
（Japan） 

＜特定商取引法に基づく表記＞ 

 

店  名：kususu 

 

代 表 者：運営統括責任者 鈴木伸治 

 

所 在 地：〒474-0002 愛知県大府市北崎町 7 丁目 218 番地 

 

オンラインショップ担当電話番号：090-4035-1311（10:00〜18:00・毎週火水曜日休業） 

 

メールアドレス：info@buttonshop-kususu.com 

 

HP：https://www.buttonshop-kususu.com/ 

 

販売価格：商品紹介ページをご参照ください。 

 

【商品代金以外の必要料金】 

・送料 

・手数料（配送方法による） 

・海外から商品購入の場合、関税が発生する可能性がございます。その場合、発生した関税等はご購入者負担と

なります。 

【日本国内のみ】 

・日本郵便クリックポスト：税込 198 円 

・ヤマト運輸ネコポス  ：税込 385 円 

商品総額税込 5,500 円以上の購入でクリックポスト送料無料 

商品総額税込 11,000 円以上の購入でネコポス送料無料 

 

【海外在住の方のみ】 

国際 e パケット（日本郵便） 

・香港、台湾、中国、韓国： 900 円 

・イギリス、フランス、オーストラリアなど 14 か国(一部地域を除く)： 1,200 円  

・アメリカ（一部地域を除く）： 1,500 円 

・追跡サービスあり、商品の補填あり 

・配達日、時間指定はご利用いただけません。 

 

22,000 円以上のご注文で送料無料となります。 

7～14 日でのお届けとなります。（世界情勢や配送業者により遅れる場合があります） 

お住まいの地域によっては、発送できない地域がありますので、予めご了承ください。 

 

 

 



 

 

【引き渡し期間】 

日本居住者：クレジットカード・PayPal・Alipay の決済については注文確認後、3 営業日以内で発送致します。

銀行振込（日本国内のみ）については入金確認後 3 営業日以内で発送致します。 

但し、店舗休業日・イベント出店時・海外買付時を除く。また離島・一部地域に付きましては運送会社の都合に

より 7 営業日となります。 

海外居住者：クレジットカード・PayPal・Alipay の決済については注文確認後、5 営業日以内で発送致します。 

 

 

【お支払方法】 

・クレジットカード（VISA、MASTER、American Express、JCB） 

・PayPal 

・Alipay 

・銀行振込（日本居住者のみ） 

・代金引換【日本居住者のみ、なお、以下の手数料（税込）が必要となります】 

日本郵便・定形外郵便にてお送りします。お支払金額に代金引換手数料を含めて、お支払いいただきます。 

代金引換手数料は 265 円となります。なお、5 万円以上 100 万円以下の場合は別途印紙税 200 円を頂戴します。 

代金引換は、商品到着時にセールスドライバーに代金を直接お支払い下さい。 お支払方法は現金のみとなりま

す。商品代金・手数料の他に別途配送料必要となる場合がございます。（クリックポスト・ネコポスでの 代金引

換配送は不可のため、配送料差額分は引換料金に含ませていただきます） なお、別途配送料が必要なお客様に

は発送の際に当方よりご連絡致します。 

ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 

銀行振込を選択の場合、当店より確認メール送信後 7 日を超えてもご入金が確認できない場合は、キャンセルと

なります。 

 

 

資格・免許：古物商許可証番号 

      愛知県公安委員会 第 541162006700 号 

 

返品・交換等：返品・交換について特約事項を参照ください。 

 

キャンセル：お問い合わせフォームまでご連絡ください。 

クレジットカード・PayPal・Alipay での決済の場合は決済手数料を差し引いた金額、代金引換（日本居住者の

み）の場合は商品代金・振込手数料を差し引いた金額（代金引換手数料はご返金できません）、銀行振込決済（日

本居住者のみ）の場合は振込手数料を差し引いた金額でのご返金となります。また、キャンセルが続いたお客様

についてはお取引を停止する場合がございます。商品発送完了後のキャンセルはお受けしておりません。 

 

