
阪急阪神東宝グループ 阪神電気鉄道㈱100％出資

株式会社ウエルネス阪神

TEL 0120-794-040

Email dd_info@dippindots.jp

～文化祭・学園祭販売用資料～

ディッピンドッツ・アイスクリームのご提案
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この度は、お問い合わせいただきまして誠にありがとうございます。
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商品の種類は?
パッケージングされた５種類のフレーバー

▼レインボー
▼ハニーコットンキャンディ

▼チョコレート
▼ストロベリーチーズケーキ

ディッピンドッツの
代表フレーバー

はちみつテイストの
わたがし味が甘くて

おいしい

大人から子供ま
で大好きな定番 若い女性に大人気、

淡いカラーが
キュート

スプーンがフタに
内包されています

▼クッキー＆クリーム

新フレーバー登場！
人気のバニラにクッ
キーの超定番！



販売方法は?
保冷ボックスとドライアイスをお送りいたしますので、

あとはボックスから１つずつ取り出してお客様に販売するだけです。

（1）ご発注数量に合わせて保冷ボックスとドライアイス（運送用と販売用）が届きます。

（2）届いた保冷ボックスに、アイスとドライアイスをしっかり入れて密閉し保管してください。
しっかり密閉していただくと、－40℃の冷凍庫とほぼ同様の状態を作ることができ、品質を保持出来ます。

ドライアイスが減ってきましたら、随時つぎ足してください。

（3）アイスクリームを取り出すたびに、保冷ボックスはしっかり閉めてください。
条件にもよりますが、上記状態ですとお届けから通常約1日程度は品質が保持します。

（ただし、確実な品質保持をお約束するものではありません）

（4）スプーン内包型なので包材いらず！そのまま渡していただくだけです。

-40℃以下での保管が
必要です！！

※写真はイメージです
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卸価格は?
①商品とドライアイスについて

・アイス １個＝216円（税込）
・ドライアイスの目安・・・1ケース（アイス96個）につき、10kgです。

＠242円（税込・送料込）、30kg（7,260円）ごとにご注文いただけます。

②卸し可能数量について
・3ケース（アイス288個）～ご注文いただけます。

（下記料金表をご確認ください）
〈料金表〉
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ケース数
（＋ドライアイスケース数）
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（3）

アイス個数 288個 384個 480個 576個 672個 768個

アイス金額（税込） 62,208円 82,944円 103,680円 124,416円 145,152円 165,888円

販売用ドライアイス目安 30kg ★30kg 60kg 60kg ★60kg 90kg

ドライアイス金額（税込） 7,260円 7,260円 14,520円 14,520円 14,520円 21,780円

合計金額（税込） 69,468円 90,204円 118,200円 138,936円 159,672円 187,668円

※ドライアイスは発送時の重さです。
※運送用のドライアイスと送料は商品代に含まれます。
※販売用ドライアイスは30㎏ごとに追加が可能です。ドライアイスのみの販売はしておりません。
※4ケース、7ケースの場合ドライアイスを少なくしております。保管の環境などでご心配がありましたら、

30㎏単位で増やすこともできますので、ご相談くださいませ。

※2019年10月～アイスクリームは軽減税率対象商品のため消費税8％、ドライアイスは消費税10％です。
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注文方法は?

Ｑ．商品はいつ到着するの？日時指定はできる？

Ａ．商品は原則イベント開催日の前日にクール便にて納品いたします。

お届け時間の指定はできません。

よくあるご質問Q&A

（1）注文フォームに必要事項記載のうえ送信いただくか、本資料と同時にお送りしております
指定の発注書に必要事項をご記入のうえ、発注書記載の番号までファックスを送信し
てください。 納品希望日の15日前までにお送りください。

（2）弊社にて注文内容を確認のうえ、ドライアイスの数量等を算出し、ご請求金額とお支払い
期日を記入後、E-mailまたは、ファックスにてご返信させていただきます。

（3）ご請求金額、内容をご確認のうえ、問題がなければ弊社指定口座に、期日までにお振込
みください。ご注文者様とご入金者が異なる場合は、発注書に入金者名義をご記入くださ
い。入金確認が取れない場合は商品をお届けすることができません。
【完全前金制】※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。

（4）ご入金の確認が取れた後、原則イベント開催日の前日に商品をお届けいたします。
当日納品をご希望される場合、お時間帯のご指定ができませんのでご了承ください。

こちらのQRコードから
注文フォームまたは発注書を
ダウンロードいただけます

https://dippindots.jp/d2npi7otds
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Ｑ．自宅に送ってもらえるの？

