
ユニットコム　メモリアーカイブサービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。
只今ダウンロード頂きました資料は、下記の通りとなります。

プリントして内容をご確認の上、ご注文フォームにご記入下さい。

ご注文フォームへの記入方法等、ご不明な点がございましたら、
お気軽にお電話下さい。

＜ダウンロード版申込書の内容＞

　８ページ・・・利用規約

〒556-0005
　大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

㈱㈱㈱㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

メモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブ申込書申込書申込書申込書（（（（ごごごご注文注文注文注文フォームフォームフォームフォーム））））

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ受注受注受注受注センターセンターセンターセンター
0570-066-6240570-066-6240570-066-6240570-066-624

受付時間　10:00～18:00

((((１１１１))))ページページページページ

　７ページ・・・ご注文フォーム（3枚目）

ご注文時の送付先

　１ページ・・・目次（本紙）

　２ページ・・・ご注文の流れと注意事項

　３ページ・・・盤面・ジャケットデザイン価格表・申込番号

　５ページ・・・ご注文フォーム（1枚目）

　６ページ・・・ご注文フォーム（2枚目）

　４ページ・・・ご注文フォームの書き方



■メモリアーカイブのご注文方法につきまして
　①ダウンロード書類一式をご用意下さい。また、ご不明な点がございましたら上記受注センターへ
　　お電話下さい。ご注文フォームへの記入方法等を説明させて頂きます。

　②ご注文内容をご記入の上、弊社アーカイブ事業部宛にご送付下さい。
　　※送料はお客様ご負担（元払い）でご送付下さい。
　　※ご送付頂く際に必要なもの
　　　　●ご注文商品：アーカイブをご希望のお手持ちのメディア（写真）
　　　　●ご注文フォーム（必ずご注文フォーム下部の自筆サイン欄にサインをお願いします）
　　　　●デジタルメディア（SDカード等）を送付する場合は、箱の隙間等からの落下・紛失防止の為、
　　　　　封筒等に入れた上で箱の中に同封して下さい。

　③ご送付頂きました元メディア（テープ等）を確認後、受注確認及び料金を電話もしくはメールにて
　　 ご連絡致します。
　　※ご送付頂きました元メディアの内容・状態によりましては、ご注文をお受け出来ない場合があります。
　　※ご連絡がつかない場合などは、処理に時間がかかる場合があります。
　　※メールでの連絡の際には、返信にて「ご注文内容確認」のご連絡をお願い致します。

　④受注確認連絡後、作業へと入ります。
　　※作業中にご送付頂きました元メディアの劣化等を確認致しました場合は、別途ご連絡させて頂きます。

　⑤作業が完了致しましたら、「代金引換」にて商品を発送致します。
　　※商品到着時に配送業者のドライバーへお代金をお支払い下さい。

■ご注意
　※お支払い方法は、「代金引換」のみとなり、「代金引換手数料525円」を頂戴します。
　※申込書下部のサイン未記入など、記入不備の際は、書類を一旦返送し改めてご郵送頂きます。
　　書類が揃った後にお手続きを進めさせて頂きますことをあらかじめご了承下さい。

〒556-0005
　大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

((((2222))))ページページページページ

メモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブ　　　　ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード版版版版ごごごご注文注文注文注文のののの流流流流れれれれ

ご不明な点がございましたら、アーカイブ受注センターへお気軽にお電話下さい。

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ受注受注受注受注センターセンターセンターセンター
0570-066-6240570-066-6240570-066-6240570-066-624

受付時間　10:00～18:00

ご注文時の送付先

㈱㈱㈱㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛



((((3333))))ページページページページ



＜＜＜＜ごごごご注文注文注文注文フォームフォームフォームフォームのののの書書書書きききき方方方方＞＞＞＞
■下記の＜記入見本＞をご覧頂き、赤文字の部分にご記入下さい。
■ご注文フォームは、価格表項目(メニュー）の種類ごとに分けてご記入下さい。
　※(例)VHS⇒DVDが3本とHI8⇒DVDが2本の場合、
　　　　　ご注文フォーム1枚目にVHS⇒DVDのご依頼内容を記入（申込内容番号１～３使用）し、
　　　　　ご注文フォーム2枚目にHI8⇒DVDのご依頼内容を記入（申込内容番号11～12を使用）。
■ご注文フォームの2枚目以降をご使用の際も、必ずお名前、電話番号、価格表項目欄、
　ご依頼内容欄、及び申込書右下のサイン欄にご記入下さい。

