
2022年7月吉日

タメットCLUB事務局

平素はバリューパックをご利用頂きありがとうございます。日用品発注書のFax配信は廃止となり、

こだわり市ホームページ内の ⇒日用品発注書ダウンロードボタンからダウンロード頂く運用に

変更となりました。お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

変更前 変更後

日用品発注Fax送付状 あり 廃止

制作物（DM・ポスター）

の受注方法

日用品バリューパック

Fax送付状に記載

別途、【注文書】添付

※タメットCLUB 加盟店ログイン後、
TOPメニュー【注文書等ダウンロード】

日用品発注書の枚数 ３枚 2枚

発注スケジュール表 あり Vol.8のみお盆スケジュールあり

希望納品日

交換会開催日の

２日前営業日を弊社が指定

例）土・日開催の場合、
木曜日納品

発注日から

（土日を含まない）

8日営業日後を店舗様が記入

例）4/28発注の場合、
5/16納品

発注品に関して
過去の発注書に

掲載品も発注可

当月注文書の記載品のみ発注可

（カスタマイズ不可）

※但し、Fax配信が月末の為、
月初の納期希望の場合は前月号の
発注書にて承ります。

受付完了のRefax あり
廃止

※Faxが届いているか等の
確認はお電話ください。

Fax受信確認メール なし
新設

【希望・不要】に〇をしてください。
手配処理後に完了メールを致します。

最新号の発注書 月末にFax配信
月末にこだわり市

ホームページをリンク更新

発注書のFax先

発注に関する問合せ先
DMM.com（タメットCLUB事務局）

TEL：045-640-4904（平日10時~17時） 担当：中村

　　　交換会バリューパック

日用品発注書 2022年Vol.8 のお知らせ

変わらない点

FAX：03-6368-6694



2022年7月吉日

タメットCLUB事務局

Fax発注締切日 日用品納品日

7/29(金)～8/1(月) 8/12(金)～

8/2(火) 8/15(月)～

8/3(水) 8/16(火)～

8/4(木) 8/17(水)～

8/5(金) 8/18(木)～

8/6(土)～8/8(月) 8/19(金)～

8/9(火) 8/22(月)～

※ 8/10(水)～8/15(月)
2022/8/25～

※ 通常よりお時間かかります。

平素はバリューパックをご利用頂きありがとうございます。

お盆期間は通常よりお時間かかります。下記スケジュールをご確認のうえ、

ご発注頂けます様、お願い申し上げます。

日用品 お盆期間 発注スケジュール



店舗担当者

※太枠内に店舗情報をご記入ください

店舗名 店舗TEL

店舗住所  〒
Fax受信

確認メール

商品コード 本体価格 個数 備考

at0376 317 個

at0346 276 個

at0505 390 個

at0488 746 ｾｯﾄ ¥410/個

at0324 300 個

at0498 299 個

at0514 350 個

at0348 300 個

at0377 350 個

at0428 306 個

at0499 362 個

at0233 276 個
1回の発注で

５点まで

at0248 459 ｾｯﾄ ¥168/個

at0489 255 個

at0490 255 個

at0474 4,635 ｹｰｽ ¥212/個

at0492 3,271 ｹｰｽ ¥150/個

at0493 3,271 ｹｰｽ ¥150/個

at0477 4,635 ｹｰｽ ¥212/個

at0506 4,999 ｹｰｽ ¥229/個

at0480 851 ｾｯﾄ ¥156/個

ak2362 945 ｾｯﾄ ¥170/個

ak1200 612 ｾｯﾄ ¥110/個

ak2348 568 ｾｯﾄ ¥307/個

ak2346 416 ｾｯﾄ ¥225/個

ak2347 800 ｾｯﾄ ¥288/個

ak2344 1,267 ｹｰｽ ¥228/個

ak2267 1,378 ｹｰｽ ¥248/個

ak2360 323 個

ak2361 216 個

ak2359 250 個

ak2268 328 ｾｯﾄ ¥118/個

　