Ａ．荷物は大きく重量もございます。直接納品をお勧めいたします。

Ｑ．イベントが土日にまたいだ場合、商品は大丈夫？

Ａ．商品の特性上、2日以上の品質保証はできませんが、予備のドライアイスをつぎ足しなが

ら保管していただくことで、－40℃の状態を保持することができます。ご心配でしたら、あら

かじめドライアイスを多めにご注文いただくこともできます。また、イベント開催曜日や数量

によっては分納も可能です。詳しくはご相談ください。

Q．販促物はもらえるの？

A．学生主催の学園祭、文化祭、運動会などでは販促物の支援をいたします。（一部有料）

Ｑ．余った商品はどうすればいいの？

Ａ．商品は完全買い取りでお願いしております。お客様にて処分をしてください。

Ｑ．保冷ボックスの返却はどうすればいいの？

Ａ．注文フォームまたは、発注書に記載いただいた返却日に、運送会社が引き取りに伺

います。運送会社への回収依頼は弊社で行います。

保冷ボックスは必ずご返却ください。その際、中身は空の状態でお返しください。

Q．継続的に取引したい。

本書はイベント・催事向けの内容です。詳細は別途お問い合わせください。

※その他、ご不明点、ご質問等ございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。

※次頁のご注文の際の注意点および特定商取引法に基づく表示は必ずお読みください。
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ご注文の際の注意点※必ずお読みください

① ディッピンドッツアイスクリーム（以下「商品」といいます。）の特性上必要な－40℃の温度帯を保つため、運搬・保管用に大量のドライア
イスを使用いたします。ドライアイスは大変危険です。直接触れたりしないようご注意ください（適宜、お客様にて厚手の手袋や軍手を
ご用意ください。）。また、気化したドライアイスを吸い込まれると二酸化炭素中毒になるおそれがあります。特に小さなお子様がいらっ
しゃる場合はご注意ください。

② お召し上がりになる際、ご家庭などにある金属製のスプーンなどはご使用にならないでください。商品は超低温のため、金属が舌に付
着する恐れがございます。カップに内包されているスプーンか、プラスティックスプーンをご使用ください。

③ 梱包やお送りいたしますドライアイスの量には万全を期しておりますが、気候などのやむを得ない事情により商品が溶ける場合がござ
います。その場合、商品の特性である、つぶつぶさらさらの食感を保つことはできませんが、アイスクリームとしての品質には問題ござ
いませんのでご了承ください。

④ 商品の返品・交換・返金及び商品のキャンセルについては、次頁の「特定商取引法に基づく表示」の「商品の返品・交換・返金」及び「
商品のキャンセル」に記載の内容をそれぞれご確認ください。

⑤ 北海道・沖縄への納品は料金が異なりますので、別途ご相談ください。また、一部離島などへは商品の特性を維持したままでのお届け
が難しいため、ご注文を承ることが出来ません。その他、佐川急便でのお届けが出来ないエリアについてもご注文を承ることが出来ま
せん。万が一、誤ってご注文いただいた場合は、弊社よりお客様へご連絡のうえ、ご注文を取消しさせていただきますので、あらかじめ
ご了承ください。

⑥ 地震・台風などの天災・天候、運送会社の都合や交通事情などの様々な事情により、ご希望いただいたお日にちに商品をお届けでき
ない場合がございます。その場合は、弊社よりお届け日の変更をお願いする場合がございますことをあらかじめご了承ください。

⑦ お客様においてご注意点を遵守していただけなかった場合のほか、地震・台風などの天災・天候、運送会社の都合や交通事情など弊
社の過失によらないことによってお客様に損害が発生した場合、弊社は当該損害について賠償いたしかねますのでご了承ください。

⑧ お客様から取得する個人情報は、商品の販売に関するお問合せ・ご連絡や、商品発送の手続きのためにのみ使用いたします。また、
①法令の定めによる場合、②上記の使用目的のために当社の管理・監督のもと委託先に使用させる場合を除いては、第三者に開示・
提供はいたしません。当社のプライバシーポリシーについては（https://wellness-h.com/privacy.html）をご覧ください。

以上
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特定商取引法に基づく表示
販売業者 株式会社ウエルネス阪神
代表責任者 岡本 直樹
所在地 兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号-B107
電話番号 0120-794-040
電話受付時間 10:00～17:00（土日祝日を除く）
販売価格 216円／１個 （消費税及び送料込み）