■ご注文フォームの4枚目以降が必要な場合は、お手数をおかけ致しますが、コピーもしくはご注文フォームを再印刷の上、
　用紙上部の「●枚目」を修正し、また、「申込内容番号」を31～連番にて修正してご利用下さい。

おおおお申込日申込日申込日申込日 年年年年 月月月月 日日日日

〒　123 ‐　4567 フリガナ

都　道

府　県

サマ　　 お電話番号

携帯電話

E-Mail

《お客様情報について》
出荷検品上、お預かりいたしました映像・音声・写真・その他の内容は確認させていただきますのでご了承ください。 申込書枚数
株式会社ユニットコムの個人情報の取り扱いに関しては、別途当社の定めるプライバシーポリシーの内容に準じます。

株式会社株式会社株式会社株式会社ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....unitcomunitcomunitcomunitcom....cocococo.... jpjpjpjp////infoinfoinfoinfo////privacyprivacyprivacyprivacy....htmlhtmlhtmlhtml

焼焼焼焼きききき増増増増しししし枚数枚数枚数枚数
ケースタイプケースタイプケースタイプケースタイプ

トールトールトールトール////ジュエルジュエルジュエルジュエル
盤面盤面盤面盤面デザインデザインデザインデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし
ジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント
包装包装包装包装

※お客様へ　　上記内容及び別紙利用規約をご確認の上、サインお願いいたします。

〒〒〒〒556556556556----0005000500050005
大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

　　㈱　　㈱　　㈱　　㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

DVD・ブルーレイディスク・CDの焼き増し枚数を
ご指定下さい。

デジタルメディアからの変換をご希望の方もこちらに
メディア名をご記入下さい。

デジタルメディア変換時のご注文詳細はこちらに
ご記入頂きますようお願い致します。

　　　　必必必必ずずずず、、、、おおおお客様自筆客様自筆客様自筆客様自筆ののののサインサインサインサインをおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

ジャケット（ケース）デザイン表をご覧頂き、
トールケース（F02有料）か標準ケース（無料F01）を
ご記入下さい。

デザイン印刷やプレゼント包装が不要の場合は、
必ず「なし」とご記入下さい。

ジャケット（ケース）デザイン表をご覧頂き、
各デザイン印刷をご希望の場合は番号を
ご記入下さい。

申込時にお送り頂くメディアの合計本数を
ご記入下さい。
　※申込書1枚目が3本、2枚目が2本なら、「5本」と記入。

申込書の合計枚数をご記入下さい。

商品のお届け先ともなりますので、はっきり丁寧に
ご記入下さい。

営業時間内（10時～18時）に連絡のつく
電話番号をご記入下さい。

ご注文確認連絡等をメールでご希望される場合は
必ずご記入下さい。

備考欄備考欄備考欄備考欄((((オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込やややや、、、、記入記入記入記入しきれないしきれないしきれないしきれない場合場合場合場合やややや金額金額金額金額のののの計算計算計算計算・・・・注意点注意点注意点注意点などにおなどにおなどにおなどにお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。))))

申込内容番号申込内容番号申込内容番号申込内容番号３３３３のののの最初最初最初最初のののの映像開始部分映像開始部分映像開始部分映像開始部分にににに「「「「思思思思いいいい出出出出1983198319831983」」」」というというというという文字文字文字文字をををを入入入入れてれてれてれて欲欲欲欲しいしいしいしい
 （ （ （ （オプションオプションオプションオプションのののの映像編集処理映像編集処理映像編集処理映像編集処理））））

プレゼント包装をご希望の場合は、
色をご記入下さい。（緑　or　オレンジ）

ご依頼内容欄に記入しきれない場合や、ご希望の
オプションがあれば、ご記入下さい。
備考欄が足りない場合は、お客様でご用意頂いた
メモ等を添付して頂いても結構です。

