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ご請求先  

お名前: _________________________________  企業: __________________________________   電話番号: (_____) ____________ 
(日本国内の企業への配送は致しかねます)

ご住所: ___________________________________________________________________________________________________ 
ビル名などを除くお部屋番号のみご記入ください。

市区町村: ________________________  都道府県: ____________  郵便番号:       _____________ 国:  ________________  

Email: 

配送先:  (企業、ホテル、お店などへの発送はできかねますので、ご了承ください)      ご請求先住所へ配送 別の住所へ配送

 店舗受け取り（配送費無料）    店舗名 ___________________________ お受け取り希望日: __________________ 

お名前: _________________________________________________________  電話番号: (_____) ______________________ ご住所: 

___________________________________________________________________________________________________ 
   (アメリカ国内 PO Box への配送は致しかねます)       ビル名などを除くお部屋番号のみご記入ください。

市区町村: ________________________  都道府県: ____________  郵便番号:       _____________ 国:  ________________  

品番 商品名 価格 数量 合計

フレーバーをご選択いただけるプチギフト等の商品に関しましては、フレーバーを商品名の後か e メールにご記入ください。

商品合計_________________ 

ハワイ州税(該当する場合) _____________________

配送費(2 ページ目をご覧ください) _____________________ 

ご注文総計 ____________________ 

ギフト・メッセージ:  ____________________________________________________________ _____ 

お支払い情報   代金引換（着払い）はご利用できません。また店舗受け取りの場合でも事前にお支払いが必要ですので、ご了承ください。

 PayPal      Email Address:  ____________________________________

 MasterCard     Visa      Discover カード番号: ����������������
 American Express    JCB  有効期限(月/年): _____  / ______   セキュリティーコード: ________________ 

カードの表示どおりに記入してください

名義(ローマ字): _________________________ 
サイン: _______________________________

ATTN: CUSTOMER SERVICE; 255 Sand Island Access Rd, Honolulu, HI 96819    
お問い合わせ:  808-845-1517 or  日本国内フリーダイヤル: 0120-974-896 

www.honolulucookie.co.jp  | Email:  jp-orders@honolulucookie.com 
*現在、日本語ウェブサイトをとおしてのご注文は承っておりません。ご注文は e メール、またはお電話でお願いいたします。 

Mahalo (ありがとう) ご注文いただき誠にありがとうございます! 

** 日本への発送はヤマト運輸を利用しており、毎週火曜日と金曜日に行われます。国際宅急便、またはクール宅急便をお選びいただけます。** 
プリンターまたはスキャナーをお持ちでない場合は、お電話でご連絡いただくか、e メールに必要事項をご入力の上、送信してください。 

※ご購入商品の重さにより配送料が異なります。 また、ご注文が

10 キロ以上の場合、別途追加配送料の負担をお願いする場合が

あり、カスタマーサービスよりご連絡させていただきます。※

ヤマト国際宅急便 ヤマトクール宅急便

※記入は英語でお願い致します※

ギフト・メッセージは、納品書に印刷されます。各商品には付きませんので、ご了承ください。

お誕生月：________________ 

http://www.honolulucookie.co.jp/collections/custom-collection-7
http://www.honolulucookie.co.jp/
mailto:jp-orders@honolulucookie.com
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※記入は英語でお願い致します※ 

配送費 

 商品小計 ハワイ

アメリカ本土/

プエルトリコ / APO 日本* カナダ オーストラリア

$0 - $25 $15.00 $17.00 $24.00 $30.00 $41.00 
$25.01 - $50 $15.00 $17.00 $33.00 $46.00 $67.00 
$50.01 - $100 $20.00 $25.00 $48.00 $72.00 $110.00 
$100.01 - $150 $27.00 $36.00 $59.00 $96.00 $150.00 
$150.01 - $200 $31.00 $42.00 $64.00 $117.00 $184.00 
$200.01 - $300 $37.00 $54.00 $75.00 $159.00 $253.00 
$300.01 - $400 $40.00 $60.00 $84.00 $192.00 $310.00 
$400.01+ 10% 15% Request Pricing 48% 77% 

* ヤマト運輸による日本へのクール宅急便の場合には発送 1 件分につき＄16 を加算してください。 

発送のご注文をいただいた商品は、すべてハワイの弊社の工場から万全な状態で出荷しております。配送費は、割引後のご購入商品小計に基づき、各配

送先住所によって算出されます。 我が社では、高品質の商品提供を最優先事項としています。

ご注文の調整期間

ご注文の調整期間はご注文から１～３営業日+配送先への配送時間となります。

ご注文商品を遅滞なく適切に送り届ける為、最新かつ正確な配送先住所の提供をお願いいたします。提供された住所が間違っていたり、住所が不完全

で、正確な配送先住所に変更する場合には、クレジットカードにて＄25の手数料をお支払いいただくことがございます。また、誤った住所や不完全な住所の

場合、お客様、またはお受取人のお手元へご注文をお届けできる保障と商品の品質保障はございませんので、ご了承ください。

税金

ハワイ州オアフ島内のご住所に発送される商品には、4.712%、マウイ島、カウアイ島、ハワイ島へ発送される商品には、4.166%の州売上税が課税されます。

カナダへ発送されるご注文については、ご注文の際に関税および税金等をホノルルクッキーカンパニーにお支払いいただきます。 また、カナダへの発送

商品すべてに13％のカナダ総合税（GST）がかかります。

配送先地域＆配送方法

現在、弊社ではP.Oボックスの住所へは発送しておりません。

配送先地域 配送方法 

ハワイ UPS, 店舗受け取り 

アメリカ本土、プエルトリコ、
カナダ、オーストラリア

UPS 

APO/FPO USPS 

日本 ヤマト運輸 －国際便、もしくはクール宅急便

日本の関税法: 居住地へのみ発送。

お受取り人一人あたり 10kg の重量制限。 

* 国際発送のご注文の場合には 必ずお受取人の電話番号を明記してください。

日本、オーストラリア

海外への発送に伴う関税、またはその他の追加料金が発生した際には、弊社では負担致しかねます。日本、またはオーストラリアの海外住所へ贈答品とし

て送られる場合に関税、またはその他の追加料金が発生した際には、お受取人の方にご負担頂きます。予めご了承下さい。

*商品価格や配送費は予告なく変更する場合があります。＊

ATTN: CUSTOMER SERVICE; 255 Sand Island Access Rd, Honolulu, HI 96819    
お問い合わせ:  808-845-1517 or  日本国内フリーダイヤル: 0120-974-896 

www.honolulucookie.co.jp  | Email:  jp-orders@honolulucookie.com 

配送日数

10 営業日

5 営業日

アメリカ国内・プエルトリコ・カナダ＝5 営業日
オーストラリア＝7～14 営業日

APO/FPO = 10-16 営業日

http://www.honolulucookie.co.jp/pages/special-offers
http://www.honolulucookie.co.jp/
mailto:jp-orders@honolulucookie.com
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