
�.時間指定について
● 8：00～12：00 / 12:00～14:00 / 14:00～16:00 / 16:00～18:00 /

18:00～20:00 / 19:00～21:00 のご指定ができます。交通事情等で
遅れることもございますのでご了承ください。

�.お届け日数
■ 注文をお受けしてから3～10日程度でお届けいたします。

地域により多少日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。
● 土・日・祝祭日・年末年始・夏季休業日は、出荷業務を行っておりません

のでご注意ください。
●カタログ掲載以外の特注品や大量のご注文は、日数がかかる場合が

ございます。

�.マーベリッククラブ オンラインショップ 年中無休／24時間受付

https://www.maverick-club.com
■ご注文フォームに従って入力・送信してください。

■マーベリッククラブ専用注文書に必要事項（お名前・電話番号・商品コード・数量等）を黒のボールペンで
はっきりとご記入の上、ご送信ください。

■マーベリッククラブ専用注文書がお手元にない場合、お手持ちの用紙に注文書と同じ要領で必要事項をご記
入の上ご注文ください。

■FAXと同じ要領で必要事項をご記入の上、上記までお送りください。     
弊社に申込用紙が到着してからの受付になりますので、お急ぎの場合はお電話やFAXをご利用ください。

・初めてご利用になる時は、ご住所等のお客様の基本情報が必要になります。まずは、
会員登録をお済ませください。お買物は会員登録完了後に可能になります。

・パスワードをお忘れの方はログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」よ
りお問合わせください。

 

�.FAX   ■FAX 04-7196-7751 24時間受付

【記入事項】 ①お客様番号　②氏 名　③電話番号　④お支払い方法（代金引換） 
 ⑤配達時間ご希望の有無　⑥ご注文される商品コード・商品名・サイズ・数量

�.お電話  ご注文専用フリーダイヤル  0120-088-700
受付時間：月曜日～金曜日 ９：１５～１６：００ （土・日・祝祭日・年末年始及び夏季休業日を除く）

�.郵　便 〒270-1176  千葉県我孫子市柴崎台2-11-23  マーベリッククラブ ご注文受付 係

■JCB、VISA、MASTER、AmericanExpress、Dimersclub、DISCOVER のカードがご利用頂けます。
　翌月1 回、２回払い、分割払い（3・5・6・10・12・15・18・20・24 回）、リボルビング払いがご利用いただけます。

（分割払い、リボルビング払いは金利・手数料がかかります）

1. クレジットカード　※オンラインショップのみご利用頂けます。 （FAX、TEL、郵便でのご注文はご利用できません）

■ 返品・交換は商品到着後1週間以内にご連絡ください。
　（ 到着後1週間以上経過した商品につきましては理由の如何に関わらず返品・交換はお受けできません。 ）

■ 下記の商品につきましては、お客様のご都合による返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。

■お客様のご都合による商品の返品・交換の場合、送料はお客様のご負担となります。
　商品に直接宅配伝票等を貼らないようにお願いいたします。

☆お買物をすると、ポイントが貯まります！
■オンラインショップで商品をご購入いただくと、お買い上げ金額の1％がポイントとして加算されます。

（例:￥10,000のお買い物→100ポイント）ポイントの発生は商品出荷時点となります。
■ 貯まったポイントは、オンラインショップでご利用いただけます。
■お電話やFAXでのご注文は、ポイントの付与、ご利用ができません。

・住所変更などの連絡はどこにすればよいですか？

① 今まで全く会員登録が無い方 → WEBページ上段の   ボタンから入って
登録してください。

・オンラインショップで買い物をするには？

�.ご注文方法�.ご注文方法 �.お届けについて�.お届けについて  ￥5,000＋税 ￥5,000＋税 以上送料無料!以上送料無料!