8888

4444

＜記入見本＞メモリアーカイブご注文フォーム   (受注センター専用)

ごごごご依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄

ごごごご住所住所住所住所

おおさかしなにわくにほんばし　　　　にほんばしさんぷる

大阪 大阪市浪速区日本橋1-2-3　日本橋SAMPLE　205

おおおお名前名前名前名前

フリガナ　　　　　　　　ユニ　タロウ ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先 (　　06　　)　　　0123　　‐　　4567

湯似湯似湯似湯似　　　　太郎太郎太郎太郎　　　　　　　　　　　　　　　　様様様様

弊社キャンペーンのご案内
新製品に関するご案内メールを
お送りしてもよろしいですか？

はい　　　いいえ

　　090　-　　0123　　　‐　　4567

0123abcd@abcdefg.com

申込内容番号申込内容番号申込内容番号申込内容番号 ＤＶＤ／ＣＤＤＶＤ／ＣＤＤＶＤ／ＣＤＤＶＤ／ＣＤにににに印字印字印字印字するするするするタイトルタイトルタイトルタイトル名名名名

なし なし1111 思い出　1980

お預かり品総数

1111　　　　　　　　枚枚枚枚 3333　　　　　　　　本本本本((((枚枚枚枚))))

ごごごご依頼内容依頼内容依頼内容依頼内容

キャンペーンコード

AC01AC01AC01AC01

F02

F01 D05-22

2222 思い出　1982

5555

6666

7777

湯似湯似湯似湯似　　　　太郎太郎太郎太郎

【重要】■デジタル化に伴う画質の劣化の保証はいたしません。■細心の注意を払ってお預かりいたしますが、お客様よりの配送中を含む、弊社間
作業中・配送中の事故によって、起きたデータの損失に関しましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。■万一、機器の故障、劣化に
より、お預かりしたメディアが破損・データの損失をした場合にも責任は負いかねますので、予めご了承ください。■著作権法・公序良俗に反する映
像等が納められたメディアはお取り扱いできませんので、予めご了承ください。■お預かりいたしました本数に対して、変換できない場合や別途オプ
ションなどの追加により、ご予算が変更になる場合がありますのでご了承下さい。■製作したＤＶＤは、一般のプレーヤーで再生可能な形式で記録
いたしますが、ごく一部のプレーヤーで互換性が取れず、再生できない場合がございます。ご了承ください。■作成したデータに関しましては、再生
テスト後お渡しいたしますので、使用後の保証はいたしません。■作業中テープの劣化等による、テープ切れが発生する場合がございます。その場
合修復をさせていただきますが、元の映像を保証するものではございません。■映像・音声は再生テストの際に確認いたしますのでご了承くださ
い。■映像の保存期間は14日間です。その後弊社責任にて消去いたします。■保証期間は返却後7日間です

ご注文時の送付先

9999

10101010

なし

なし

ごごごご注文確認連絡方法注文確認連絡方法注文確認連絡方法注文確認連絡方法

電話電話電話電話　　　　////　　　　メールメールメールメール
（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をををを付付付付けてけてけてけて下下下下さいさいさいさい））））

価格表項目（メニュー）

⇒⇒⇒⇒

3333 思い出　1983 F01

D09-2 緑

なし なし

((((4444))))ページページページページ

変換先メディアをご記入下さ
い。

DVDに印字するタイトルを、～30文字位までで記
入してください。テープとタイトルが一致できるよう
にお願いします。

変換元のメディアをご記
入下さい。

メールをご選択の方は、パソコンから
のメールが受信出来る様に設定のご
確認をお願いします。

※申込内容番号をダビング元
のメディアに必ずお印下さい。

期間限定のキャンペー
ンの場合、キャンペー
ンコードを記入



おおおお申込日申込日申込日申込日 年年年年 月月月月 日日日日

〒 ‐　　　　 フリガナ

都　道
府　県

サマ　　 お電話番号

携帯電話

E-Mail

《お客様情報について》
出荷検品上、お預かりいたしました映像・音声・写真・その他の内容は確認させていただきますのでご了承ください。 申込書枚数
株式会社ユニットコムの個人情報の取り扱いに関しては、別途当社の定めるプライバシーポリシーの内容に準じます。

