
第３世界ショップ入会申込書 ご記入日 年 月 日 

会社名/店名 代表者名 

業種 従業員数 開業年月日 

住所 〒 代表者ご自宅ＴＥＬ・携帯 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

メールアドレス ホームページ・SNS

発注ご担当者 営業時間 定休日 

商品お届け先(上記と異なる場合のみお書きください。)  

住所 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

第３世界ショップでは皆様のお声をより一層サービスに反映させたいと考えております。 

お手数ですが、以下の項目のご回答をお願いいたします。 

 友人・知人より 

  ) 

■第３世界ショップをお知りになったきっかけは何ですか？（）内に具体的にお書きください。

オンラインで検索     お店 (                     )        生協 (                  )    イベント出店 (  )

第３世界ショップ公式インスタグラム    その他SNS (                                )    雑誌・広告 (

その他 (   ) 

■お店の形態

食品販売 食品＆雑貨販売   雑貨販売 飲食   その他 (  ) 

■販売方法

店頭のみ 店頭＆オンライン オンラインのみ  移動販売 イベント出店   その他 (  ) 

■使用目的

物販   材料    両方 

■第３世界ショップの商品の中で、取り扱いを検討しているもの、興味のあるものは何ですか？

食品 (    カレーの壺     フェアトレードチョコレート     Artisanシリーズ   ドライフルーツ・ナッツ

フェアトレードコーヒー・紅茶   業務用食品 ）

雑貨 (  山羊革製品   ミラー刺繍製品   アルパカニット   フェアトレード雑貨全般  )

OEM    その他 ( ) 

■興味のある分野・テーマを教えてください。

オーガニックな食  フェアトレード  コミュニティトレード  オーガニックな衣類・雑貨    環境  教育  福祉

女性の自立  リサイクル  食  音楽・文化  アジア  農業     その他  ( ) 

■仕入れの際に一番重要視しているのは何ですか？( )内にご自由にお書きください。

( ) 

■第３世界ショップで新たに取り扱ってほしい商品や、探している商品がございましたら

ご記入ください。

■世界の国々で特に興味がある国・地域はどこ

ですか。

■お店の他に行われている活動がございましたら、ご記入ください。(例・子育て支援活動)

(   ) 

■卸販売専用サイトの会員登録がお済でない場合は、

ご登録をおねがいします。「dai3 卸」で検索下さい。

＊【代表者の身分証明書（運転免許所等）】もしくは 

【法人の登記事項証明の写し】を一緒にご返送ください。 

＊お客様の個人情報はカタログ送付や商品発送、ご連絡などの弊

社営業活動に限って使用します。お客様の個人  情報は厳重に

管理し外部に提供することはございません。 

 弊社使用欄 

登録日   年 月  日 

得意先コード 

TOP M DB マスタ

入力 

確認 
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