 

 

 

 



 

 

（English） 

<Notation based on the Act on Specified Commercial Transactions> 

 

Store name: kususu 

 

Representative: Shinji Suzuki, Chief Operation Officer 

 

Address: 7-218 Kitazaki-cho, Obu-shi, Aichi 474-0002, Japan 

 

Online Shop Phone Number: +81-090-4035-1311 （Japanese only） 

(10:00-18:00, closed every Tuesday and Wednesday) 

 

 

E-mail address: info@buttonshop-kususu.com 

 

HP: https://www.buttonshop-kususu.com/ 

 

Selling price: Please refer to the product introduction page. 

 

【Required fees other than the product price】 

・Shipping fee 

・Handling fee (depends on the shipping method) 

・In case of purchasing products from overseas, there is a possibility that customs duties will be incurred. In 

such cases, the purchaser will be responsible for any customs duties incurred. 

【Shipping and handling (depending on shipping method)】 

・Japan post Click Post     : JPY198  

・Yamato Transport Nekopos: JPY385  

・Click Post : Free shipping for purchases of 5,500 yen or more  

・Nekopos  : Free shipping for purchases of 11,000 yen or more  

 

【For overseas residents only】 

International e-Packet (Japan Post) 

・Hong Kong, Taiwan, China, Korea: JPY 900 

・UK, France, Australia and 14 other countries (excluding some areas): JPY 1,200  

・United States (excluding some areas): JPY 1,500 

・Tracking service is available. 

・Delivery date and time cannot be specified. 

 

 

 



FREE SHIPPING on orders of 22,000 yen or more. 

Delivery will be made in 7-14 days. (Delivery may be delayed due to world conditions or shipping companies. 

Please note that some areas cannot be shipped depending on where you live. 

 

【Delivery period】 

Japanese residents: For credit card, PayPal, and Alipay payments, we will ship within 3 business days after 

confirming your order. Bank transfers (within Japan only) will be shipped within 3 business days after 

payment is confirmed. 

However, this excludes store holidays, events, and overseas purchases. For remote islands and some areas, 

it may take up to 7 business days due to shipping company's circumstances. 

 

Overseas residents: We will ship within 5 business days after confirming your order for credit card, PayPal, 

and Alipay payments. 

 

【Payment method】 

・Credit card (VISA, MASTER, American Express, JCB) 

・PayPal 

・Alipay 

・Bank transfer (Japanese residents only) 

・Bank transfer (Japanese residents only)  

・Cash on delivery (Japanese residents only, the following fees (including tax) will apply) 

The package will be sent by Japan Post or standard size mail. Please include the COD fee in the payment 

amount. 

The cash on delivery fee is JPY265. For orders of JPY 50,000 or more but less than JPY 1,000,000, a 

separate stamp tax of JPY 200 will be charged. 

For cash on delivery, please pay directly to the sales driver upon arrival of the product. Cash is the only 

payment method. In addition to the product price and handling fee, a separate delivery fee may be required. 

If you have any questions, please feel free to contact us. 

If you have any questions, please contact us using the inquiry form. 

If you choose to pay by bank transfer, the order will be cancelled if the payment cannot be confirmed within 

7 days after we send a confirmation email. 

 

【Qualifications and Licenses: Antique Dealer Permit No】. 

Aichi Prefectural Public Safety Commission No. 541162006700 

 

Return/exchange, etc.: Please refer to the special terms for return/exchange. 

 

Cancellation: Please contact us using the inquiry form. 