株式会社株式会社株式会社株式会社ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....unitcomunitcomunitcomunitcom....cocococo....jpjpjpjp////infoinfoinfoinfo////privacyprivacyprivacyprivacy....htmlhtmlhtmlhtml

焼焼焼焼きききき増増増増しししし枚数枚数枚数枚数
ケースタイプケースタイプケースタイプケースタイプ

トールトールトールトール////ジュエルジュエルジュエルジュエル
盤面盤面盤面盤面デザインデザインデザインデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし
ジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし

文字色文字色文字色文字色
黒黒黒黒////カラーカラーカラーカラー

プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント包装包装包装包装
ありありありあり////なしなしなしなし

※お客様へ　　上記内容及び利用規約をご確認の上、サインお願いいたします。

〒556-0005

　大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

　　㈱　　㈱　　㈱　　㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

おおおお名前名前名前名前

ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先

様様様様　　　　

メモリアーカイブご注文フォーム   (受注センター専用)　1枚目

ごごごご依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄

ごごごご住所住所住所住所

　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　

お預かり品総数

フリガナ

枚枚枚枚 本本本本((((枚枚枚枚))))

(　　　　　　)　　　　　　　　　-　　　　　　
弊社キャンペーンのご案内

新製品に関するご案内メールを
お送りしてもよろしいですか？

はい　　　いいえ

価格表項目（メニュー）

⇒⇒⇒⇒

ごごごご依頼内容依頼内容依頼内容依頼内容

申込内容番号申込内容番号申込内容番号申込内容番号

ごごごご注文確認連絡方法注文確認連絡方法注文確認連絡方法注文確認連絡方法

1111

2222

3333

4444

5555

6666

【重要】■デジタル化に伴う画質の劣化の保証はいたしません。■細心の注意を払ってお預かりいたしますが、お客様よりの配送中を含む、弊社間
作業中・配送中の事故によって、起きたデータの損失に関しましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。■万一、機器の故障、劣化に
より、お預かりしたメディアが破損・データの損失をした場合にも責任は負いかねますので、予めご了承ください。■著作権法・公序良俗に反する映
像等が納められたメディアはお取り扱いできませんので、予めご了承ください。■お預かりいたしました本数に対して、変換できない場合や別途オ
プションなどの追加により、ご予算が変更になる場合がありますのでご了承下さい。■製作したＤＶＤは、一般のプレーヤーで再生可能な形式で記
録いたしますが、ごく一部のプレーヤーで互換性が取れず、再生できない場合がございます。ご了承ください。■作成したデータに関しましては、再
生テスト後お渡しいたしますので、使用後の保証はいたしません。■作業中テープの劣化等による、テープ切れが発生する場合がございます。そ
の場合修復をさせていただきますが、元の映像を保証するものではございません。■映像・音声は再生テストの際に確認いたしますのでご了承く
ださい。■映像の保存期間は14日間です。その後弊社責任にて消去いたします。■保証期間は返却後7日間です

ご注文時の送付先

電話電話電話電話　　　　////　　　　メールメールメールメール
（（（（どちらかにどちらかにどちらかにどちらかに○○○○をををを付付付付けてけてけてけて下下下下さいさいさいさい））））

9999

7777

8888

((((5555))))ページページページページ

10101010
備考欄備考欄備考欄備考欄((((オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込やややや、、、、記入記入記入記入しきれないしきれないしきれないしきれない場合場合場合場合やややや金額金額金額金額のののの計算計算計算計算・・・・注意点注意点注意点注意点などにおなどにおなどにおなどにお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。))))

キャンペーンコード

ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ブルーレイブルーレイブルーレイブルーレイ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤにににに印字印字印字印字するするするするタイトルタイトルタイトルタイトル名名名名