※ご注文は3ケース（288個）～となります。
商品代金以外の必要料金

予備のドライアイス代金／商品代金の振込手数料
ご注文期限 納品日の15日前までに弊社へお送りいただいた注文またはファックス
お支払方法 E-mailまたは発注書に記載の弊社振込先へお振り込みください。

お支払いいただく金額は、商品代金、消費税及び送料の合計となります。
お支払時期 E-mailまたは発注書に記載の期日まで
お届け日時 注文フォームまたは発注書に記載の日
商品の返品・交換・返金

弊社に過失がある場合を除き、以下に記載の場合含むいかなる場合も返品・交換・返金などは一切
お受けできません。あらかじめご了承のうえ、ご注文いただきますよう、お願いいたします。

＜キャンセル不可能な場合の例＞
・ご指定の日時にお受け取りいただかなかった場合
・諸事情によりアイスクリームが溶けてしまった場合（弊社の過失による場合を除く）
・弊社が定めるキャンセル期限の後に、キャンセルのお申し出があった場合
＜商品のキャンセルについて＞
発注書に記載のお届け日の４営業日前（土日祝日を除く）の10:00～12:00の間に、弊社までお電話にてご連絡をお願
いいたします。ここで定めるキャンセル期限の後のキャンセルにつきましてはいかなる場合も承ることが出来ません。
例） 日曜日お届けの場合→前週の火曜日10:00～12:00まで

（４営業日内に祝日を挟む場合は、前週の月曜日10:00～12:00まで）
木曜日お届けの場合→前週の金曜日10:00～12:00まで

（４営業日内に祝日を挟む場合は、前週の木曜日10:00～12:00まで）
金曜日お届けの場合→当該週の月曜日10:00～12:00まで

（４営業日内に祝日を挟む場合は、前週の金曜日10:00～12:00まで）
土曜日お届けの場合→当該週の火曜日10:00～12:00まで

（４営業日内に祝日を挟む場合は、当該週の月曜日10:00～12:00まで）

※入金後のキャンセルの場合は、振込手数料を差し引いた金額の返金となります。
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会社概要
○社 名：株式会社ウエルネス阪神

阪急阪神東宝グループ 阪神電気鉄道株式会社100%出資

○所 在 地：〒663-8177
兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号-B107

○設 立：1990年9月1日
○資 本 金： 9,000万円

○事業内容：
◆ディッピンドッツ アイス事業

◆飲食事業

◆物販事業

◆スポーツクラブ事業

◆人材派遣事業

○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜

当資料につきましてご質問等ございましたら、下記までご連絡ください。

●株式会社ウエルネス阪神 ディッピンドッツアイスクリーム
〒663-8177 兵庫県西宮市甲子園七番町17-28-B107

Tel： 0120-794-040  Fax： 03-3401-8766

E-mail： dd_info@dippindots.jp
メールでお問い合わせの際は必ずお名前・学校名などを入れてお送りください
ご返信までお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください
お問い合わせ受付時間：平日10：00-17：00（土日祝日を除く）
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ディッピンドッツアイスクリーム
公式アカウント～おいしさをシェアしよう！
●Facebook ●Twitter ●インスタグラム

ハッシュタグをつけて、投稿！！
おいしさをシェアしよう！！
かわいい画像は公式アカウントで

シェアさせていただくことがあります。

Follow me
～いいね！ インスタ～
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ご注文お問い合わせは
注文フォームに必要事項記載のうえ送信いただくか、本資料と同時にお送りし
ております指定の発注書に必要事項をご記入のうえ、発注書記載の番号まで
ファックスを送信してください。納品希望日の15日前までにお送りください。

←  こちらのQRコードから注文フォーム
または発注書をダウンロードいただけます。
https://dippindots.jp/d2npi7otds

E-mailでのお問い合わせは →
こちらからお送りいただけます。
E-mail： dd_info@dippindots.jp

メールでお問い合わせの際は必ずお名前・学校名などを入れてお送りください
ご返信までお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください
お問い合わせ受付時間：平日10：00-17：00（土日祝日を除く）

○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。○゜○。

当資料につきましてご質問等ございましたら、下記までご連絡ください。

●株式会社ウエルネス阪神 ディッピンドッツアイスクリーム
〒663-8177 兵庫県西宮市甲子園七番町17-28-B107

Tel： 0120-794-040  Fax： 03-3401-8766

https://dippindots.jp/d2npi7otds

