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2018 年 9 月吉日 
 

【重要】送料改定のお知らせ 

 
平素は、englishbooks.jp をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。 

この度、配送業者による大幅な運賃値上げ及び諸経費の高騰により、大変心苦しい限りではございま

すが、2018 年 10 月 1 日ご注文分より、下記の通り送料を改定させていただくことといたしました。 

お客様にはご迷惑をおかけする事となり誠に申し訳ございませんが、更なる品質・サービスの向上に努

めて参る所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

新送料は以下の通りとなっております。 

 

（記） 

 旧送料 

（2018 年 9 月 30 日ご注文分まで） 

新送料 

（2018 年 10 月 1 日ご注文分より） 

 

割引前税抜ご注文金額 

8,000 円未満の場合 

395 円 

※代金引換払いの場合：送料 540 円 

（※代金引換手数料 300 円 + 税） 

495 円 

※代金引換払いの場合：送料 595 円 

（※代金引換手数料 300 円 + 税） 

割引前税抜ご注文金額 

8,000 円以上の場合 

 

送料無料 

 

送料無料 

（※上記送料は日本国内への発送に限ります。海外への発送につきましては別途お問合せ下さい。） 

 

今回の送料改定をご理解いただきますお礼といたしまして、ほんの気持ちばかりではございますが、次

回ご注文でご利用いただけます割引券（プロモコード）をご用意いたしました。 

プロモコード：Ch1kwh 

割引金額：100 円 

2018 年 10 月 1 日～2018 年 12 月 31 日 23 時 59 分までのオンラインでのご注文時に有効 

・レジ画面のプロモコードボックスへ上記コードをご入力下さい 

・有効期間内に 1 回のみご利用いただけます 

・他のプロモコードと併用することはできません 

 

今後とも englishbooks.jp への変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。 

 
以上 

 



 

【Important】 Revision of our shipping 

 

Thank you for your support of englishbooks.jp. 

Due to the recent steep rise in shipping rates by all major carriers, we have had to revise our shipping 

fees, effective  October 1st 2018. 

Please refer to the details below, and feel free to reach out should you have any questions or concerns. 

We apologise should this cause you any inconvenience; we have kept changes to the absolute 

minimum, and hope for your understanding and continued support. 

As always, our focus remains on providing the highest quality of service in the industry, and becoming 

and remaining a key value-adding partner to our loyal customers. 

 
 Shipping Rates (current) 

（valid for orders placed by 30th Sep） 

Shipping rates (revised) 

（applies to orders from 1st Oct） 

Order Total before tax 

and discount: 

Under 8,000 yen 

 395 yen 

※COD Payments: Shipping 540 yen 

（※COD Charge: 300 yen + tax） 

495 yen 

※COD Payments: Shipping 595 yen 

（※COD Charge: 300 yen + tax） 

Order Total before tax 

and discount: 

8,000 yen or more 

 
 

Free 

 
 

Free 

（※Applies to shipments within Japan. For shipping overseas, please visit englishbooks.jp for more 

information.） 

 
Again, we truly appreciate your understanding while we make this necessary shipping revision. As 

a small token of thanks, please use the promo code below when making your next order to receive 

a little extra discount! 

 

Promo code： Ch1kwh 

Discount amount: 100 yen 

The above promotion code is valid for online orders made from October 1, 2018 until 23:59 December 31, 2018. 

・Please enter the code in the box at the englishbooks.jp online checkout 

・Valid for single use only 

・Only one promo code may be used per order 

 


