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1 ・ 2

お申込日

【宅配先情報】 宅配先の情報をご記入ください。

● 使用目的　使用目的に○をつけてください。

【お申込みの方】 （ご利用明細書送付先）の情報をご記入ください。

※1 タンクの特徴、設置場所・宅配先の目印等をご記入ください。　　　　※2 宅配希望日、時間、事前連絡等の希望は受けかねます。
※3 ポリ缶への不在給油も保管場所が明確な場合､お受けすることが可能となります。

※1 ひとつのパターンで週・月単位両方を選択できません。　※2 月単位は毎月選択日頃に宅配いたします。
※3 秋冬期間の目安は11月～3月、春夏期間の目安は4月～10月です。　※4 お客様の注文状況に合わせ、周期の見直しをおこなう場合がございます。

（姓） （名）
様

〒 －

宅　配　先

冬のみ　　通年　注文方法は週単位、月単位のいづれかをお選びください。

※会員登録申請後、従業員が記入します。灯油会員番号年 月 日

ダイユーエイト灯油宅配会員申込書
私は下記同意事項に同意の上､ダイユーエイト灯油宅配サービスの申込をします。

［同意事項］　同意されました事項につきまして、□の中にレ点をご記入ください。
□1．灯油宅配会員申込書裏面記載の「ダイユーエイト灯油宅配会員規約」に同意します。
□2．お申込みの方が、反社会的勢力（暴力団等）である場合、または反社会的勢力（暴力団等）と密接な関係がある場合、もしくはそれらの恐れがある場合、会員登録資格を抹消することができます。
□3．お申込みの方の個人情報は灯油宅配サービスおよび当社グループの商品サービスに関する案内をするために利用し、それ以外の目的で利用はしません。

法令等に基づく正当な理由がある場合を除き、第三者に開示することはありません。

店コード

※宅配先が1カ所の場合「1」に○をつけます。
　宅配先が2カ所の場合「2」に〇をつけ世帯主名、
　住所、電話番号を記入します。

フリガナ
世　帯　主　名（姓） （名）

様

フリガナ
お　　名　　前

左記会員住所に宅配する （この場合、ご住所・電話番号欄の記入は不要です。）
上の□にチェックを入れてください

ご　　住　　所

電話番号　（　　　　　　）　　　　　　　－

連 絡 先　（　　　　　　）　　　　　　　－

〒 －
ご　　住　　所

電話番号　（　　　　　　）　　　　　　　－

連 絡 先　（　　　　　　）　　　　　　　－

※アパート・団地等、2階以上への宅配はお受け出来ません。
　一部可能エリアにつきましては、別途料金が発生いたします。

①ボイラー　　②床暖房　　③FF式暖房　　④ファンヒーター・ストーブ　　⑤業務用　　⑥融雪（屋根、駐車場）　　⑦農業用ハウス　　⑧その他（　　　　　　　）
※1台でもボイラー用がある場合は①ボイラーを選択してください。　　※⑦農業用ハウスを選択されたお客様は､注文配送のみ承ります。

● 給 油 量　給油容器（容量）に○をつけてください｡　（3）（4）容量は最大注文数をご記入ください。

● 伝達事項 

● 宅配方法 

※1 給油数量の指定はできません。
※2 ポリ缶への最低給油数量以下のご注文は
　　お受けできません。

(1) オイルタンク1台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
　　④（　　　　　　　　ℓ）
(2)ドラム缶
(3)ポリ缶（　　　　　　 ℓ）
(4)その他（　　　　　　 ℓ）

(1) オイルタンク2台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
　　④（　　　　　　　　ℓ）
(2)ドラム缶
(3)ポリ缶（　　　　　　 ℓ）
(4)その他（　　　　　　 ℓ）

(1) オイルタンク3台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
　　④（　　　　　　　　ℓ）
(2)ドラム缶
(3)ポリ缶（　　　　　　 ℓ）
(4)その他（　　　　　　 ℓ）

タンクの位置･ポリ缶保管場所･宅配先の目印等の連絡記入欄

（1）定期宅配　　（2）注文宅配
※定期宅配を選択した場合、
　希望宅配周期もご記入ください。

● 宅配開始日
（1）初回配送あり（最短で）　　（2）初回配送なし　　（3）(　　　　　) 年 (　　　　　) 月 (　　　　　) 日頃に配送希望
※お申込みから最短3営業日以内、地域ごとに決められた曜日がある場合は曜日に準じて宅配いたします。

