2019年版

ZPK会員特典のご案内

！

全国ペット協会では、会員様向けに様々なサービスをご提供しております。日々
の業務にお役立てください。
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協会主催のセミナーに無料で参加できます
1 会員につき 2 名まで協会主催のセミ

管理」
、「トリミング」のセミナーを開催

ナーに無料で参加できます（通常 5000

しました。セミナーの情報は会報や HP

円／人）。2014 年度は、「繁殖」、「生体

などでお知らせします。

全国ペット協会
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Dog＆Cat

オリジナルカレンダー

ZPKホームページにお店の情報を掲載できます！
ご希望の方は全国ペット協会のホーム

ご案内＆

掲載は希望するお店のみになります。

ページ上に会員情報を掲載いたします。

店舗 PR にご活用ください！

お店の住所や電話番号、ホームページア

http://zpk.or.jp/kaiin/

ドレスなどの基本情報にあわせて、写真

ご登録はこちら

とキャッチフレーズを掲載できます。

https://zpk.or.jp/kameiten/

お申込み用紙

無料法律相談が受けられます
電話での法律相談が無料で受けられま
す。

お申し込みは
法律面でのご相談も可能です。原則月 2 回

8月31日まで！

の指定曜日に実施となっております。ご希

販売時のトラブルや保証内容についてな

望の場合はまず事務局にご連絡ください。

ど、法律に関する相談を ZPK の顧問弁護

※電話による法律相談になります。1 回の

士にご相談いただけます。また、開業前の

ご相談は 15 分以内とさせていただきます。

★よりかわいらしいデザインになりました！

犬猫販売契約書・預かり契約書がご利用いただけます
犬猫の売買やお預かりのトラブル予防
という観点からご用意しました。業界の

ください。

スタンダードとなるよう、当会の顧問弁

当会の会員のみご利用いただけます。

護士と、犬猫の販売やお預かりの現状を

無料法律相談とあわせてご活用ください。

加味し、作成しました。

ペット販売契約書 A4 複写式（50 頭分）

複写式で、店舗とお客さまで保管いた
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だけます。トラブルの未然防止にご活用
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ペットお預かり書 A4 複写式（50 回分）
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「わんわんにゃんにゃん母子手帳」、
「販売時説明書確認書」、
「犬猫生体管理帳簿」が会員価格で購入できます
全国ペット協会では、動物愛護管理法

ご希望の方にはサンプルを無料送付い

で説明・交付が義務付けられている、説

たします。事務局までお問い合わせくだ

明書・確認書を販売しております。会員

さい。

は割引価格でご購入いただけます。複写

※犬猫用の説明書・確認書は、
「わんわんにゃんにゃ
ん母子手帳」になります。

式で、店舗とお客さまで保管できます。

ZPKカレンダーが
ご利用いただけます

家庭動物管理士試験の
講習料が助成されます

全国ペット協会では、会員向けに

家庭動物管理士試験は、ペット販売のプロフェッショ

カレンダーの販売を行っておりま

ナルを育成するプロ向け資格です。協会会員社の従業

す。毎年夏ごろからご注文を受け付

員の方は割引価格で受験・受講いただけます。従業員

けます。ご希望の方には店名を印字。

教育や、さらなる業務のレベルアップにご活用くださ

お店の PR にご活用ください。

い。

※デザインは製作中のもので変更になる場合がございます

一般社団法人 全国ペット協会 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-10-2 不動前ビル３階
TEL.03-6206-9684 FAX.03-6206-9685
http://www.zpk.or.jp info@zpk.or.jp

【2019年版カレンダー注文書】

一般社団法人全国ペット協会「Dogs & Cats Original Calendar」概要

●カレンダーの価格
①店名印刷なし→90円／部（税込）
②店名印刷ありの場合↓

ご注文部数
100 部
200 部以上
500 部以上
1,000 部以上

単価（税込）
118 円／部
102 円／部
97 円／部
92 円／部

キリトリセン

● 配送料について
梱包配送料
本州：200部につき1188円
北海道、四国、九州：200部につき1404円

版代（新規）
＋5,142 円
＋5,142 円
＋5,142 円
＋5,142 円

ZPK会員

● お支払い方法

※ご注文は100部単位になります

● 店名印刷について

入会する

●未入会の方のお申し込みについて
ZPKカレンダーは、全国ペット協会会員限定商品です。未加入の方は、ぜひこの機会にご入会ください。ZPKに入会するとカレンダーの
購入だけでなく、無料弁護士相談や動物販売時説明書の割引購入など、
ペットショップをサポートする特典がございます。入会金・年会費はカ
レンダーお届け時に、
カレンダー代金といっしょに代引でお支払いいたくことも可能です。
会員特典について詳しくは裏面の会員特典のご案内をご覧ください。

入会金：5000円

年会費：5000円（4月から1年間。途中月での入会は月割でご請求いたします）

※毎年4月に年会費が発生します。

● お届け日
基本的に１０月３１日（水）にお届けします。
これ以降でしたらご指定も可能です。

297mm
キリトリセン

カレンダー下部にお店の店名やロゴを印刷できます。
カレンダーを閉じても見えますので、
お客様へのサービスに最適！店名ロゴも印刷できます。
店名印刷をご希望の場合は、メールか郵送で
ご希望のデータを送付ください。
印刷可能かどうか、確認させて頂きます。
完全データ入稿の場合は版代はかかりません。
印刷はモノクロになります。
店名データ送付先
メール：info@zpk.or.jp
郵送：〒101-0047
東京都千代田区内神田2-10-2-3階

450mm

●版代について
新規でこちらでデザインをお作りする場合は、
版代が5142円いただきます。
完全データ（イラストレーター）入稿の場合は
版代は不要です。
リピート注文の方で大幅な修正が必要な場合も
版代が必要です。簡単な文字の修正などは無料
で対応します。

●新規入会の方のみご記入ください

● サイズ・仕様

● お申込み締め切り
2018年8月31日（金）必着

犬・猫・魚類・鳥類・は虫類・両生類・小動物・その他（
犬・猫・魚類・鳥類・は虫類・両生類・小動物・その他（

ペットショップ ZPK

〒000-0000 東京都○○区○○○ 0-0-0
営業時間 AM9:00〜PM20:00 火曜定休日
ホームページ http://www.○○○.or.jp/

TEL.03-0000-0000 / FAX.03-0000-0000

犬美容・猫美容・ホテル・しつけ・シッター・カフェ・病院・その他（

30mm

キリトリセン

本体サイズ
閉じたとき…縦240mm×幅297mm
（A4+店名部分30mm）
開いたとき…縦450mm×幅297mm
（A3＋店名部分30mm）
店名部分サイズ…縦30mm×幅297mm

）

店名印刷スペースは縦24㎜×横291㎜。黒一色刷りになります。店名印刷をしない場合でも店名印刷スペースは裁断されません。

基本的に代引きでのお支払いとなります。
代引き手数料はご注文合計金額が
1万円まで：324円
3万円まで：432円
10万円まで：632円
1000部以上ご注文の場合はご請求書での
お支払になります。

（消費税込／代引手数料・梱包発送運賃別）

（会員番号：

犬・猫・魚類・鳥類・は虫類・両生類・小動物・その他（

店名印刷
名印刷
うけたまわります。
※印刷はモノクロです

お申し込みは8月31日まで！
一般社団法人
全国ペット協会 FAX：03-6206-9685

