
	��������
 ��
�������"�����

�������$#!�����	�����

"�� ���

���<

�������6.�4	)7�4����


��������6.�4	)9�4����


�������6.�4	�"��4����


����������4����������

������=0:

�

�����+ �;3�#&���

25�%('$����!

8,�����*�1��4�/-���
�XHe��

��Cv3g0=)0���
��D��v3zp0��3d�R
��C�3g0=)0��������D����v3zp0��3d�R
��:A13g0=)0�������D���v���I3��R
��g736'���
��D�~aQ���bI�Y�
��g735)8�0�������D�~aQ���I�Y�
	��Z���xTj2.i`</$9)

XHh^��3l>k
�l�4!L�3�o01>9)�
��	��������{S}EtOnTr|Wu	�
�������+<"%�3F
���������������

XH(. ?g4Pcp/)

qB��2�@K;?b4�:"A�wy3m$&3�2��@
�.1 /K;.%,& �M#-+�4s>9*A�

�! �$�"����
������������	��	���
��
���������#����

キリトリ

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

本と森の交換申込書 年　　月　　日
　ここに、お送りした私所有の書籍・コミック・DVDをたもかく株式会社規定の評価により、下記の商
品と交換したく現物を添えて申し込みます。なお、現品の評価や処分に関しては、一切異存ありません。
◆交換希望商品
　1.一坪の森とらすと
　2.一反の森とらすと
　3.みんなの森とらすと
　4.森へのびざ
　5.森へのぱすぽーと
　6.木工品

（１坪1,750円）
（300坪525,000円）
(20坪10年間)
（1,750円24時間）
（10,000円１年間)
(別途見積り）

住所　〒

氏名
電話番号
E-mail

18才未満の方は、保護者の署名と捺印が必要です。

＜評価していないもの＞
雑誌・教科書・参考書・百科事典・自費出版物・宗教書・CD・LD・レコード・「○○年度」などが印刷された本・マニュアル本・経済書・同一本。
この他汚れ傷みの多いものや、書き込みのあるもの。分からない部分はお問合せください。
万一送付されても保管・返却はしておりません。
※対象外となった本は、無料で袋一杯持ち帰えれる只本館（ただほんかん）（入場料500円）で利用し、できなかった本は紙リサイクルに回します。
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本と森の交換申込書 年　　月　　日
　ここに、お送りした私所有の書籍・コミック・DVDをたもかく株式会社規定の評価により、下記の商
品と交換したく現物を添えて申し込みます。なお、現品の評価や処分に関しては、一切異存ありません。
◆交換希望商品
　1.一坪の森とらすと
　2.一反の森とらすと
　3.みんなの森とらすと
　4.森へのびざ
　5.森へのぱすぽーと
　6.木工品

（１坪1,750円）
（300坪525,000円）
(20坪10年間)
（1,750円24時間）
（10,000円１年間)
(別途見積り）

住所　〒

氏名
電話番号
E-mail

18才未満の方は、保護者の署名と捺印が必要です。

＜評価していないもの＞
雑誌・教科書・参考書・百科事典・自費出版物・宗教書・CD・LD・レコード・「○○年度」などが印刷された本・マニュアル本・経済書・同一本。
この他汚れ傷みの多いものや、書き込みのあるもの。分からない部分はお問合せください。
万一送付されても保管・返却はしておりません。
※対象外となった本は、無料で袋一杯持ち帰えれる只本館（ただほんかん）（入場料500円）で利用し、できなかった本は紙リサイクルに回します。
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本と森の交換申込書 年　　月　　日
　ここに、お送りした私所有の書籍・コミック・DVDをたもかく株式会社規定の評価により、下記の商
品と交換したく現物を添えて申し込みます。なお、現品の評価や処分に関しては、一切異存ありません。
◆交換希望商品
　1.一坪の森とらすと
　2.一反の森とらすと
　3.みんなの森とらすと
　4.森へのびざ
　5.森へのぱすぽーと
　6.木工品