【周期記入欄】
周期パターン1：（　　　）月～（　　　）月
(週単位) ①1週
 ②2週
 ③4週（約1ヶ月）
 ④9週（約2ヶ月）
 ⑤13週（約3ヶ月）

(月単位) ①5日頃
 ②10日頃
 ③15日頃
 ④20日頃
 ⑤25日頃
 ⑥30日頃（月末）

周期パターン2：（　　　）月～（　　　）月
(週単位) ①1週
 ②2週
 ③4週（約1ヶ月）
 ④9週（約2ヶ月）
 ⑤13週（約3ヶ月）

(月単位) ①5日頃
 ②10日頃
 ③15日頃
 ④20日頃
 ⑤25日頃
 ⑥30日頃（月末）

希望宅配周期
（定期宅配のみ）

①（送　信　用）

店舗CD 店 舗 名 受 付 者 送 信 者 入 力 者
宅配受付センター使用欄

入力確認者 確 認 者
店舗使用欄
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(1) オイルタンク1台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
　　④（　　　　　　　　ℓ）
(2)ドラム缶
(3)ポリ缶（　　　　　　 ℓ）
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(1) オイルタンク2台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
　　④（　　　　　　　　ℓ）
(2)ドラム缶
(3)ポリ缶（　　　　　　 ℓ）
(4)その他（　　　　　　 ℓ）

(1) オイルタンク3台目
　　① 90ℓ
　　② 200ℓ
　　③ 490ℓ
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タンクの位置･ポリ缶保管場所･宅配先の目印等の連絡記入欄

（1）定期宅配　　（2）注文宅配
※定期宅配を選択した場合、
　希望宅配周期もご記入ください。

● 宅配開始日
（1）初回配送あり（最短で）　　（2）初回配送なし　　（3）(　　　　　) 年 (　　　　　) 月 (　　　　　) 日頃に配送希望
※お申込みから最短3営業日以内、地域ごとに決められた曜日がある場合は曜日に準じて宅配いたします。

【周期記入欄】
周期パターン1：（　　　）月～（　　　）月
(週単位) ①1週
 ②2週
 ③4週（約1ヶ月）
 ④9週（約2ヶ月）
 ⑤13週（約3ヶ月）

(月単位) ①5日頃
 ②10日頃
 ③15日頃
 ④20日頃
 ⑤25日頃
 ⑥30日頃（月末）

周期パターン2：（　　　）月～（　　　）月
(週単位) ①1週
 ②2週
 ③4週（約1ヶ月）
 ④9週（約2ヶ月）
 ⑤13週（約3ヶ月）

(月単位) ①5日頃
 ②10日頃
 ③15日頃
 ④20日頃
 ⑤25日頃
 ⑥30日頃（月末）

希望宅配周期
（定期宅配のみ）

②（お 客 様 控）

店舗CD 店 舗 名 受 付 者 送 信 者
店舗使用欄



ダイユーエイト灯油宅配会員規約
株式会社ダイユーエイト（以下「当社」といいます）のダイユーエイト灯油宅配サービス（以下「本サービス」といいます）をご利用される方は「ダイユーエイト
灯油宅配会員規約」（以下「本規約」といいます）を事前にご了承のうえ、お申込み下さい。

第１条　定義
　①ダイユーエイト灯油宅配会員（以下「会員」といいます）とは、当社が灯油の宅配を承認した方に対して呼ぶ名称です。
　②本サービスとは、当社が委託する配送業者が、会員の指定した場所へ灯油を宅配し引き渡すサービスです。

第２条　本サービスの内容
１　本サービスは、（１）定期宅配、（２）注文宅配の２通りございます。（農業用ハウス向けの宅配は注文宅配での受付となります。）
　　（１）定期宅配は、会員から都度注文を頂かず、会員登録時に届出た内容にもとづき、定期的に巡回して満タンに給油します。
　　（２）注文宅配は、ダイユーエイト灯油宅配受注センターにて都度注文を受付し、満タンに給油します。
　　このサービスで複数の宅配先を登録されているときは、注文時に給油をする宅配先を指定していただき、給油します。
２　本サービスの内容について、予告なく変更する場合がございます。
３　当社は、前項による本サービス内容変更につき、何ら責任を負うものではありません。

第３条　会員登録
１　本サービスには、会員登録を必要としますので、会員登録希望者は、灯油宅配会員登録を申込み、当社がそれを承認した方が会員となります。
　なお、会員の有効期限は会員登録日から１年とし、脱会のお申出がない場合は、自動更新とします。
２　会員登録希望者が、以下の各号の一つに該当する場合、当社は、会員登録をお断りする場合があります。
　①会員登録の内容に虚偽の事項が含まれていた場合
　②カードのご利用ができない場合
　③宅配実施エリア内に関わらず、道路事情等の理由で宅配が困難と判断された場合
　④過去に本規約に違反したことにより、会員資格の抹消処分を受けた場合
　⑤反社会的勢力（暴力団等）である場合、または密接な関係にある場合
３　変更・解約の届出
　�　会員は、会員登録時に届出た内容に変更が生じた場合又、灯油の利用状況に大幅な変動がある場合および登録解約を希望する場合、速やかに当社に届出なけれ
ばなりません。

