
お申し込みはお近くのTBLS売店または下記へFAXください。
（TBLS）担当 行 FAX：0120-804-288
●FAX連絡は番号のお間違いにご注意願います。 ●電話（又は携帯）、FAX、E-mailなど必ず明記願います。

TBLS shopping掲載商品は、自己または第三者の営利を図る目的での転売もしくは貸与を禁止しています。ご購入にあたっては、
本事項に同意頂くことを前提としますので、確認のため右記チェックボックスに  印を記入の上お申し込みください。

「TBLS shoppingご購入 申込書」

□ 左記事項に同意します。

設置について
テレビ（41型以上）、洗濯機、冷蔵庫、エアコンをお申し込みの場合は、右欄をチェック願います。 □1階設置   □2階以上設置

商品お届け先

電話番号

住所

氏名

ビル・マンション・アパート名

フリガナ

ご注文者と異なる
場合のみご記入
ください。

様
〒

携帯：

ご注文者

社員氏名

電話番号

ご自宅住所

会社名

ビル・マンション・アパート名

フリガナ E-mail：

様

〒

自宅：

自宅：

携帯：

「振込請求書」の
郵送はありません。
ご注意ください。

（ ］［） （ ）

申込日 年 月 日
（TBLS）使用欄

売店 区分 自動発番

●FAXでお申し込みの場合は、個人情報保護の観点からクレジットカードのご利用はできません。クレジットカード払いをご希望の場合はTBLS shoppingをご利用ください。
 TBLS shopping https://www.ecsite.tbls.toshiba.co.jp/shopping/howtopay/

事業所/所属（略号）

家電製品以外の申込み（※酒類のご購入はこの申込書ではできません。年齢確認の為、TBLS shoppingのみのご購入になります。）
品番 商品名 数量 単価 金額 送料 合計 備考

家電製品の申込み 申込締切はTBLS shoppingガイド、TBLS shoppingトップページお知らせ欄をご覧下さい。

品番 商品名 型名 色 数量

総計

本体税込価格 合計リサイクル券 有料据付費
延長保証

（3年はPCのみ）
3年 5年

【個人情報の取扱いについて】お客さまからいただく個人情報は、お申し込み・お買上げいただいた商品やサービスに関する各種手続き及び関連する商品やサービスのご案内を行うために使用させていただきます。
また、利用目的の範囲内でお客さまの個人情報を当社グループ会社や委託業者が利用することがございます。お客さまは、ご登録いただきました個人情報について、開示、訂正、削除をご請求いただけます。　
●本紙に関する個人情報管理責任者 東芝ビジネスエキスパート株式会社 ライフソリューション事業部 ☎050-3066-9619
●個人情報全般に関するお問合せ：東芝ビジネスエキスパート株式会社 TBLS事業統括部 総務部 ☎050-3180-1397

【お支払い方法】 お客様のご都合の良いお支払い方法を下記よりご選択下さい。※お支払いは1回払いです。

オンラインコンビニ振込先選択 □セブンイレブン □ローソン □ファミリーマート  
□ミニストップ □デイリーヤマザキ

□ペイジー（金融機関設置ATM振込）利用 「決済完了のお知らせ」メールでお支払に関する情報が配信されます。
□オンラインコンビ二振込 お客様の選んだコンビ二ごとにメールでお支払いに関する情報が配信されます。

ご注意事項
ペイジー、オンラインコンビ二ともにメールによりお支
払情報が配信されますのでメールアドレスは必ず記入
してください。オンラインコンビニ振込をお選びのお
客様は必ず振込先コンビニにレ印を入れてください。
記入のない場合はペイジー払いとさせて頂きます。

※OBの方はここに□　印を入れ、退職時の会社名・事業所/所属（略号）もご記入ください。 

裏面に記載のお支払に関する注意事項も必ずお読み下さい。

レンジの据付をご希望の方は別途据付費3,300円（税込）が必要となります。 ※商品購入時、一緒にオーブンレンジ有料据付費を購入願います。

この欄は、Teatime/カフェポイントを導入している企業の社員様のみご記入ください。
●ポイントを申請して補助を受ける場合はこちらにご記入ください。
●ポイント使用の前に残ポイントを確認してください。

