ガラス⼯芸材料の⼀般向け⼩売販売開始のご案内
拝啓
時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。このたびは、商品販売についてのお問い合わせを賜りまことにありがとうございま
す。
さて、ここ数年の⽇本のガラス⼯芸市場における材料の多様化は⽬をみはるものがあり、ステンドグラス、吹きガラス、キルンワーク、
バーナーワーク、サンドブラストなどの各カテゴリーでは、⾮常に多くの製品が国内の材料卸問屋により扱われるようになりました。
また、加⼯加飾技法の選択肢が広がったことにより、材料とともにそれらに使⽤する特殊な⼯具などの扱いも開始され、材料を商う
ものは、ユーザーからノウハウやソフトウェアなども同時に要求されるようになってまいりました。
しかしながら、材料や技法が多種多様になってゆく反⾯、それらの材料やソフトウェアを扱う⼩売店舗は必ずしも⼗分とは⾔えず、
卸業者には、取扱販売店の問い合わせや近辺で⼊⼿ができないなどの相談、また材料や加⼯⽅法の相談が、ガラス⼯芸愛好者か
ら多く寄せられるようになり、⾮常に多くの⽅々が材料や情報の⼊⼿に困っていらっしゃる実情がわかってきました。
これらユーザーの⽅々のご不便を解消するため、弊社ではガラス⼯芸材料の卸⼤⼿であります、がらすらんど株式会社と業務提携
し、⼀般向けのカタログ通信販売とインターネット販売の業務を⾏っております。
今後とも、問屋とユーザーの橋渡し役として、ガラス愛好家の⽅々のお役に⽴てれば幸いでございます。
なにとぞ皆様よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。
敬具
東京グラスワークサービス株式会社
ガラス⼯芸材料ネットショップ「グラストレック・オンライン」
担当 伏⾒ 尚之
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カタログ通販システム と ネットショップ「グラストレック・オンライン」のご案内
東京グラスワークサービス(株)は、ガラス⼯芸材料を専⾨に扱い販売しております。
これからガラス⼯芸を始められる初⼼者の⽅から⼯房主宰者様などプロの⽅まで、どなたでも必要な材料を、カタログ、またはネットショップ
「グラストレック・オンライン」から選んでお求めいただけます。
フュージング⽤材料、ステンドグラス材料、吹きガラス⽤カラーやバーナーワーク⽤ガラス、耐⽕⽯膏など、⼀般⼩売店では⼊⼿が難しいガ
ラス⼯芸全般の商品をそろえてご利⽤をお待ちしております。
総合カタログにつきましては、プロの業者向けの仕様となっておりますので、価格表は別冊にて税別表⽰になっております。
商品や⾊、サイズなどに対しての説明不⾜があるかもしれませんので、ご質問はどうぞご遠慮なく弊社までお問い合わせくださいませ。
また、掲載商品は予告なく価格改定や改廃番などされることがあります。あしからずご了承ください。

営業⽇と営業時間︓
⼟⽇祝⽇、旧盆、年末年始を発送休業⽇とさせていただいております。
お電話受付可能時間は 13︓00 から 19︓00 です。
曜⽇や時間帯、状況によってはメッセージをお預かりする録⾳になっている場合がございます。
お電話につきましては、発送休業⽇でも可能な限り対応させていただきます。
ご遠慮なく担当直通電話 080-6873-8141（1pm-7pm）をご利⽤ください。
メールまたはＦＡＸではご⽤件を２４時間承っております。
発送休業⽇にいただいたご⽤件につきましては翌営業⽇のご連絡となることがございますのでご了承ください。
e-mail

: sales@glasstrek.com

フリーＦＡＸ 0120-18-1405

割引特典︓
メンバー様の割引特典は、現在カタログ通販商品のみの適⽤となっており、ネットショップお買い上げ商品には適⽤になりません。
現在のところメンバー様がインターネットからＷＥＢショップをご利⽤になった場合、メンバー割引は適⽤になりません。メンバー様のご
注⽂時はＷＥＢショップのカートをご利⽤にならないで別途ご注⽂をＦＡＸやメール等でお送りください。
（ネットショップの登録者様とカタログ通販のメンバー様の統合がされた場合はＷＥＢ上でご案内をさせていただきます）

