、ご希望の日時に添えない場合もありますのでご了承願います。 

  送料は沖縄と離島 1,900 円～ その他の地域 790 円～（ご購入金額 下代 18,000 円以上で送料無

弊社 WebShop をご利用の場合はポイントがご利用いただけます、 
また、WebShop で下代 10,000 円以上お買い上げの場合送料無料となります。 
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有限会社アクアヴィーテ 

〒920-0018 石川県金沢市三口町火 79 番地 

TEL:076-259-0693 FAX:076-259-0699 

 

-有)アクアヴィーテ 卸売会員制度の規約 
 
■対象となる方  アロマテラピー関連のショップ、サロン、教室、治療院などを事業として運営し、継続的に営

業されている法人様（ご勤務先）および個人事業主様。 
会社案内、店舗案内、ホームページなどで事業内容の確認ができる方。 

■登録方法    商品の初回ご注文時にご登録手続きをお願い致します。（登録のみの受付けはできません） 
所定の登録申込み用紙にご記入の上、商品ご注文書と一緒にご返送下さい。（ファックス可） 
当社にて登録後、商品発送が可能となります。 
初回ご注文につきましては、ご入金確認後または代引での発送となり、お届け迄お時間がかか

る場合がございますのでご了承願います。（代引きで商品お受取時のカード決済は可能です） 

■最小発注量   初回のみ商品上代（小売価格）税込合計★¥50,000-現在免除以上でお願い致します。 
★【マザーズオフィススクール卒業生及び在校生-スクール会員様)AEAJ 会員様の場合は免除、その他ご相談】 

２回目以降はご注文の数量 や金額に制限は有りません。 

■お支払い期日  商品到着後 8 日以内（郵便振替／銀行振込）その他ご相談 
初回のみ、前払いまたは代金引換のみの受付とさせて頂きますのでご了承下さい。 

■掛 率     別紙にてご案内致します。（全 9 段階 A～D） 

■送 料      ご注文毎の商品下代（税込） 合計¥18,000 以上で無料  
         Webshoop からのご注文の場合は下代¥10,000 以上で無料 

■対象商品    通信販売カタログおよび弊社 WebShop より商品をお選び下さい。 
（精油、植物油、その他基材、ハーブティー、化粧品、雑貨） 

■ご利用方法   商品注文書にご記入の上、FAX または郵便にて-有)アクアヴィーテまでお送り下さい。 
☆弊社オンラインショップ http://www.a-aquavitae.com/ で卸売のご注文が可能です。 
その場合は、お客様 ID とパスワードで卸売会員様専用ページからご購入下さい。 
卸売会員様専用ページの商品詳細画面では卸売価格で表示されます 

卸売会員様専用ページからご購入の場合は合計画面で卸売価格表示されますのでカード決済

が可能です。WebShop ご利用の場合はポイントがご利用いただけますので大変お得です。 
☆お電話でのご注文受付は行っておりません。FAX または Web でご注文願います。 

■お支払い方法  下記の中からお選びいただき、商品注文書の所定の欄に㋹印をして下さい。 
郵便振替：00150-9-192716 有限会社アクアヴィーテ  （振込手数料は無料です。） 
銀行振込：三菱東京 UFJ 銀行/中野駅前支店  普通 1935902 有限会社アクアヴィーテ 
通常は商品お受け取り後 8 日以内にお支払い下さい。（振込手数料のご負担をお願い致します。） 
代金引換：商品のお受け取り時にカード決済または現金にてお支払い下さい。 

■その他     ＊毎年年間お取引き金額-お支払い総額)に基づき、別紙掛率を適用させていただきます。 
お取引量が大幅に伸びる場合は年度中でも掛け率の見直しを致します、お問合せください。 

＊1 年間お取引のなかった場合および、年間お取引高（お支払総額）が少ない場合は 、再度初

回条件または新規お取引とさせていただく場合がございます。 

＊-有)アクアヴィーテにご注文頂いた場合にのみ当条件を適用させていただきます。 
当社関連施設（アロマテラピーの学校、松が丘治療室、アロマスフィア）での商品のご受注

や受け渡しなどの お取り扱いは致しかねますので予めご了承願います。 

■出荷日         平日（月〜金曜日午前）が出荷可能日となります。 
北海道・九州および一部離島地域はお届けまでの所要日数 2 日以上となりますので予めご了承

願います。その他の地域はほぼ 2 日以内の配送区域となります。（沖縄等は 1 週間前後） 
土・日・祝日は当社定休日のため、出荷業務がございません。 
金曜日および祝日前日の午後以降のご注文は最短で翌営業日の発送となりますのでご注意願

います。 

その他     ¥740～（税込）

沖縄/離島 ¥1,400～（税込） 

（代引手数料は無料です） 

 

2020/09/29 



〒920-0018 石川県金沢市三口町火 79 番地 

TEL:076-259-0693 FAX:076-259-0699 

お取引条件のご案内 2020/09/01～ 

”割引率ランク表” 
（お取引高には送料・消費税は含みません。） 

初回ご購入条件および年間ご購入条件 

ご相談の上決定 
30 万円

以上 
5 万円

以上 
  

区分（ランク）→ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ SC 

精油 

アロマスフィア精油   65% 75% 

90％ 

フロリハナ精油（一部お取り寄せ）   85% 85% 
フレーバーライフ社-検定精油セット 1,2)   85％ 85％ 

特選品 その他精油および植物油等   80% 90% 

アロマ 
テラピー 

基材 

アクアヴィーテオリジナル基材 
（アロマスフィアベースオイル/ジェルベース/ミ

ツロウ/モンモリロナイト/ヒマラヤクリスタルソ

ルト）  

  65% 70% 

フロリハナ ベースオイル   85% 85% 
フロリハナ フローラルウォーター   85% 85% 

関連用品 
保存/計量用品 
-遮光ビン/プラスチックケース/ビーカー等)   75% 80% 

ハーブティー 
サプリメント 

食品 

アロマスフィアハーブティー   65% 70% 
エポグラン   75% 80% 

インカ天日塩     70% 80% 

食品類   70% 80% 

   
  