おおおお申込日申込日申込日申込日 年年年年 月月月月 日日日日

サマ　　 お電話番号

携帯電話

《お客様情報について》
出荷検品上、お預かりいたしました映像・音声・写真・その他の内容は確認させていただきますのでご了承ください。

株式会社ユニットコムの個人情報の取り扱いに関しては、別途当社の定めるプライバシーポリシーの内容に準じます。

株式会社株式会社株式会社株式会社ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....unitcomunitcomunitcomunitcom....cocococo....jpjpjpjp////infoinfoinfoinfo////privacyprivacyprivacyprivacy....htmlhtmlhtmlhtml

焼焼焼焼きききき増増増増しししし枚数枚数枚数枚数
ケースタイプケースタイプケースタイプケースタイプ

トールトールトールトール////ジュエルジュエルジュエルジュエル
盤面盤面盤面盤面デザインデザインデザインデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし
ジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし 文字色文字色文字色文字色  プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント包装包装包装包装

※お客様へ　　上記内容及び利用規約をご確認の上、サインお願いいたします。

〒556-0005

　大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

　　㈱　　㈱　　㈱　　㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

備考欄備考欄備考欄備考欄((((オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込やややや、、、、記入記入記入記入しきれないしきれないしきれないしきれない場合場合場合場合やややや金額金額金額金額のののの計算計算計算計算・・・・注意点注意点注意点注意点などにおなどにおなどにおなどにお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。))))

19191919

20202020

【重要】■デジタル化に伴う画質の劣化の保証はいたしません。■細心の注意を払ってお預かりいたしますが、お客様よりの配送中を含む、弊社間
作業中・配送中の事故によって、起きたデータの損失に関しましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。■万一、機器の故障、劣化に
より、お預かりしたメディアが破損・データの損失をした場合にも責任は負いかねますので、予めご了承ください。■著作権法・公序良俗に反する映
像等が納められたメディアはお取り扱いできませんので、予めご了承ください。■お預かりいたしました本数に対して、変換できない場合や別途オ
プションなどの追加により、ご予算が変更になる場合がありますのでご了承下さい。■製作したＤＶＤは、一般のプレーヤーで再生可能な形式で記
録いたしますが、ごく一部のプレーヤーで互換性が取れず、再生できない場合がございます。ご了承ください。■作成したデータに関しましては、再
生テスト後お渡しいたしますので、使用後の保証はいたしません。■作業中テープの劣化等による、テープ切れが発生する場合がございます。そ
の場合修復をさせていただきますが、元の映像を保証するものではございません。■映像・音声は再生テストの際に確認いたしますのでご了承く
ださい。■映像の保存期間は14日間です。その後弊社責任にて消去いたします。■保証期間は返却後7日間です

ご注文時の送付先

2222枚目以降枚目以降枚目以降枚目以降にもにもにもにもサインサインサインサインをおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします

13131313

18181818

15151515

16161616

14141414

申込内容番号申込内容番号申込内容番号申込内容番号

12121212

メモリアーカイブご注文フォーム   (受注センター専用)　2枚目

ごごごご依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄

11111111

おおおお名前名前名前名前
様様様様　　　　

　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　

フリガナ (　　　　　　)　　　　　　　　　-　　　　　　

((((6666))))ページページページページ

17171717

価格表項目（メニュー）

⇒⇒⇒⇒

キャンペーンコード

ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ブルーレイブルーレイブルーレイブルーレイ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤにににに印字印字印字印字するするするするタイトルタイトルタイトルタイトル名名名名

ごごごご依頼内容依頼内容依頼内容依頼内容



おおおお申込日申込日申込日申込日 年年年年 月月月月 日日日日

サマ　　 お電話番号

携帯電話

《お客様情報について》
出荷検品上、お預かりいたしました映像・音声・写真・その他の内容は確認させていただきますのでご了承ください。

株式会社ユニットコムの個人情報の取り扱いに関しては、別途当社の定めるプライバシーポリシーの内容に準じます。

株式会社株式会社株式会社株式会社ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　httphttphttphttp://://://://wwwwwwwwwwww....unitcomunitcomunitcomunitcom....cocococo....jpjpjpjp////infoinfoinfoinfo////privacyprivacyprivacyprivacy....htmlhtmlhtmlhtml