メンバー規約について︓
⼀部内容の追加や改定などの調整が⽣じた際には、ＷＥＢサイト上にてメンバーの皆様に通知させていただきます。
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ガラス⼯芸材料のメンバー制通信販売サービス

グラストレック・クラブ⼊会のご案内（１）
グラストレッククラブ
このたびは、グラストレック・クラブへのお問い合わせをいただきまして、誠にありがとうございます。
このクラブは、弊社の通信販売メンバーサービスです。
ガラス⼯芸愛好家の皆様にとって、ここ数年でますます豊富に選べるようになった材料の種類や材料技法情報の増加は、選択の幅が広
がって嬉しい悩みのタネである反⾯、その⼊⼿⽅法がわからなかったり、詳しい情報が無くて困ってしまうなどの障害にぶつかることもしばしばで
した。
弊社は、それらのユーザー様の悩みを解決するために、登録制の通信販売サービスを開始いたしました。業界随⼀のガラス⼯芸材料総合
販売社として、お役に⽴てることを切望しております。

GlassTrek Club の取扱品
弊社は、プロが使っている材料や⼯具、その情報や使い⽅、ガラス⼯芸の幅広い技法など、ガラス⼯芸に関するあらゆるものを皆様にご
紹介しております。ほとんどすべてのガラス⼯芸技法の関連商品をカバーし、特に電気炉をはじめとするフュージング関連商品に⻑じており
ます。
取り扱っている代表的な商品は次の表のとおりです。そのほかホームページやカタログに無いものでも、何なりとお問い合わせくだされば、対
応させていただきます。特に太字商品は、他店でご満⾜いかなかった⽅にもきっとご満⾜いただける⾃信のカテゴリーです。

クグラー、ギャファー、ライヘンバッハ等吹きガラス用色材

バーナーワーク⽤保護メガネ各種

ステンドグラス用色板ガラス

モレッティ板ガラス、ミルフィオリ

小型から大型までの電気炉

ステンドグラス⽤各種素材

ブルズアイ、システム 96、各種フュージング用ガラス

各種研磨用工具消耗品

ハンダ、薬品、銅テープなど

各種エナメル、グリザイユ等の顔料

キルンワーク用品

ステンドグラス⽤各種⼯具

ダイクロガラス多種（板、棒材）

サンドブラスト⽤品

ステンドグラス向けパーツ各種

⾦箔等貴⾦属材料

各社吹きガラス⼯具

ランプベース 300 種

バーナーワーク⽤バーナーなど

他ガラス⼯芸⽤⼯具部材

他、各種ガラス素材
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グラストレック・クラブ⼊会のご案内（２）
⼊会資格と年会費など
グラストレッククラブは満 18 歳以上のガラス⼯芸愛好家で、材料がご⼊⽤な⽅ならどなたでもご⼊会いただけるガラス⼯芸材料の通信販
売サービスです。
（ガラス⼯芸教室⼯房を営まれている⽅、ＧＥＮ加⼊校でガラス⼯芸を専修している学⽣または卒業後３年以内の⽅は、申込書と
同時に FAX またはメール添付画像にて事業を証明できるものや在学を証明できるものをお送りください。ご不明な点は営業担当直通
080-6873-8141 までお問い合わせください）
⼊会⾦や年会費は頂戴しておりません。ご⼊会に際し総合カタログをご購⼊いただいております。その場合には税別￥10,000 以上商
品お買い上げ時にご利⽤いただけるカタログ代⾦（⾦額はお申込書記載です）分のクーポンが同梱されております。（クーポンは有効期限３カ
⽉、ネットショップではご利⽤いただけません）