   

その他 雑貨各種（アロマアクセサリー等）   80% 80% 

コスメティクス 

資生堂        

2020/09/01 より 

   
95% 

 
95% 

 
95％ 

書 籍 日本アロマ環境協会 検定テキストのみ   85% 90% 90％ 

上記に記載されていない商品に関しましては、お問合せください。 

毎年３月頃に次年度の割引ランク更新の調整をさせていただきます。 

               WebShop ご利用の場合はポイントもご利用いただけます。 
1. 初回掛率について 

下代（小売価格） 5 万円以上 30 万円未満-年間)のお取引の場合  上表 D の掛率 
下代（小売価格）30 万円以上の場合はご相談の上決定させていただきます。 A〜C の掛率  
 

2. 発注ロット       
各商品ごとの発注単位数は設けておりません。各 1 個より対応致します。 

       
3. 送料       

ご注文毎の商品下代（税込） 合計¥18,000 以上で無料  
Webshoop からのご注文の場合は下代¥10,000 以上で無料  

       海外発送は致しておりません。 
9. 継続       

年間売上総額によって決定します。（通常は自動継続） →→→ 
 
 

 
 

その他     ¥740～（税込）

沖縄/離島 ¥1,400～（税込） 

【年間総売上】 
A: ご相談の上継続 
B: ご相談の上継続 
C: 30 万円以上の売上で継続 
D: 10 万円以上の売上で継続 

注）特別入会-初回購入条件なし)でご入会された場合は Ｄランク

からのスタートとなり、ご購入状況により左記条件で移行とな

ります。 



有限会社アクアヴィーテ 行 
卸売会員 申込書 （法人様用） 

会員規約（別紙）にご同意の上申込み致します。             記入日    年  月  日 

会社名/フリガナ    （お申込者） 代表者名/フリガナ 代表者印 

  

 
  

所在地/フリガナ    （お申込者） 

フリガナ 

〒   － 
 

TEL: FAX: 

商品納入先住所（上記と異なる場合のみ記入して下さい） 

フリガナ 

〒   － 
 

会社・店舗名/ フリガナ 請求先と納品先が異なる場合にご記入ください 

フリガナ 請求書の宛先名 請求書の送付希望先 

 

TEL: FAX: 

ご担当者名： 
携帯電話（任意） 

E-mail： 

HP：  http:// 

定休日： 営業時間： 

事業内容 

設立年月日 主要取扱品目（項目） 従業員数 

 
            

名 

ご担当者様がマザーズオフィスグループ スクール会員に該当する方は在籍/卒業クラスの年度、クラス名をお書き下さい 

マザーズオフィス アロマテラピーの学校（卒業生／在校生）     年   月度／クラス名              

-社)日本アロマ環境協会の会員様       AEAJ 会員番号                             

 

弊社使用欄 

登録番号 登録年月日 
 
      年  月  日 

担当 

 

有限会社 アクアヴィーテ 

〒920-0018 石川県金沢市三口町火 79 番地 

TEL:076-259-0693  FAX:076-259-0699 

ご注文時に欠品等のご連絡が出来ますように、携帯メール等をご記入いただければ幸いです。 

お店、教室、実家等以外のご本人様以外のご住所へは直送出来ませんのでご了承願います。 



有限会社アクアヴィーテ 行 
卸売会員 申込書 （個人用） 

会員規約（別紙）に同意の上申込み致します。 

記入日     年  月  日 

店鋪・教室名/フリガナ 代表者名/フリガナ 代表者印 

  

 
  

所在地/フリガナ 

フリガナ 

〒   － 
 

TEL： FAX： 

携帯電話（任意）： 
ご担当者名： 

E-mail： 

HP：  http:// 

定休日： 営業時間： 従業員数    名 

業態：   スクール運営・講師 / サロン / 治療院 / 店鋪販売 / その他（     ） 

請求先と納品先が異なる場合にご記入ください  

請求書の宛先名 請求書の送付希望先 （店舗 / 教室 / 自宅） 

〒   － 

設立年月 

 
      年   月 

代表者自宅住所（上記の教室/店鋪と異なる場合のみ記入して下さい） 

フリガナ 

〒   － 

 

TEL： FAX： 

PC メール 携帯メール 

事業歴 / 講師経歴 / 活動状況などご記入下さい。 

マザーズオフィスグループ スクール会員に該当する方は在籍/卒業クラスの年度、クラス名をお書き下さい 

マザーズオフィス アロマテラピーの学校（卒業生／在校生）     年   月度／クラス名              

-社)日本アロマ環境協会の会員様       AEAJ 会員番号                             

 

弊社使用欄 

登録番号 登録年月日 
 
      年  月  日 

担当 

 

有限会社 アクアヴィーテ 

〒920-0018石川県金沢市三口町火 79番地 

TEL:076-259-0693  FAX:076-259-0699 

ご注文時に欠品等のご連絡が出来ますように、携帯メール等をご記入いただければ幸いです。 

教室や実家等以外のご本人様以外のご住所へは直送出来ませんのでご了承願います。 