焼焼焼焼きききき増増増増しししし枚数枚数枚数枚数
ケースタイプケースタイプケースタイプケースタイプ

トールトールトールトール////ジュエルジュエルジュエルジュエル
盤面盤面盤面盤面デザインデザインデザインデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし
ジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザインジャケットデザイン

ありありありあり////なしなしなしなし 文字色文字色文字色文字色  プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント包装包装包装包装

※お客様へ　　上記内容及び利用規約をご確認の上、サインお願いいたします。

〒556-0005

　大阪府大阪市浪速区日本橋4-15-17 4F

　　㈱　　㈱　　㈱　　㈱ユニットコムユニットコムユニットコムユニットコム　　　　アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ大阪大阪大阪大阪センターセンターセンターセンター宛宛宛宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TELTELTELTEL：：：：0570057005700570----066066066066----624624624624

ご注文時の送付先

((((7777))))ページページページページ

備考欄備考欄備考欄備考欄((((オプションオプションオプションオプションのののの申込申込申込申込やややや、、、、記入記入記入記入しきれないしきれないしきれないしきれない場合場合場合場合やややや金額金額金額金額のののの計算計算計算計算・・・・注意点注意点注意点注意点などにおなどにおなどにおなどにお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。))))

【重要】■デジタル化に伴う画質の劣化の保証はいたしません。■細心の注意を払ってお預かりいたしますが、お客様よりの配送中を含む、弊社間
作業中・配送中の事故によって、起きたデータの損失に関しましては責任を負いかねますので、予めご了承ください。■万一、機器の故障、劣化に
より、お預かりしたメディアが破損・データの損失をした場合にも責任は負いかねますので、予めご了承ください。■著作権法・公序良俗に反する映
像等が納められたメディアはお取り扱いできませんので、予めご了承ください。■お預かりいたしました本数に対して、変換できない場合や別途オ
プションなどの追加により、ご予算が変更になる場合がありますのでご了承下さい。■製作したＤＶＤは、一般のプレーヤーで再生可能な形式で記
録いたしますが、ごく一部のプレーヤーで互換性が取れず、再生できない場合がございます。ご了承ください。■作成したデータに関しましては、再
生テスト後お渡しいたしますので、使用後の保証はいたしません。■作業中テープの劣化等による、テープ切れが発生する場合がございます。そ
の場合修復をさせていただきますが、元の映像を保証するものではございません。■映像・音声は再生テストの際に確認いたしますのでご了承くだ
さい。■映像の保存期間は14日間です。その後弊社責任にて消去いたします。■保証期間は返却後7日間です

2222枚目以降枚目以降枚目以降枚目以降にもにもにもにもサインサインサインサインをおをおをおをお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします

22222222

21212121

メモリアーカイブご注文フォーム   (受注センター専用)　3枚目

ごごごご依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄依頼主様情報記入欄

おおおお名前名前名前名前

フリガナ (　　　　　　)　　　　　　　　　-　　　　　　

様様様様　　　　
　　　　　　-　　　　　　　　　-　　　　　　

ごごごご依頼内容依頼内容依頼内容依頼内容

申込内容番号申込内容番号申込内容番号申込内容番号 ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ＤＶＤ／ブルーレイブルーレイブルーレイブルーレイ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤ／ＣＤにににに印字印字印字印字するするするするタイトルタイトルタイトルタイトル名名名名

価格表項目（メニュー） キャンペーンコード

25252525

23232323

⇒⇒⇒⇒

24242424

26262626

27272727

28282828

29292929

30303030



メモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブメモリアーカイブ利用規約利用規約利用規約利用規約

1111．．．．適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲
6666．．．．決済方法決済方法決済方法決済方法