※ご利用のポイントを選択ください。 
□Teatimeポイント（イーウェル） □カフェポイント（TBLS)　
会員番号を
ご記入ください

ショップへの連絡事項
申請ポイントの内訳

●随時ポイント

●積立ポイント

●お支払い合計額

P

P

円

円

－

＋

（      P）×100円

●社会貢献活動に寄付（使用ポイント内数額）

ポイント
使用額

●従来通り一部ポイントで支払う場合。
差額は、下記［お支払い方法］のペイジー /オンラインコンビニより選択ください。
●全額ポイントで支払う場合。（後日の端数金額振込がなくなります。）
ポイント利用の場合、釣銭をお返しすることが出来ませんので、価格とポイント使用額が
異なる場合は、生じた差額を社会貢献活動に寄付させて頂きます。
下記チェックボックスに   印を記入の上、ご利用ポイント数を記入しお申し込みください。

※寄付金額は（ＴＢＬＳ）で責任を持ってお預かりし、社会貢献活動に寄付させて頂きます。

保有ポイントの確認方法 （株）イーウェル：https://www.welbox.com/　またはTEL.0120-964-545　WELBOXセンターまで
TBLS：https://www.ecsite.tbls.toshiba.co.jp/tbls-wps/　またはTEL.050-3066-9617 eC販売部 eC企画・サイト管理担当まで

ポイント申請

□上記事項に同意します。

※カフェポイントがご利用になれるのは（TIPS）、（NFT）、（TPSC）の対象従業員の方となります。

□TBLS 売店払い

延長保証の詳細は
本紙裏面をご覧ください。

10862070（06）



エアコン

170L以下

171L以上

□ 5,940円（再商品化等料金 3,740円＋収集運搬料 2,200円）

□ 6,930円（再商品化等料金 4,730円＋収集運搬料 2,200円）

□ 4,730円（再商品化等料金 2,530円＋収集運搬料 2,200円）

□ 4,730円（再商品化等料金 2,530円＋収集運搬料 2,200円）

□ 3,190円（再商品化等料金   990円＋収集運搬料 2,200円）

洗濯乾燥機/洗濯機

衣類乾燥機

冷蔵庫/冷凍庫

15型以下

16型以上

□ 4,070円（再商品化等料金1,870円＋収集運搬料2,200円）

□ 5,170円（再商品化等料金2,970円＋収集運搬料2,200円）
テレビ

40型以下のテレビに41型以上のテレビを
同時購入し設置・リサイクル
（液晶・プラズマ式）が有る場合

15型以下

16型以上

□ 6,820円（再商品化等料金1,320円＋収集運搬料5,500円）

□ 7,920円（再商品化等料金2,420円＋収集運搬料5,500円）
テレビ 40型以下のテレビのみ購入時に設置・

リサイクル（ブラウン管式）が有る場合

15型以下

16型以上

□ 3,520円（再商品化等料金1,320円＋収集運搬料2,200円）

□ 4,620円（再商品化等料金2,420円＋収集運搬料2,200円）
テレビ

40型以下のテレビに41型以上のテレビを
同時購入し設置・リサイクル
（ブラウン管式）が有る場合

15型以下

16型以上

□ 7,370円（再商品化等料金1,870円＋収集運搬料5,500円）

□  8,470円（再商品化等料金2,970円＋収集運搬料5,500円）
テレビ 40型以下のテレビのみ購入時に設置・

リサイクル（液晶・プラズマ式）が有る場合

●下記商品の引取り有の場合は必ずリサイクル券が必要です。該当商品□←チェックマークを記入ください。価格は税込です。

※引取りは、家電リサイクル対象商品の上記商品のみにさせていただきます。 ※引き取り商品とリサイクル券に記入のサイズ・容積が違う場合、お引取りできないことがありますのでご注意ください。

家電製品の延長保証について

①エアコン専用のコンセントはありますか？

②コンセントの形は？（専用コンセントがある場合）

③ブレーカーは？

あり ※なし
※必要→ 台（有料） 不要

お願い

標準工事の内容

□箇所に 印でチェックして下さい。
エアコン据付環境の事前確認（チェックリスト Rev:16）

ご注文者名：

エアコン機種名： RAS- 連絡先電話番号：

※専用コンセントが無い場合は、お取り付けができません。
　専用コンセントを新規増設する場合は、追加工事費用が掛かります。

※ご注意：配管が4mを超える部分については、別途工事費がかかります。
：配管の特殊加工にも、別途工事費が掛かります。
：階層違いの配管については、別途高所作業費がかかります。