�.お支払い�.お支払い 　

�.返品・交換など�.返品・交換など

�.ポイントシステムについて�.ポイントシステムについて

※パスワードはお電話ではご照会できません。

？

・一度ご使用になった商品 ・パッケージ（袋・ケース）のない商品
・絵具類（カラーチャートと実際の商品の色は多少異なります。    
　　　　　これを理由とした返品・交換はお受けできませんのでご了承ください。）
・セット商品の一部のみ
・書籍　・DVD　・CD　・特注品・　セール品

■佐川急便の｢e-コレクト®」にて商品をお届けします。
商品と引き換えに代金をお支払いください。

■下記の地域にお住まいの方は、「e-コレクト®」がご利用いただけません
ので、クレジットカードをご利用ください。

　・伊豆諸島（青ヶ島村、神津島村、利島村、新島村、御蔵島村、三宅村）
　・小笠原諸島（小笠原村）

2. 代金引き換え

■ご注文確定後、FAXにてお振込口座、金額をお知らせします。　手数料はご負担下さい。入金確認後の発送となります。

3. 前払い　(ゆうちょ銀行)

　

　

代引き手数料　ご購入ごとの料金となります
１万円未満 …………………………
１万円以上３万円未満 ……………
３万円以上10万円未満 ……………
10万円以上30万円未満 …………  

 300円+税

400円+税

600円+税

1,300円+税

「代金引き換え」、または「クレジットカード」をお選びください。

オンラインショップ「マイページ」の会員登録内容変更よりお手続き、もしくは、お電話にて承ります。

② 既に会員でWEBでの買物が初めての方 → お手数ですが、WEBで再度登録が必要なた
め、WEBページ上段の    ボタンから入って登録してください。

？ ✿ プレミアム会員になるにはオンラインショップにて「X����-����プレミアム会員初年度年会費」を購入、
もしくは、「プレミアム会員入会申込書」をご請求ください。
郵便番号、ご住所、お名前、お電話番号、マーベリッククラブ会員番号を明記の上、返信用の￥84切手を1枚同封し、
下記宛先までご郵送ください。折り返し「プレミアム会員入会申込書」をお送りいたします。

〒270-1176 
千葉県我孫子市柴崎台2-11-23 　マーベリッククラブ「プレミアム会員申込書請求」係

プ レ ミ ア ？に な り ま せ ん かム 会 員
✿ プレミアム会員価格は 最大��％OFF

年会費￥2,000（入会金は無料）をお支払いいただくだけで、商品グループに応じてお得な割引率で商品をご購
入いただけます。詳しくは表面のプレミアム会員割引率表をご覧ください。

※「プレミアム会員入会申込書」に必要事項をご記入の上、年会費￥2,000をお振り込みいただくと   
プレミアム会員のご登録となります。（次年度から年会費のお支払いは、便利な口座振替になります。）

※ 登録手続きには2週間程度かかりますのであらかじめご了承ください。
※ ご入金後のキャンセルはできませんのであらかじめご了承ください。
※ 有効期限は1年です。退会希望のご連絡がない場合、プレミアム会員資格は自動で更新となります。  

年会費は更新月の27日にご指定の銀行口座より引き落としさせていただきます。退会をご希望の場合は更新前月の
25日までに、お客様番号、お名前、ご住所、お電話番号を明記の上、FAXまたは郵便で書面にてご連絡ください。

ご注文いただいた商品が品切れの場合、まことに恐縮ですが改めてご注文いただきますようお願いいたします。
入荷日等ご質問はお電話でお問合わせください。また、ご注文の追加、変更等はお受けできませんのでご注意ください。
ご注文いただいた商品が品切れの場合、まことに恐縮ですが改めてご注文いただきますようお願いいたします。
入荷日等ご質問はお電話でお問合わせください。また、ご注文の追加、変更等はお受けできませんのでご注意ください。
ご注文いただいた商品が品切れの場合、まことに恐縮ですが改めてご注文いただきますようお願いいたします。
入荷日等ご質問はお電話でお問合わせください。また、ご注文の追加、変更等はお受けできませんのでご注意ください。
ご注文いただいた商品が品切れの場合、まことに恐縮ですが改めてご注文いただきますようお願いいたします。
入荷日等ご質問はお電話でお問合わせください。また、ご注文の追加、変更等はお受けできませんのでご注意ください。