本規約は、株式会社ユニットコム（以下「当社」という）が提供するメモリアーカイブサービス（以下、「本サービス」という）の利用に関し、
当社 および全ての利用者に適用されます。全ての利用者は本サービスを利用するにあたり、本規約を誠実に遵守するものとします。 当店では、店頭受付以外、料金の回収業務を当社指定の運送業者に委託しております。納品の際に、現金にてお支払いください。
本利用規約本文の他に、個別サービス毎に規定される個別規定、当社がその都度別途ご案内する追加規定、 および今後ご提供する 利用者は、当社の提供するサービスに関連した支払いに関して、立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した
新サービス毎に規定・ご案内する個別規定等も、名目の如何にかかわらず、本利用規約の 一部を構成するものとします。 場合、当該当事者間で解決するものとします。
本利用規約と個別規定または追加規定等が異なる場合には、個別規定または追加規定等の定めが優先して 適用されるものとします。

7777．．．．おおおお客様客様客様客様からのからのからのからの発送発送発送発送
2222．．．．変更変更変更変更およびおよびおよびおよび追加追加追加追加

利用者による物品の発送料金は、当社サービス項目に沿って無料になる場合を除いて、利用者にて支払いを行うものとします。
当社は本規約の内容を利用者の承諾なく、適宜変更および追加できるものとします。 到着品の破損等による損害賠償の責任は負いません。（荷造りにはご注意ください）
本サービスの内容は、当社がその時点で合理的に提供可能なものとします。
当社は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の一部または全部の変更、追加および廃止を 8888．．．．配送配送配送配送のののの遅延遅延遅延遅延
することができるものとします。

当社は、迅速な配送ができるように努めておりますが、天災、システムトラブル、その他予期せぬ事態により配送が遅延する事が
3333．．．．サービスサービスサービスサービスのののの利用利用利用利用 あります。これに関して直接的および間接的にご利用者または第三者に発生した損害について、いかなる責任も負いません。

利用者は、本サービスを利用して商品またはサービスを購入することができます。 9999．．．．送付等送付等送付等送付等のののの行為行為行為行為
利用者は、当社が指定する方法に従って商品またはサービスを注文するものとします。
利用者が本サービスを利用して購入する商品およびサービスの当社との売買契約は利用者からの注文に対して当社が承諾通知を 当社は、利用者に対して、本サービスの利用実績に基づき、ダイレクト電子メール、ダイレクトメール、催物の案内、宣伝印刷物、
利用者宛に発信した時点で成立するものとします。 その他の情報を送付あるいはその他の方法により提供する場合があります。ただし、当社が定める所定の手続き方法に従えば、
当社は、前項に関らず利用者が本サービス利用に関して不正行為等があった場合、当社は売買契約を取消しもしくは解除、その他 利用者はかかる行為を中止することができます。
適切な措置を取ることができるものとします。
本サービスの商品およびサービスの配送は日本国内で当社の配送手配が可能な場所に限ります。（一部離島等、当社指定の運送 10101010．．．．免責事項免責事項免責事項免責事項
業者にて代金引換サービスの利用が出来ない地域への配送はお受けできません。）

・社会的騒擾その他の事変又は強盗。
4444．．．．サービスサービスサービスサービスのののの保証保証保証保証 ・不可抗力による火災。

・予見できない異常な交通障害。
　　1.サービス以外の特種なダビング・コピーはお受けできません。 ・地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災。
　　2.DVD1枚で2時間までの録画となります。2時間を越える録画の場合、複数枚に分けて録画させていただくか、お客様からの要望が ・法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し。
     あった場合のみ画質を落として録画させていただきます。
　　3.コピーしたビデオテープ、DVD-R、データ形式ファイルの画質劣化の保証は致しません。 11111111．．．．責任責任責任責任のののの制限制限制限制限
　　4.コピーは、一般のDVDプレーヤーで再生可能なDVD-R方式での記録になります
　　5.ごく一部のDVDプレーヤーでは互換性が取れず再生できない場合がございます。ご了承ください。 　　1.本サービスの情報、価格、見積り、請求書を含む全ての情報について、当社はその正確性または完全性等について保証を行う
　　6.お客様よりの配送中を含む、当社間配送中又は作業中の不慮の事故によって起きたメディアの破損やデータの損失には、責任を 　　　ものではありません。誤りまたは記述漏れがある場合は当社は修正することができます。この場合、お客様が損害を被ったとしても、
　　　負いかねますのであらかじめご了承ください。特に、古いテープメディアにつきましては、劣化により作業中にテープの切断や      当社はその如何なる責任も負うものではありません。
     巻き込みが発生する場合があります。その場合にも責任は負いかねますのでご了承ください。 　　2.当社ウェブサイトの利用、納品後商品の使用、不使用から直接または間接的に生じたデータもしくはソフトウェアの損壊又は破損を