　　会員が届出を�怠ったことにより発生した損害について、当社は、一切の責任を負いません。
　①タンク容量、注文方法および宅配周期の内容に変更がある場合は速やかにダイユーエイト灯油宅配受注センターまでご連絡ください。
　②お客様の注文状況に合わせ、宅配周期の見直しを行う場合がございます。
　③会員は、自ら当社へ申し出ることにより会員登録資格を返上することができます。ただし、再び会員登録を行なった場合は再加入とみなします。

第４条　会員登録資格の抹消等
　　会員が以下の各号の一つでも該当する場合、当社は会員に通知することなく、本サービスの利用を停止し、または会員登録資格を抹消することができます。
　①会員登録時に虚偽の内容を記載した場合
　②当社が道路事情等により宅配の継続が困難であると判断をした場合
　③宅配された灯油を公序良俗の範囲外で使用をした場合
　④当社や当社が委託する配送事業者等への暴力行為や破壊行為、威嚇行為など、本サービス業務を妨害した場合
　⑤反社会的勢力（暴力団等）である場合または密接な関係にある場合
　⑥その他当社が会員として不適当であると判断をした場合
　　会員が前項の①～⑥に該当した場合、会員に対し脱会の申し出をすることがあります。

第５条　代金のお支払い
１　代金のお支払いは、クレジットカードによる一括払いとなります。当社店頭で現金の支払いまたは宅配時に現金による集金は一切行いません。
２　代金の締め日および、振替日、支払方法は、登録頂いたクレジットカードの会員規約に基づくものとさせて頂きます。
３　会員に適用される宅配灯油１リットルあたりの単価は、会員申込書を提出した店舗の店頭の宅配灯油の単価となります。
４　宅配灯油１リットルあたりの単価は、会員登録した店舗の店頭、ダイユーエイト灯油宅配のホームページおよびスマホ、ケータイサイトにて告知します。
　　クレジットカード決済の際の請求単価は、月々の宅配価格を適用します。なお、単価は、市況の事情により、予告なく変更となる場合があります。
　�　灯油の所有権は、代金のお支払いが完了するまでは当社が保有しますが、盗難、減量、その他当社の責めに帰すべき事由によらない事故による損害について、
当社は責任を一切負いません。

５　請求内容に過不足があった場合、翌月以降において調整できるものとします。

第６条　納品
１　納品時立会いのときは、給油終了後、会員の受領印またはサインをいただきますが、ご不在のときはこれを省略できる、納品書は、ポスト等へ投函します。
　（ご不在でも給油をいたします。（タンク等が外にある場合、ポリ缶保管場所が明確な場合））
２　納品書のお客様名は、申込時記入の世帯主名を記載します。
３　ご不在のときの給油量等の納品に関して疑義がある場合、速やかにダイユーエイト灯油宅配受注センターに対し連絡します。
４　給油訪問時のキャンセルはお受け出来ません。キャンセルの申出は、宅配前日午後４時までにダイユーエイト灯油宅配受注センターまでご連絡ください。
５　一部地域で納品できない場合があります。
　　悪天候など、やむを得ない交通事情、システム障害等および規定する事項等、当社の責めに帰すべき事由によらない未納品
　　または遅延した場合に発生する会員が被った損害について、当社は、責任を一切負いません。

第７条　目的外利用
１　灯油本来の目的外利用についての責任は会員負担となります、会員が被った損害について、当社は、責任を一切負いません。
２�　会員が営業目的で灯油を第三者に供することを禁じます。また、会員が転売や営業目的で第三者に提供したときに発生した事故等について、当社は、責任を一
切負いません。

第８条　会員情報の利用・管理　個人情報の開示・訂正・削除
１�　会員は、当社が本サービスおよび代金決済、その他これらに関連する業務を行うために、会員情報（申込時または変更届出時に会員が記入する会員の属性等の
情報をいいます）の収集、利用、提供および登録をすることに同意します。この場合当社およびダイユーエイトグループは、会員の個人情報について会員のプラ
イバシーの保護に十分に注意を払います。

２�　前項に定めるサービスを提供する等の目的のために当社は、個人情報の保護措置を講じた上で各種帳票の印刷、ダイレクトメールなどの印刷物の発送等の事務
処理を行う業務委託先の業者に会員の個人情報を預託することがあります。

３�　当社に収集されている自己に関する個人情報で、客観的事実に関するものを、当社所定の方法で開示するよう請求できます。開示請求により、万一登録内容に
不正確または誤りであることが明らかとなった場合、当社は、速やかに訂正または削除に応じます。

第９条　本規約の適応範囲
　　本規約は本サービス内での適応となります。
　　当社およびダイユーエイトグループで他のサービスをご利用になる場合は、それぞれのサービス規約が適応されます。

第10条　規約の変更
　�　本規約は、予告なく変更、改変される場合があります。この場合内容を会員に通知し、その後に会員が当社との取引をした場合は、変更、改変事項を承認され
たものとします。