（１坪1,750円）
（300坪525,000円）
(20坪10年間)
（1,750円24時間）
（10,000円１年間)
(別途見積り）

住所　〒

氏名
電話番号
E-mail

18才未満の方は、保護者の署名と捺印が必要です。

＜評価していないもの＞
雑誌・教科書・参考書・百科事典・自費出版物・宗教書・CD・LD・レコード・「○○年度」などが印刷された本・マニュアル本・経済書・同一本。
この他汚れ傷みの多いものや、書き込みのあるもの。分からない部分はお問合せください。
万一送付されても保管・返却はしておりません。
※対象外となった本は、無料で袋一杯持ち帰えれる只本館（ただほんかん）（入場料500円）で利用し、できなかった本は紙リサイクルに回します。
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本と森の交換申込書 年　　月　　日
　ここに、お送りした私所有の書籍・コミック・DVDをたもかく株式会社規定の評価により、下記の商
品と交換したく現物を添えて申し込みます。なお、現品の評価や処分に関しては、一切異存ありません。
◆交換希望商品
　1.一坪の森とらすと
　2.一反の森とらすと
　3.みんなの森とらすと
　4.森へのびざ
　5.森へのぱすぽーと
　6.木工品

（１坪1,750円）
（300坪525,000円）
(20坪10年間)
（1,750円24時間）
（10,000円１年間)
(別途見積り）

住所　〒

氏名
電話番号
E-mail

18才未満の方は、保護者の署名と捺印が必要です。

＜評価していないもの＞
雑誌・教科書・参考書・百科事典・自費出版物・宗教書・CD・LD・レコード・「○○年度」などが印刷された本・マニュアル本・経済書・同一本。
この他汚れ傷みの多いものや、書き込みのあるもの。分からない部分はお問合せください。
万一送付されても保管・返却はしておりません。
※対象外となった本は、無料で袋一杯持ち帰えれる只本館（ただほんかん）（入場料500円）で利用し、できなかった本は紙リサイクルに回します。
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本の街　 只見へ
     汚れ・変色・キズのない

 書籍・コミック・DVDを
定価の10%で引き取り、森と交換します

　　　　　　　　　<交換商品>  
1,一坪の森とらすと(700円)　1坪の土地と立木の所有権 
2,一反の森とらすと(230,000円)　300坪の土地と立木の所有権と 
　　　　　　　　　　　　　　　　登記料20000円の合計額 

 　※差額がある場合は「交換券」(有効期限半年)を発行します。 
　「交換券」はたもかくの本の購入ができます。 
　 ※とらすとは現金でも購入できます。

交換申込・本の送り先 
 (送料はお客様の負担となります)  
〒968-0431 福島県南会津郡只見町楢戸椿61  
       　　　　　たもかく本の街 
 TEL:0241-82-2944

注意)箱に本を詰める時は、みかん箱程度の大きさの箱に、 
本を立てないで詰めてください。曲がった本は直りません。

<評価していないもの>  
雑誌・教科書・参考書・百科事典・自費出版物・宗教書・CD・LD・レコード・「○○年度」などが印刷された本・マニュアル本・経済書・同一本。  
この他汚れ傷みの多いものや、書き込みのあるもの。分からない部分はお問合せください。 
 万一送付されても保管・返却はしておりません。 
※対象外となった本は、無料で袋一杯持ち帰えられる只本館(ただほんかん)(入場料500円)で利用し、できなかった本は紙リサイクルに回します。

本と森の交換申込書 年　　月　　日
ここに、お送りした私所有の書籍・コミック・DVDをたもかく株式会社規定の評価により、下記の商品と 
交換したく現物を添えて申し込みます。なお、現品の評価や処分に関しては、一切異存ありません。 
◆交換希望商品
1.一坪の森とらすと　　（1坪700円） 
2.一反の森とらすと　　（300坪230,000円） 
3.たもかくへ寄付　　　（本の街・森の手入れなど）  

住所　〒

氏名
電話番号
E-mail

18才未満の方は、保護者の署名と捺印が必要です。

森の街

あなたの本 !只見の森(一坪の森とらすと)

!只見の森(一反の森とらすと）

キリトリ

ご希望のものに○をしてください。希望のない場合は「一坪の森とらすと」にします。