　　7.著作権に触れるもの、たとえば市販されている映像、音楽等、著作権法に抵触するおそれのあるコンテンツ（TV映像、音楽、データ 　　　含むいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。また、当該損害の可能性が当社に通知されていた場合におい
　　　等の収録物）、あるいは成人向けコンテンツ、公序良俗に反するもの、その他法令に違反するおそれのあるコンテンツについては、      ても、発生した直接的、間接的不慮、特別、または派生的な損害について当社はお客様に如何なる責任も負うものではありません。
     お取り扱いをお断りする場合や、著作権複製許諾証明書のご提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。 　　3.当社はお客様がご購入した本サービスによりお客様の利用目的の達成を何ら保証するものではありません。

　　8.テープの保存状態が悪く、こちらで録画ができないと判断したものは着払いにて返却させていただきます。 　　4.当社ウェブサイトの情報もしくはシステム等がお客様のハードウェア環境、ソフトウェア環境、通信環境の事情により正しく閲覧でき
　　9.トラッキングなどが著しくずれており、調整を行っても正常に再生出来ない場合は着払いにより返却させていただきます。 　　 ない場合があります。当社はこれらを保証するものではありません。　この場合、お客様が損害を被ったとしても、当社はその如何なる
　　10.ダビング・コピーした商品は再生テスト後出荷いたしますので使用後の保証は致しません。   責任も負うものではありません。
　　11.当社で取扱うminiDVは原則としてSPモードで録画されたものになります。LPモードで録画されているminiDV、又は機器の特性上の互換性により

　　　一部取り扱いできない場合がございます。この場合は、着払いにより返却させていただきます。 12121212．．．．損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償
　　12.上記理由により、すべてご注文がお受け出来ない場合は、着払いにより返却させていただきます。また、ご注文の一部がお受け

     出来ない場合は、ご注文商品発送時に、同梱して返却させて頂きます。 当社はいかなる場合にも、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害に
　　13.サービスの見積、ご予算を含む金額は仕上がりの本数、別途オプション追加の必要性によって変化する場合があります。 ついては、責任を負わないものとします。
　　14.サービスは、運営上出荷検品を行いますので、お預かりいたしました音声・映像は当社にて確認致します。
　　15.デジタル化した映像の当社保管期間は14日間とさせて頂きます。保管期間経過後に、当社責任にて消去いたします。 13131313．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護
　　16.作成したデータ及びメディアの保証期間はお客様のお受取日より7日間です。但し、保証対応を行う際、再度元メディアをお預かりする
　　　　場合があります。 当社は、利用者の個人情報を、適切に取扱うものとします。 個人情報の取扱いに関しましては当社が別途定めます「個人情報保護」に

準拠いたします。
5555．．．．サービスサービスサービスサービスのののの利用中止利用中止利用中止利用中止

14141414．．．．準拠法準拠法準拠法準拠法
1.当社は、次の場合、利用者サービスの利用の全部または一部を中止することがあります。

・当社の利用者サービス用設備の保守上やむを得ない場合。 本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
・第一種及び第二種電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合。
・ 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。 15151515．．．．管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所管轄裁判所
・ 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
・戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。 本サービスに関連して利用者と当社の間で問題が生じた場合には、利用者と当社で、誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
・その他、運用上、技術上で当社がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 前項の規定にもかかわらず、協議しても解決しない場合は、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

2.当社は、前項の規定に関わらず本サービスの利用の全部または一部を中止するときは、本サイト上で利用者各位に提示することに
  より、いかなる場合であっても中止することができるものとします。
3.前2項の本サービスの提供の中断または停止に伴い、利用者に不利益や損害が発生した場合でも、当社はその責任を負わない
  ものとします。 平成22年6月1日改定
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