【記入例】倉庫預り商品の場合
商品(出店）掲載申請書【BVポイント付き】
申請日
必須
出店者属性
会員ＩＤ（JM会員のみ）必須

販売者名（フリガナ）
フリガナ: ジェイエム
JM 株式会社
担当者氏名（フリガナ）
フリガナ:
フルネームデキニュウ
フルネームで記入
上代（販売）価格

2018 年
1 月 1
新規 ・ 既存
販売者住所
〒110－0005

東京都台東区上野6-1-6 203号
担当者連絡先（携帯電話番号）

販売者TEL（一般回線）/FAX
（TEL）
03-○○○○-○○○○
（FAX）
03-○○○○-○○○○
Mail Addresses

卸税込： 1,000円

jmoasupport@○○○○.jp

配送方法 ： □ を ☑ で記入
☑ 倉庫へのお預け希望 （☆も記入）
□ ご自身で配送希望 （配送パターンも記入）
配送パターン（ご自身で配送希望の場合、記入必須）

下代（卸値）価格

販売税込： 2,500円

製造者名
フリガナ:

記入漏れのないよう、ご注意ください。

080-○○○○-○○○○

卸税別： 926円

お肌サラサラ化粧水

※「必須」と記載の場所は

JP 97643182

販売税別： 2,315円

商品名

日

※配送パターン表よりお選びください

☆JAN（バーコード）※倉庫へお預け希望の場合、記入必須
□ JANコード：No.
☑ JM倉庫へバーコード添付を依頼（１商品１個＠20円）
製造者住所
製造者TEL/FAX
（TEL）
〒
03-○○○○-○○○○

オーシャンユウゲンガイシャ

同上

ocean有限会社

（FAX）
03-○○○○-○○○○

現在販売方法等

商品・店舗参考URL

自社ＨＰにて販売

jmoasupport@jmoceanavenue.jp

配送方法
（分類）カテゴリ
※ BV

通常 ・ 冷蔵 ・ 冷凍
スキンケア
※JM本社記入欄

BV
商品PR（特徴･特許等）Web掲載用
※こちらの情報がそのまま商品ページに掲載されますので、必ず下記に必要情報をご記入ください
※古物商、金融商品、薬機法等法令により規制されている商品・内容ではないか申請前に今一度お確かめください

内容量：２００ml ×１本
使用方法：適量をコットンに取り、お肌に優しくパッティング
手指やボディにも使えます。
主な内容成分：水、グリセリン、セラミド、グリセリン、アラニ
ン、グリシン、加水分解ヒアルロン酸、フェノキシエタノー
ル、キサンタンガム、
原産国
: 日本

使用上の注意：傷やはれもの・湿疹など、お肌に異常のあるときはお使いになら
ないでください。 また、使用中、赤み・はれ・かゆみ・刺激などの異常があらわれ
た場合は、使用を中止し、皮膚科専門医へご相談ください。
ビタミンやミネラルなどの成分が豊富に含まれており、メラニンの生成をおさえ、
シミ・ソバカスを防ぎます。しっとりとしたやさしい使い心地なのに使用後はお肌
サラサラ！でもうるおいが長時間持続します！！

★必ずご確認の上、下記内容を弊社へ依頼する場合は希望の□に☑を入れてください
☑ 商品（出店）掲載ページの作成を依頼します（有料。5,400円（税込）／1商品あたり）
□ バーコードの作成・貼付を依頼します（有料。22円（税込）／１個あたり）（注意をご確認ください）
□ 出店用商品の写真撮影（３ポーズまで）を依頼します
注意：バーコード又はJANコードの無い商品を倉庫に納品された場合、出店者様の了承を得る事なく、弊社で採番し、
販売報告又は請求書にて請求させていただきます

紹介者の有無

条

１
２
３
４

紹介者氏名

紹介者Ｉ Ｄ

紹介者電話番号

件

委託販売にて、お取り扱いさせて頂きます。
商品画像・申請書を必ず一緒に、メールに添付にてお送りください。
商品ＰＲに各法令に抵触する恐れのある文言がある場合、掲載までにお時間が掛かってしまいますので、よくご確認ください。
情報不備の場合は申請をお受けいたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〒110－0005
東京都台東区上野6-1-6 203号
ＴＥＬ ０３－５８４６－８９１８ FAXでの申請は受け付けておりません。
JM Ocean Avenue Japan株式会社