In case of payment by credit card or PayPal , Alipay the amount of payment fee will be deducted; in case of 

cash on delivery (for residents of Japan only), the amount of the product price and bank transfer fee will be 

deducted (cash on delivery fee is not refundable); in case of payment by bank transfer (for residents of Japan 

only), the amount of bank transfer fee will be deducted. In the case of bank transfer payment (Japanese 



residents only), the refund will be made after deducting the bank transfer fee. In addition, we may suspend 

transactions for customers who continue to cancel. We do not accept cancellations after the product has been 

shipped. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（中文） 

【基于《特定商业交易法》的注解】 

 

商店名称：kususu 

 

代表：鈴木伸治，首席运营官 

 

地址：日本爱知县大府市北崎町 7-218 号，474-0002。 

 

网店电话：+81-90-4035-1311(仅限日语) 

（10:00-18:00，每周二、三休息）。 

 

电子邮件地址：info@buttonshop-kususu.com 

 

HP: https://www.buttonshop-kususu.com/ 

 

销售价格：请参考产品介绍页面 

 

【产品价格以外的其他费用】 

运费 

手续费（取决于运输方式） 

如果你从海外购买物品，你可能需要缴纳关税。 在这种情况下，买方将负责产生的任何关税。 

【运费和手续费(根据运输方式而定)】  

日本邮政 Click Post : 198日元  

大和运输的 Nekopos。385日元  

Click Post : 购买 5,500日元以上免运费  

Nekopos : 购买 11,000日元或以上免运费 

 

【仅适用于海外居民】 

国际电子邮包（日本邮政） 

香港、台湾、中国、韩国：900日元 

英国、法国、澳大利亚和其他 14个国家（部分地区除外）：1,200日元  

美国（不包括部分地区）：1,500日元 

可提供跟踪服务。 

不能指定交货日期和时间。 

 

订购 22,000日元或以上可享受免费送货服务。 

送货将在 7-14天内完成。(由于世界条件或航运公司的原因，交付可能会延迟。 

请注意，根据您的居住地，有些地区不能发货。 

 

 

 



 

【送达时间】 

＜日本在＞ 

对于信用卡、PayPal和支付宝付款，我们将在确认您的订单后 3个工作日内发货。银行转账（仅限日本国内）将在

确认付款后 3个工作日内发货。 

但是，这不包括商店假期、活动和海外购买。对于偏远的岛屿和一些地区，由于航运公司的情况，可能需要长达 7

个工作日。 

＜海外居民＞ 

对于信用卡、PayPal和支付宝付款，我们将在确认您的订单后的 5个工作日内发货。 

 

支付方式 

信用卡(VISA, MASTER, American Express,JCB,銀聯) 

支付宝 

支付宝 

银行汇款(仅在日本) 

银行汇款(仅在日本)  

货到付款（仅限日本居民，将适用以下费用） 

包裹将由日本邮政或标准尺寸的邮件发送。请将货到付款的费用包含在付款金额中。 

货到付款的费用是 265日元。对于 50,000日元或以上但低于 1,000,000日元的订单，将另外收取 200日元的印花

税。 

对于货到付款，请在产品到达后直接向销售司机付款。现金是唯一的付款方式。除了产品价格和手续费之外，可能

还需要另外收取送货费。如果您有任何问题，请随时与我们联系。 

如果你有任何问题，请使用咨询表与我们联系。 

如果您选择通过银行转账付款，在我们发送确认邮件后的 7天内不能确认付款，订单将被取消。 

 

资格/执照：古董商执照号。 

      爱知县公共安全委员会编号：541162006700 

 

退货、换货等：请参考退货和换货的特殊条款和条件。 

 

取消：请使用联系表与我们联系。 

如果用信用卡、PayPal或支付宝付款，将扣除支付费用的金额；如果用货到付款（仅适用于日本居民），将扣除产

品价格和银行转账费用的金额（货到付款费用不退还）；如果用银行转账付款（仅适用于日本居民），将扣除支付费

用的金额。 如果是银行转账付款（仅适用于日本居民），退款将在扣除银行转账费用后进行。 我们保留对继续取

消的客户暂停交易的权利。 一旦货物被发出，将不接受取消。 