 ct9001　送料 \550 （税込）

【ケース】コカ・コーラ１．５Ｌ×６本 ¥1,488

ジョージアカフェボトルコーヒー無糖９５０ｍｌ×３本 ¥354

キッコーマンしぼりたて生しょうゆ４５０ｍｌ×３本セット ¥864

【ケース】伊藤園　おーいお茶濃い茶２Ｌ×６本 ¥1,368

パールエース　上白糖１ｋｇ×２袋 ¥613

キユーピー　マヨネーズ２００ｇ×２本セット ¥449

オリヒロ　ぷるんと蒟蒻ゼリーパウチタイプ　グレープ味×６袋 ¥660

森永製菓　ｉｎゼリー栄養補助エネルギーレモン　ゼリー×６個 ¥1,020

【ケース】プレミアムモルツ３５０ｍｌ×２４本　 ¥5,498

キリン氷結シチリア産レモン３５０ｍｌ×６本　 ¥936

【ケース】キリン一番搾り３５０ｍｌ×２４本　 ¥5,098

【ケース】キリンのどごし生３５０ｍｌ×２４本 ¥3,598

【ケース】クリアアサヒ３５０ｍｌ×２４本 ¥3,598

除菌ジョイコンパクト緑茶の香り詰替４００ｍｌ（単品：３回分） ¥280

【ケース】アサヒスーパードライ３５０ｍｌ×２４本 ¥5,098

除菌ジョイコンパクト本体×３個セット ¥504

除菌ジョイコンパクトレモンの香り詰替４００ｍｌ（単品：３回分） ¥280

キレイキレイ　薬用泡ハンドソープシトラスフルーティーの香り本体 ¥303

アタック　高活性バイオＥＸ　本体　９００ｇ（粉末洗剤） ¥398

トップ　スーパーＮＡＮＯＸ抗菌ニオイ専用本体（液体洗濯洗剤） ¥385

花王　ニュービーズ　大サイズ　８００ｇ　（粉末洗剤） ¥336

ライオン　ソフランプレミアム消臭ホワイトハーブ柔軟剤本体５５０ｍｌ ¥330

ファブリーズ　布用　ダブル除菌本体×２個セット ¥820

バスマジックリン　泡立ちＳＵＰＥＲＣＬＥＡＮグリーンハーブ本体 ¥330

花王フレアフレグランス　リッチフローラル柔軟剤本体５４０ｍｌ ¥385

【水出し可】伊藤園　健康ブレンドむぎ茶ティーバッグ（２０バッグ入） ¥270

ヤマキ　めんつゆ５００ｍｌ ¥233

揖保乃糸　手延素麺　上級品　３００ｇ ¥348

ジップロック　イージージッパーＭ（１２枚入） ¥348

発注日：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

希望　・　不要

スクラビングバブルトイレスタンプクリアジャスミンの香り本体 ¥303

トイレマジックリンスプレー　消臭ストロング本体 ¥429

商品名 税込価格 交換P

花王ワイドハイターＥＸパワー衣料用漂白剤　本体　６００ｍｌ ¥328

タメットCLUB事務局

【発注先】

FAX：03-6368-6694
TEL：045-640-4904 （平日10時～17時）

日用品発注書 ①
2022年

Vol. 8

・「Fax送付状」は廃止となりました為、制作物（DM、ポスターは別途、注文書にてご注文ください。

・希望納品日は店舗様で予めご記入の上、Faxお願い致します。なお、納品希望日はご発注日から

(土日を含まない)８日営業日以降から納品可となりますが、お盆スケジュールがございますので別紙、ご確認ください。

・最新の発注書はこだわり市HPからDLください。なお、月初の希望納期に間に合わない場合は

前月の発注書にて承ります。

・発注後のキャンセル、数量変更がタイミングにより、対応不可な場合がございますで、予めご了承ください。

【発注に関する重要なご案内】

・「Fax送付状」は廃止となりました為、制作物（DM、ポスターは別途、注文書にてご注文ください。



店舗担当者

※太枠内に店舗情報をご記入ください

店舗名 店舗TEL

店舗住所  〒
Fax受信

確認メール

商品コード 本体価格 個数 備考

at0509 2,355 ｾｯﾄ ¥324/個

at0501 3,346 ｹｰｽ ¥460/個

at0510 480 個

at0511 480 個

at0512 719 ｾｯﾄ ¥395/個

at0497 346 個

at0472 782 ｾｯﾄ ¥430/個

at0482 782 ｾｯﾄ ¥430/個

at0456 782 ｾｯﾄ ¥430/個

at0457 782 ｾｯﾄ ¥430/個