※ご注意：「屋根置き」、「ベランダ天吊」、「2段置き」、「その他」の場合は、別途工事費が掛かります。

※ご注意：「化粧配管カバー取付工事」を希望される場合は、別途工事費が掛かります。
：既設の化粧配管カバーを再利用される場合でも、別途工事費が掛かります。

リサイクルをご希望の場合は、リサイクルもご購入下さい。

※ご注意：プラグ/コンセントの形状が異なる場合は、別途工事費が掛かります。

※電力会社契約ブレーカーの交換はご契約されています電力会社での
工事となります。

（有料）

□100V単相2線式

単相100V 15A

プラグ形状

マーク

コンセント形状

単相100V 20A 単相200V 15A 単相200V 20A

□200V単相3線式

□ □ □ □

室内・室外両方とも 室外機のみ
リサイクルをご希望の場合は、室外機の台数分のリサイクル券をご購入下さい。（有料）

一戸建 マンション アパート 団地 その他

①既存のエアコンは取外工事が必要ですか？

②リサイクル処分のエアコンは？

③お住まいのタイプは？

鉄筋コンクリート

あり

平地置き、ベランダ置き

希望する（有料）室内機
希望する（有料）室外機

希望しない

希望しない

※屋根置き（有料） ※ベランダ天吊（有料）
※その他（有料）※2段置き（有料）

※なし（有料）

室内機 階 階室外機

木造 その他ALC
④お住まいの建築方式は？

⑤配管の穴は？

⑥何階に取り付けますか？

⑦室外機の取り付け位置は？

⑧化粧配管カバー取付工事を希望しますか？

取外し工事、コンセント工事などの追加工事は別途工事費が掛かります。追加工事に関しましては、設置日の調整をご連絡する際にご確認ください。
※追加工事費用は、当日工事業者に直接お支払い下さい。

（TBLS）にエアコンをFAX注文の際には「エアコン据付環境の事前確認（チェックリスト）」を購入申込書と一緒にFAX願います。
エアコンを複数購入の方は1台に1枚のチェックリストの送付願います。

４m配管パイプ。プラブロック1段での設置工事。コンセント交換は工事代に含みません。

※ご注意：「取り外しの工事」は、別途工事費が掛かります。

ホワイト

※グレー ※ブラウン ※ブラック※アイボリー

ペイジーがご利用可能な金融機関、ATMはhttps://www.gmo-pg.com/service/mulpay/pay-easy/をご覧ください。
（お願い）家電製品のお届けはご入金後商品発送の手続きとなりますのでご了承下さい。なお、入金確認後の出荷手配となりますのでお急ぎの方はTBLSショッピングでのクレジットカード払いの利用をおすすめします。

お支払に関する注意事項
ペイジー（金融機関設置ATM振込） オンラインコンビ二

ご注文時に「振込番号（収納機関番号、お客様番号、確認番号）」をメールにてご連絡します。銀行、信用金庫、信用組
合、労働金庫、農漁協、ゆうちょ銀行の個人向けインターネットバンキングおよびPay-easy(ペイジー)マークが付いた
ATM端末(郵便局と一部銀行)で「振込番号」を入力することでお支払手続きができます。
ご利用金額（合計金額＋送料）の上限はキャッシュカード100万円、現金10万円となります。下限は1円となります。払
込時にかかる手数料は基本的に無料です。

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリーヤマザキのいずれかでお支払手続きができます。ご注
文時に「振込番号など」をメールにてご連絡します。ご利用金額（合計金額＋送料）の上限は30万円未満です。下
限は1円となります。但しセブンイレブンの下限は200円となります。払込時にかかる手数料は無料です。

※隠蔽配管（建物の壁の中にエアコン用の配管パイプが埋め込まれているタイプ）は
　取付できかねます。ご了承願います。
※ご注意：「穴あけ工事」が必要な場合は、別途工事費用が掛かります。

1.電気工事に関する確認 2.据付工事に関する確認

標準工事外の内容

100V 200V

PC延長保証サービスについて 延長保証会社：Dynabook株式会社

～10万円
10万円超

パソコン販売価格

延長保証料金
3年延長保証

メーカー1年保証モデル メーカー2年保証モデル メーカー1年保証モデル メーカー2年保証モデル
5年延長保証

8,560円（税込） 4,580円（税込） 17,200円（税込） 13,140円（税込）
8,960円（税込） 4,800円（税込） 17,930円（税込） 13,650円（税込）

５年延長保証サービスについて

URL: 
https://www.ecsite.tbls.toshiba.co.jp/shopping/
images/kaden/PDF/sompocatalog.pdf

こちらのURLから確認お願いいたします。

https://www.ecsite.tbls.toshiba.co.jp/shopping/images/kaden/PDF/sompocatalog.pdf