メンバー様割引
ガラス⼯芸ネットショップ「グラストレック・オンライン」では、ＷＥＢ掲載の商品などから、どなたでもご注⽂いただくことができます（H29.12
現在、約 1200 アイテムがオンラインショッピング可能です）。
しかし、⼊会していただくと、総合カタログで取扱商品すべてがご覧になれるほか、下の割引特典をご利⽤いただけます。お客様のニーズに
合わせたサービスなどのためにも、是⾮ご⼊会の上でのご利⽤をお勧めいたします。


カタログ通販お買い上げ商品が 3％オフ︕（送料等、セール該当品や⼀部の特殊商品は除外されます）

お得意様割引︓年間お買い上げ額によって、さらに有利な割引制度があります


年間通販お買い上げ額￥200,000 以上で→プレミア・メンバー（メンバー割引が 8％）



年間通販お買い上げ額￥500,000 以上で→ゴールド・メンバー（メンバー割引が 15％）

算定基準、有効期限につきましては、メンバー規約をご参照ください

メンバー様ご注⽂⽅法
カタログから商品を選んでいただいて、ご注⽂いただけます。ご注⽂いただいた商品は国内の倉庫から出荷され、3〜10 営業⽇程度で皆
様のお⼿元にお届けいたします。
ご注⽂は、e メール、FAX、郵送の⽅法で承ります。間違い防⽌のため、お⼿元と弊社の双⽅に記録が残る⽅法でのご発注をお願いして
おります。カタログ商品でご不明な点などありましたらお知らせください。
価格、送料、ご決済⽅法など、実際のご購⼊の詳細につきましては、登録後にご利⽤の⼿引きを送付申し上げます。
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グラストレック・クラブ⼊会申込書(1)＜申込書は２ページあります＞
東京グラスワークサービス株式会社⾏

別紙メンバー規約と下記「カタログ費⽤と送付⽅法について」の内容を承諾し、⼊会の申し込みをします



ご返送はＦＡＸ0120-18-1405 または郵便にてお願いいたします。



カタログの送付方法をご指定ください

枠内をご記⼊ください

（どちらかにマルをつけてください。郵送でご返送いただいた分やマル囲みご指⽰がない場合は①の⽅法でお送りになります）
①

通常便（全国⼀律￥1,680 でお送りいたします。毎週⼟曜までに当社に届いたお申込みを翌週⾦曜⽇までに出荷いたします）

② お急ぎ便（発送地域により送料の割り増し加算があります。ＦＡＸのみの受付で翌々営業⽇までに発送いたします）
割増加算後の代引き⾦額(クーポンは￥1,680 のままです)
岩⼿・秋⽥・⻘森、近畿各県＝￥2,100、中国各県＝￥2,300、四国各県＝￥2,300
九州各県・北海道＝￥2,400、沖縄＝￥2,500

年

⽉

⽇

関東など前記該当しないところ＝￥2,000

どなたかメンバー様からのご紹介によってお申込みいただく場合は、差し⽀えなければこちらにそのメンバー様お名前とお
住まいの地域（市区町村まで）をご記⼊ください

1. お客様名

メンバー名

住所（市区町村まで）

フリガナ

性別

おなまえ

男・⼥

⽣年⽉（⽇はご無⽤です）

⻄暦

年

⽉

2. ご住所（原則としてご⾃宅での登録となります。勤務先などでの登録の際は弊社までご連絡ください）

〒□□□ｰ□□□□

3. 連絡先
電話番号または携帯番号

（

）

－

FAX 番号

（

）

－

e メールアドレス

＠

カタログ代⾦と送付⽅法について


カタログはご⼊会時点での最新のものをお送りいたします



カタログは上段でご指定いただいた⽅法での代⾦引換便にてお送りいたします。費⽤として表記⾦額を配達時に申し受けます。
これは送料、諸⼿数料、カタログ代を含んでおります
Apr.2018 改定