マーベリッククラブ ショッピングガイド　2022.11発行　※ご注文の前に必ずお読みください。マーベリッククラブ ショッピングガイド　2022.11発行　※ご注文の前に必ずお読みください。�.会員ランクと特典について�.会員ランクと特典について

無 料入会金
年会費

Rレギュラー会員

￥2,000入会金無料
年 会 費

Pプレミアム会員

割 引 率 最大40％OFF

0120-088-700マーベリッククラブ

FAX 04-7196-7751
■インターネットでのご注文は

https://www.maverick-club.com

会員になると商品がいつでも会員特価！
さらに、オンラインショップで使えるポイント
も貯まります！
そして、プレミアム会員になれば、なんと40％
OFFで購入できる商品も！

最大40％OFF！！
割引対象商品が

たくさん！

－あなたの手づくりライフをもっと楽しく！－－あなたの手づくりライフをもっと楽しく！－

ようこそ手づくりホビーのマーベリッククラブへ！
筆・絵具・メディウム・白木など、「トールペインティング」の材料をはじめ、

「プレモ・スフレ・スカルピーⅢなどのポリマークレイ」、「フェイス＆ボディペイント」、
「デコパージュ」、マーべリッククラブはいつでも豊富な品揃え。

入会金・年会費 無料で、すぐにお買物いただけます。
さらにプレミアム会員（入会金無料・年会費￥2,000）にご入会いただくと、

最大40%OFFに！

随時開催されるセール時には驚きの価格でご提供！
また、オンラインショップでのお買い上げ金額の

１％がポイント（１ポイント＝￥1）として加算され、使用できます。

検索マーべリッククラブ

オンラインショップを見つけよう♪

※一部商品を除く。

￥5,000＋税以上の
お買い上げで送料が無料に！

オンラインでのお買い物で

オンラインショップでのお買い上げ金額の１％
がポイント（１ポイント＝￥1）として加算され、
次回お買い物で使用できます。

ポイントが
貯まる！

よい 商 品 が 安 い！よい 商 品 が 安 い！
A  0000-0000
サンプル
縦20×横30㎝、木製
希望小売価格￥1,000

商品グループ「A」の
定価1,000円の商品なら、
プレミアム会員価格30％オフで700円
(レギュラー会員は定価)

例

 RA 割引なし 40%OFF

 A･D･F 割引なし 30%OFF

 C･E･H･N･T 割引なし 20%OFF

 B･G 割引なし 30%OFF

 K･L･S 割引なし 割引なし 
 P･Q 割引なし 20%OFF

 J･U･X 割引なし 割引なし
 〈GW〉   割引なし   30%OFF

 〈HW〉   割引なし   30%OFF

 〈UG〉   割引なし   20%OFF

 商品グループ レギュラー会員価格 プレミアム会員価格 割引商品

絵具、筆、ファブリックシート etc.

BBメディウム、道具、スモールウッド etc.

一部書籍、フェイスペイント

ポリマークレイ、クレイ道具、
デコパージュ etc.

ステッカー、スタンプ etc.

ウッド製品 etc.

アメリカーナ

ウッド製品 etc.

ホーム＆ガーデンペイント関連商品 etc.

絵具、デザインパック、道具、
ステンシルプレート、ラヴィア筆 etc.

お得な割引サービス！
商品コードの先頭に付いている記号で割引率が異なります。

メールアドレスを登録し
て いた だくと、マ ー ベ
リッククラブの新商品、
セール情報をいち早く入
手できます！

新商品、セール情報が

いち早く届く！

POIN
T