Ver.1.2

【記入例】直送商品の場合
商品(出店）掲載申請書【BVポイント付き】
申請日
必須
出店者属性
会員ＩＤ（JM会員のみ）必須

販売者名（フリガナ）
フリガナ: ジェイエム
JM 株式会社
担当者氏名（フリガナ）
フリガナ:
フルネームデキニュウ
フルネームで記入
上代（販売）価格

2018 年
1 月 1
新規 ・ 既存

販売者TEL（一般回線）/FAX
（TEL）
03-○○○○-○○○○
（FAX）
03-○○○○-○○○○
Mail Addresses

〒110－0005
東京都台東区上野6-1-6 203号
担当者連絡先（携帯電話番号）
080-○○○○-○○○○

卸税込： 1,200円

jmoasupport@○○○○.jp

配送方法 ： □ を ☑ で記入
□ 倉庫へのお預け希望 （☆も記入）
☑ ご自身で配送希望 （配送パターンも記入）
配送パターン（ご自身で配送希望の場合、記入必須）

下代（卸値）価格

販売税込： 4,000円

製造者名
フリガナ:

記入漏れのないよう、ご注意ください。

販売者住所

卸税別： 1,111円

パティシエのこだわりロールケーキ（２本）

※「必須」と記載の場所は

JP 97643182

販売税別： 3,704円

商品名

日

パターン１

※配送パターン表よりお選びください

☆JAN（バーコード）＊倉庫へお預け希望の場合、記入必須
□ JANコード：No.
□ JM倉庫へバーコード添付を依頼（１商品１個＠20円）
製造者住所
製造者TEL/FAX
（TEL）
〒
03-○○○○-○○○○

オーシャンカフェ

同上

oceanカフェ

（FAX）
03-○○○○-○○○○

現在販売方法等

商品・店舗参考URL

ホットペッパーに掲載

https://www.hotpepper.jp/○○○○

配送方法
（分類）カテゴリ
※ BV

通常 ・ 冷蔵 ・ 冷凍
スイーツ

※JM本社記入欄
BV
商品PR（特徴･特許等）Web掲載用
※こちらの情報がそのまま商品ページに掲載されますので、必ず下記に必要情報をご記入ください
※古物商、金融商品、薬機法等法令により規制されている商品・内容ではないか申請前に今一度お確かめください

パティシエのこだわりロールケーキ（２本）
内容量：(長さ約18cm×横幅約10cm×高さ約8cm)×２本グ
原材料：卵、生クリーム、イチゴピューレ、ピスタチオ、クル
ミ、グラニュー糖、薄力粉、牛乳、バター、ゼラチン
賞味期限：商品発送後、冷蔵保存４日以内、冷凍保存７日
以内

オーナーパティシエこだわりのロールケーキ。
材料選びからとことんこだわりました。
普段は東京上野の店舗でしか購入することのできない贅沢な仕上がりのロール
ケーキ！！
より多くのお客様に贅沢なひと時を過ごしていただきたく、直送販売を開始いたし
ました。

★必ずご確認の上、下記内容を弊社へ依頼する場合は希望の□に☑を入れてください
☑ 商品（出店）掲載ページの作成を依頼します（有料。5,400円（税込）／1商品あたり）
□ バーコードの作成・貼付を依頼します（有料。22円（税込）／１個あたり）（注意をご確認ください）
□ 出店用商品の写真撮影（３ポーズまで）を依頼します
注意：バーコード又はJANコードの無い商品を倉庫に納品された場合、出店者様の了承を得る事なく、弊社で採番し、
販売報告又は請求書にて請求させていただきます

紹介者の有無

条

１
２
３
４

紹介者氏名

紹介者Ｉ Ｄ

紹介者電話番号

件

委託販売にて、お取り扱いさせて頂きます。
商品画像・申請書を必ず一緒に、メールに添付にてお送りください。
商品ＰＲに各法令に抵触する恐れのある文言がある場合、掲載までにお時間が掛かってしまいますので、よくご確認ください。
情報不備の場合は申請をお受けいたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〒110－0005
東京都台東区上野6-1-6 203号
ＴＥＬ ０３－５８４６－８９１８ FAXでの申請は受け付けておりません。
JM Ocean Avenue Japan株式会社

