
明治屋 シェフ山下による

特製ひな祭りケーキ
ご注文用紙

Order Form for MEIDI-YA Special HINA MATSURI Cake
by Chez Yamashita

申込み締切日
Deadline

お引き渡し日 Collection

2 26
23 1 3

金 FRI

月MON 火TUE 水WED

Collection Time 12お引き渡し時間 pm7pm-

Website www.meidi-ya.com.sg
またはご注文用紙に必要事項をご記入の上、明治屋カスタマーサービスカウンター（毎日午前10時～午後10時）
までお持ちください。

ウェブにてご注文受付中
Online ordering available

Please complete the order form clearly. Approach MEIDI-YA customer service counter
(10am-10pm) 

TEL: 6353-2222【日本語】土日・祝除く月曜日～金曜日：午前10時～午後6時
TEL: 6339-1111【English】Weekdays:10am-6pm Excluding Sat, Sun & Public Holiday

お問い合わせ
Contact

詳細記入欄 Personal Particulars

お名前（ローマ字）姓 Family Name 名 Given Name 電話番号（自宅）Tel (Home) 電話番号（携帯）Tel (Mobile) 

1･2･3 Mar
3月1･2･3日

Code
番号

Description
品　名

Q'ty
数量

Price
価格

Deadline
申込み締切日

お引き渡し Collection

期間 Period 場所 Place 希望日 Date 希望時間 Time

Ca
ke

TOTAL  $

明治屋シェフ山下の特製ひな祭りケーキ
MEIDI-YA HINA MATSURI Cake by Chez Yamashita

08970761 $50.00 26 Feb (Fri)
2月26日(金)

MILLENIA WALK
ミレニアウォーク

Customer Service Counter
カスタマーサービスカウンター

GREAT WORLD
グレートワールド

Special Collection Counter
特設カウンター

STEP 1: ご注文
１． ご注文用紙に必要事項を漏れなくご記入の上、明治屋カスタマーサービスカウンターに直接ご注文
用紙をお持ちください。明治屋ウェブサイトwww.meidi-ya.com.sgからのご注文も可能です。

2． 明治屋ウェブサイトからご注文の場合、ご入力いただいたお客様のEメールアドレスへ①ご購入商品の
確認メール、②お支払い確認メール（領収書）の2通のメールが届きます。確認メールが届かなかった
場合は、お早めにTEL: 6353-2222までお問い合わせください。

 ※ご注文は店頭とオンラインのみで、お電話とFAXでのご注文はお受けできません。
 ※「申込み締切日」以降のキャンセル／変更はできません。

STEP 2: お支払い
1. 現金/NETSにてお支払いをご希望のお客様は、明治屋カスタマーサービスカウンターにご注文用紙を
ご持参の上、お支払いをお済ませください。この場合、お支払い日がご注文受付日となります。

 ※明治屋プレビレッジカードへのポイントには加算されません。

STEP 3: お引取り
1. ご注文用紙または①ご購入商品の確認メールをご持参の上、必ずご指定の時間にお引渡し場所に
お越しください。

STEP 1:  Order
1. Please complete the order form and hand it to our customer service counter. You can also place 

your order from MEIDI-YA website www.meidi-ya.com.sg

2. After you have placed your order on MEIDI-YA website, you will receive two confirmation emails. 

One is a order confirmation email and another is the payment confirmation email (receipt). If you 

did not received the confirmation emails, please call TEL: 6339-1111. 

 *In-store or online orders ONLY. Telephone or fax orders will not be accepted.

 *Any cancellation or exchange within 3 days prior to your collection date is not accepted.

STEP 2:  Payment
1. For cash or NETS payment, please come down to MEIDI-YA customer service counter with your 

order form.

 *Not applicable for MEIDI-YA Privilege Card points.

STEP 3:  Collection
1. Please bring along the order form or present the order confirmation email and collect your order 

at the collection point with the time stated. Please be present on time as indicated in the order form.

ORDER

ご注文は
こちらまで

●ご注文、お支払い、お引き取り方法
　については下記をご覧ください。
　Refer to the below Instruction.
●お電話、FAXでのご注文はご遠慮
　願います。
　No telephone and FAX order.

$50.00
限定75個

Limited to 75pcs