このページもご記⼊ください

グラストレック・クラブ⼊会申込書(2)
１枚⽬にご記⼊いただいたお客様名をここにご記⼊ください

お客様に最適なご案内をさせていただくため、以下の設問にお答えください
1.主に楽しんでいる⼯芸のジャンルはどれですか︖

選択肢欄

右欄から選んで番号を 2 つまでお書きください

1）ステンドグラス（主にカパーフォイル）
２）ステンドグラス（主に鉛線）

2.そのほかに、なさっている⼯芸はありますか︖
あればいくつでも右欄から選んで番号をお書きください

３）グラスフュージング
４）パートドヴェール（キャスティング含む）
５）エナメルなど絵付け
６）バーナーワーク（酸素を使わない）

3.現在、教室などで習われているガラス⼯芸があれば
主なもの２つまで右欄から選んで番号をお書きください
4.近い将来やってみたい、または興味のあるガラス⼯芸のジャンルがあれば
その中で希望の強いものを３つまで右欄から選んで番号をお書きください

７）バーナーワーク（酸素バーナー）
８）吹きガラス
９）サンドブラスト
10）グラスリッツェン
11）ガラスモザイク
12）その他のガラス⼯芸
13）陶芸、セラミックアート

ご記⼊ありがとうございました。


ご記⼊いただいた内容については、個⼈情報保護法の定めに従い、お客様への出荷や情報提供など弊社でのサービスにのみ使⽤し、固く秘守することをお約束いたし
ます。



申込書（２ページとも）が弊社に到着しだい、カタログ、ご注⽂⽅法など必要資料を所定納期にて送付させていただきます

申込書送付先︓

郵送

114-0014 東京都北区⽥端 5-7-8 北野ビル 1Ｆ
東京グラスワークサービス(株)グラストレッククラブ係

FAX

0120-18-1405

※PDF または JPEG でメールに添付していただいても結構です。
Apr.2018 改定

グラストレッククラブ メンバー規約
第 1 条 規約
1.

本規約は東京グラスワークサービス株式会社（以下当社）が提供するメンバー制通信販売のグラストレッククラブサービス（以下メンバーサービス）を次条規定のメン
バー（以下メンバー）が利⽤する場合に適⽤します

2.

当社は、メンバーの事前の承諾なしに本規約及びメンバーサービス内容を変更できるものとします

3.

前項の変更につき、当社はメンバーに対し、当社が適当と判断する⽅法でその変更について必要事項を通知します

第 2 条 メンバー
1.

メンバーとは、以下のいずれかに該当するものをいいます
① 当社所定の⼊会⼿続きをして承認された 18 歳以上の個⼈
② 当社所定の⼊会⼿続きをして承認された法⼈
③ その他当社が特に承認した個⼈または法⼈

2.

⼊会費年会費は無料とします

3.

メンバーが当社に⼊会の申し込みをした時点で、メンバーは本規約を承諾したものとみなします

4.

登録の事実の確認は初回取引時に発⾏するメンバーカードにより⾏います H16.11 削除

5.

メンバーの名義を他者に貸与することはできません

6.

同⼀メンバーの重複登録はできません

7.

メンバーは、メンバーの所有する権利や義務を第三者に譲渡したり、担保に供するなどの処分⾏為はできません

8.

当社が、申込者をメンバーとして登録することを不適当と判断した場合、メンバー登録を⾏わない場合もあります。また、登録後でも登録の取り消しを⾏う場合がありま
す

9.

メンバーはメンバー⾃⾝の意思で⾃由に退会することができます

第 3 条 メンバーサービス
1.

メンバーは、所定のメンバー特典を受ける権利を有します

2.

当社は、次表に掲げるメンバーの年間取引額により、さらに優遇された所定の追加特典をメンバーに付与します

3.

年間通販取引額（消費税別）

メンバーシップ名

￥200,000 以上

プレミア・メンバー

有効期限
１年間

￥400,000 以上

ゴールド・メンバー

１年間

前項の優遇特典についての年間取引額の算定年度は１⽉１⽇より１２⽉３１⽇までの１年間とし、有効期限の年度は算定年度の翌年度の２⽉１⽇より１⽉
３１⽇までの１年間とします

4.