Ver.1.2

【記入例】チケット商品の場合
商品(出店）掲載申請書【BVポイント付き】
申請日
必須
出店者属性
会員ＩＤ（JM会員のみ）必須

販売者名（フリガナ）
フリガナ: ジェイエム
JM 株式会社
担当者氏名（フリガナ）
フリガナ:
フルネームデキニュウ
フルネームで記入
上代（販売）価格

2018 年
1 月 1
新規 ・ 既存

販売者TEL（一般回線）/FAX
（TEL）
03-○○○○-○○○○
（FAX）
03-○○○○-○○○○
Mail Addresses

〒110－0005
東京都台東区上野6-1-6 203号
担当者連絡先（携帯電話番号）
080-○○○○-○○○○

卸税込： 4,000円

jmoasupport@○○○○.jp

配送方法 ： □ を ☑ で記入
□ 倉庫へのお預け希望 （☆も記入）
☑ ご自身で配送希望 （配送パターンも記入）
配送パターン（ご自身で配送希望の場合、記入必須）

下代（卸値）価格

販売税込： 11,000円

製造者名
フリガナ:

記入漏れのないよう、ご注意ください。

販売者住所

卸税別： 3,704円

全身リンパマッサージ（100分）

※「必須」と記載の場所は

JP 97643182

販売税別： 10,185円

商品名

日

パターン53

※配送パターン表よりお選びください

☆JAN（バーコード）＊倉庫へお預け希望の場合、記入必須
□ JANコード：No.
□ JM倉庫へバーコード添付を依頼（１商品１個＠20円）
製造者住所
製造者TEL/FAX
（TEL）
〒
03-○○○○-○○○○

オーシャンサロン

同上

oceanサロン

（FAX）
03-○○○○-○○○○

現在販売方法等

商品・店舗参考URL

ホットペッパーに掲載

https://beauty.hotpepper.jp/○○○○

配送方法
（分類）カテゴリ
※ BV

通常 ・ 冷蔵 ・ 冷凍
マッサージ

※JM本社記入欄
BV
商品PR（特徴･特許等）Web掲載用
※こちらの情報がそのまま商品ページに掲載されますので、必ず下記に必要情報をご記入ください
※古物商、金融商品、薬機法等法令により規制されている商品・内容ではないか申請前に今一度お確かめください

＜全身リンパマッサージ＞
＜購入後の流れ＞ チケットご購入→
弊社より、お客様に住所、電話番号、ご予約電話番号を記
全身のリンパ節の詰まりを取り、首から下の全身のリンパを流して行きます！
載したチケットを送付致します。
チケットがお手元に届きましたら、お電話にてご予約ください。
全身のリンパはつながっているため、施術が終わった翌日まで体がポカポカして
いたり、様々な作用があります。
住所：東京都台東区上野6-1-6 203号
施術時間：100分
営業時間：10:00～19:00(要予約） 定休日：毎週水曜日

★必ずご確認の上、下記内容を弊社へ依頼する場合は希望の□に☑を入れてください
☑ 商品（出店）掲載ページの作成を依頼します（有料。5,400円（税込）／1商品あたり）
□ バーコードの作成・貼付を依頼します（有料。22円（税込）／１個あたり）（注意をご確認ください）
□ 出店用商品の写真撮影（３ポーズまで）を依頼します
注意：バーコード又はJANコードの無い商品を倉庫に納品された場合、出店者様の了承を得る事なく、弊社で採番し、
販売報告又は請求書にて請求させていただきます

紹介者の有無

条

１
２
３
４

紹介者氏名

紹介者Ｉ Ｄ

紹介者電話番号

件

委託販売にて、お取り扱いさせて頂きます。
商品画像・申請書を必ず一緒に、メールに添付にてお送りください。
商品ＰＲに各法令に抵触する恐れのある文言がある場合、掲載までにお時間が掛かってしまいますので、よくご確認ください。
情報不備の場合は申請をお受けいたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〒110－0005
東京都台東区上野6-1-6 203号
ＴＥＬ ０３－５８４６－８９１８ FAXでの申請は受け付けておりません。
JM Ocean Avenue Japan株式会社

Ver.1.2