at0513 362 ｾｯﾄ ¥133/個

at0504 431 ｾｯﾄ ¥158/個

at0508 912 ｾｯﾄ ¥334/個

at0315 542 ｾｯﾄ ¥298/個

at0323 300 個

ak2350 556 ｾｯﾄ ¥200/個

ak2351 556 ｾｯﾄ ¥200/個

ak2352 556 ｾｯﾄ ¥200/個

ak2353 403 ｾｯﾄ ¥145/個

ak2354 389 ｾｯﾄ ¥140/個

ak2355 570 ｾｯﾄ ¥205/個

ak2356 570 ｾｯﾄ ¥205/個

ak2101 499 ｾｯﾄ ¥179/個

ak2357 436 ｾｯﾄ ¥94/個

ak2358 436 ｾｯﾄ ¥94/個

ak2342 547 ｾｯﾄ ¥118/個

ak2349 184 個

ak2343 667 ｾｯﾄ ¥144/個

ak2345 857 ｾｯﾄ ¥93/個

ak2120 323 個

ak088 420 個

　

サンポー食品　焼豚ラーメン黒　熊本とんこつ×３個セット ¥538

【ケース】ロハコトイレットロール２倍巻ダブル６ロール×８ ¥2,590

【ケース】ピアネピネピトイレットロールダブル１２ロール入×８ ¥3,680

クリネックス　トイレットペーパー１．５倍巻コンパクトダブル８Ｒ ¥528

クリネックス　トイレットペーパー１．５倍巻コンパクトシングル８Ｒ

発注日：　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

希望　・　不要

商品名 税込価格 交換P

キッチンペーパー　エリエール　超吸収キッチンタオル　７０カット ¥380

ボールド　ジェルボール４Ｄブロッサム本体×２個セット ¥860

¥528

クリネックス　ティッシュペーパー１８０組５箱×２パック ¥790

アリエール　ジェルボール４Ｄ部屋干し本体×２個セット ¥860

東洋アルミ　サンホイル　２５ｃｍ×１５ｍ×３本セット ¥398

ボールド　ジェルボール４Ｄフラワーサボン本体×２個セット ¥860

アリエール　ジェルボール４Ｄ本体×２個セット ¥860

ＮＥＷポリラップ　３０ｃｍ×５０ｍ×３個セット ¥474

花王キッチン泡ハイター本体４００ｍｌ×２個セット ¥596

サランラップ　２２ｃｍ×５０ｍ×３本セット ¥1,003

日清食品　カップヌードル　シーフード×３食セット ¥600

日清食品　カップヌードル　カレー×３食セット ¥600

ジョンソン　カビキラー　本体４００ｇ　 ¥330

日清食品　カップヌードル×３個 ¥600

日清のどん兵衛　かき揚げ天ぷらうどん×３食 ¥615

日清のどん兵衛　鴨だしそば×３食 ¥615

マルちゃん　ごつ盛りワンタン醤油ラーメン×３食 ¥435

マルちゃん　ごつ盛りソース焼そば×３食 ¥420

グリコ　カレー職人　ビーフカレー中辛×５食 ¥590

マルコメ　生みそ汁料亭の味　お徳用２１食入り ¥198

サッポロ一番　塩らーめん（袋麺）５食入 ¥470

サッポロ一番　みそラーメン（袋麺）５食入 ¥470

 ct9001　送料 \550 （税込）

江崎グリコ常備用カレー職人中辛３食パック ¥348

江崎グリコビスコ保存缶 ¥453

サトウのごはん　新潟コシヒカリ５食パック ¥720

テーブルマーク　たきたてご飯　ふっくらつや炊き１０食 ¥925

タメットCLUB事務局

【発注先】

FAX：03-6368-6694

TEL：045-640-4904 （平日10時～17時）

日用品発注書 ②
2022年

Vol. 8

【発注に関する重要なご案内】

・「Fax送付状」は廃止となりました為、制作物（DM、ポスターは別途、注文書にてご注文ください。

・希望納品日は店舗様で予めご記入の上、Faxお願い致します。なお、納品希望日はご発注日から

(土日を含まない)８日営業日以降から納品可となりますが、お盆スケジュールがございますので別紙、ご確認ください。

・最新の発注書はこだわり市HPからDLください。なお、月初の希望納期に間に合わない場合は

前月の発注書にて承ります。

・発注後のキャンセル、数量変更がタイミングにより、対応不可な場合がございますで、予めご了承ください。