当社は、プレミア、ゴールドの両メンバーに対して、有効期限を定めた特別のメンバーカードを発⾏いたします

5.

年間取引額の算定は、メンバーシップ個々に対して⾏われ、複数のメンバーの取引額を合算することはできません

第 4 条 登録情報と守秘義務
1.

登録情報は当社が所有いたします

2.

メンバーは登録した内容の開⽰を求めることができ、登録情報に誤りがある場合、変更が⽣じた場合、メンバーが速やかに当社に通知するものとします

3.

当社は、メンバーに対する宣伝広告などの通信連絡の⽬的においては、メンバーに事前の承認を得ることなく、登録情報等を利⽤できるものとします

4.

当社が必要と認めた場合、書⾯でメンバーに登録内容の確認を⾏う場合があります

5.

当社は個⼈情報保護法の定めに従って登録情報についての守秘義務を負い、法の定めによる場合を除いて、メンバー本⼈の了承なく第三者に提供しないものとしま
す

第 5 条 メンバーの禁⽌⾏為
メンバーによる以下に該当する⾏為、またはその恐れのある⾏為は禁⽌します
1.

法令に違反する⾏為や公序良俗に反する⾏為

2.

他のメンバー⼜は第三者を誹謗、中傷する⾏為

3.

他のメンバー⼜は第三者の著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する⾏為

4.

当社の事業及びサービスの運営を妨害する⾏為

5.

当社が承認していない営業⾏為、営利を⽬的とした情報提供を他のメンバーに対して⾏う⾏為

6.

虚偽の申告事項による登録

7.

その他、当社が不適当と判断する⾏為
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第 6 条 メンバー登録の抹消
以下のいずれかに該当する場合は、当社は、メンバーに事前に通知することなくメンバー登録を抹消することができるものとします。
1.

メンバーが本規約に違反したと当社が判断した場合

2.

メンバーに対し、電話、FAX、電⼦メール等による連絡が取れなくなった場合

3.

メンバーの登録住所に宛てた郵便物があて先不明で当社に返送された場合

4.

メンバーに対して出荷された荷物が⻑期間受取不能になった場合

5.

その他、当社が不適当と判断した場合

第 7 条 サービス内容の変更、中⽌、中断
1.

以下に掲げる事由によってサービスを⼀時中断する場合があります
① 天災、戦争、騒乱、労働争議などのやむをえない事情の場合
② その他当社が運営上または技術的にサービスの中断が必要と判断した場合

2.

当社はメンバーの事前承認を得ることなく、サービスの内容を変更、または中⽌することがあります

3.

上記各号により、サービス内容の変更、中⽌、中断を⾏う場合には、事前事後にかかわらず当社が適当と判断する⽅法でメンバーに通知するものとします

第 8 条 免責事項
以下に掲げる各号によってメンバーまたは第三者に不利益や損害が発⽣した場合、当社はその責任を負わないものとします
1.

前条によるサービスの変更、中⽌または中断

2.

メンバー資格の抹消に伴って⽣じたサービスの中⽌または中断

3.

メンバーが本規約に定める事項に反した場合

4.

通信、運送、郵便事情等による商品の不達遅配や情報の遅延など

第 9 条 準拠法令等と専属的合意管轄裁判所
1.

このメンバー規約に関する準拠法は⽇本法とします

2.

本規約に定めの無い事項に関して疑義が⽣じた場合は、メンバーと当社の双⽅が誠意を持って解決にあたることとします

3.

当社およびメンバーは、当社とメンバーの間で本規約に関連して万⼀訴訟の必要が⽣じた場合は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに
合意します

以上
（付則）
この規約は 2003 年 4 ⽉ 4 ⽇から実施します
平成 16 年 11 ⽉ 1 ⽇改定
平成 17 年 9 ⽉ 1 ⽇改定（太字部分加⼊）
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