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2022年fairy in the forest

6⽉29⽇更新

2022年fairy in the forest

minä perhonen design for CHECK&STRIPE 予約販売  

ご注⽂受付期間 :2022年6⽉29⽇〜7⽉15⽇正午  

(発送開始予定 :2023年2⽉上旬開始 )

5,000円 (税抜き )以上お買い上げの場合、全国⼀律送料無料です。  

海外発送も承っております。詳細はこちらをご覧ください。  

fa iry in the forestについて詳しくは、こちらをご覧ください。

商⽤利⽤について  

今回ご購⼊されたファブリックを製品化し、商品として販売される場合は、ミナ  ペルホネンの商品で

はなくご⾃⾝で作製されたものであることを明記くださいますようお願いします。  

そのうえで、みなさまの⼿作りされた商品が持つ価値や魅⼒をお伝えいただくことを、今回の「2022

年fairy in the forest minä perhonen design for CHECK&STRIPE 予約販売」を紹介するに

あたり、CHECK&STRIPEとしてお願い申し上げます。  

今回の予約販売のクレジットカードの決済時期に関しての⼤切なお知らせ  

通常、当社の予約販売ではクレジットカードの決済は、商品の発送直前に⾏ってお

りますが、今回の予約販売は以下の理由により受注期間終了後1週間以内に決済を

させていただくことになりました。  

CHECK&STRIPEは本年度中にWEBデザインやシステムを⼤幅に変更する予定で

す。  

今回の予約販売は、システム変更前の受注となるため、やむを得ず受注期間終了後



に決済をさせていただくこととなりました。  

商品は2023年2⽉のお届けとなりますので、かなり前に決済いただくことになっ

てしまいます。  

当社都合で皆様には⼤変ご迷惑をおかけすることになり誠に申し訳ございません。

「代⾦引換」をご選択いただきますと、代⾦引換⼿数料330円はお客様ご負担とな

ってしまうのですが、商品お受取時にヤマト運輸のドライバーがクレジットカード

決済にも対応いたします。  

そのほか「郵便振替」「銀⾏振込 (PayPay銀⾏ )」もご利⽤いただけます。こちら

は通常どおり商品お届け後のお⽀払いとなります。  

（誠におそれいりますが、クレジットカード決済がエラーとなりました場合は、通

常のご対応どおり、郵便振替または銀⾏振込 (商品お届け後のお⽀払い )に変更させ

ていただくこととなりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。）   

皆様に快適にお買い物をしていただくためのシステム変更でございますが、移⾏時

にはご迷惑をおかけすることになり誠に申し訳ございません。  

どうぞご理解の程、よろしくお願いいたします。   

 

※2023年2⽉上旬より発送開始予定です。  

※⽣地の製作の都合上、2⽉上旬に間に合わない場合に関しましては、その商品を含むお客様はお届け

が後になる可能性がございます。  

※急なトラブルや台⾵などの災害があった場合はそのアイテムのみ、送料弊社負担で後⽇発送する場

合がございます。   

 

 

※onl ine shopに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

｜  特典 1 ｜  

 

 

 

 

   

 

 

今回ご紹介している布を50cmお買い上げごとに1枚、CHECK&STRIPEオリジナルタグをお付けし

ます。  

「f ie ld of f lower」をお買い上げの⽅には「f ie ld of f lower」のタグを、「dot diamond」をお

買い上げの⽅には「dot diamond」のタグをお付けします。  



(例：1mをお買い上げの場合･･･2枚、0.5mと1.2mをお買い上げの場合･･･3枚 )  

 

※デザイン・⾊は変更になる場合がございます。  

※onl ine shopのみの特典です。  

 

 

 

 

｜  特典 2 ｜  

 

 

 

 

今回の予約販売の商品をご注⽂いただいたお客さま全員に、C&Sチェックバンビーノ、C&Sストライ

プバンビーノ、C&S天使のリネン  t iny check、C&S天使のリネン  t iny str ipeのいずれかで作った

くるみボタンを3個お付けします。  

 

※デザイン・⾊は変更になる場合がございます。組合せなどはおまかせください。  

※onl ine shopのみの特典です。  

※恐れ⼊りますが、お⼀⼈さま1セットとなります。  

 

 

 

 

｜  特典 3 ｜  

 

 

 

 

今回の予約販売の商品をご注⽂いただいたお客さま全員に、⼤段まちこさん撮影のフォトカードを3枚

お付けします。  

 

※デザイン・写真は変更になる場合がございます。  

※onl ine shopのみの特典です。  

※恐れ⼊りますが、お⼀⼈さま1セットとなります。  

 

 

 

 

 

 

 



＼ POINT 3% ／  

 

 

ONLINE SHOPの「2022年fairy in the forest」の布をご注⽂くださったお客さ

まに、商品代⾦ (税抜 )の3%のポイントを付与させていただきます。  

 

※「2022年fairy in the forest」の布が対象です。  

※バイアステープ、ミシン⽷、本は対象外となります。  

※お買い物前に会員登録されている場合のみ対象となります。  

 

詳しくはこちらをご確認ください。

 

 

 

 

 

 

fairy in the forest 

minä perhonen design for CHECK&STRIPE

 

 

 

 

 

 

写真家の⼤段まちこさんが撮ってくださった「2022年fairy in the forest」の写

真です。写真をクリックしていただくと拡⼤写真がご覧いただけます。

 

 

〔  about shopping 〕  



 

値段はすべて本体価格+税での表⽰です。  

各⽣地の画像に置いているボタンは直径約1cmです。  

布の画像をクリックしていただくと、ショッピングカートのページへ移動します。   

「ご利⽤案内」、「⽣地の取り扱いについて」を必ずご⼀読ください。  

 

 

○  送料について  

 

5,000円 (税抜き )以上お買い上げの場合、全国⼀律送料無料です。  

※海外発送は除きます。  

 

 

○  まとめ発送について  

 

「2022年fairy in the forest minä perhonen design for CHECK&STRIPE 予約販売」の期

間中、何度ご注⽂いただきましても、お名前、郵便番号、メールアドレスが同じ場合、受注締切後に

⾃動で注⽂をおまとめして、⼀つの梱包で発送させていただきます。  

ただし、発送⽅法がすべて「ネコポス」を選択されている場合は除きます。  

また、「新しい布」など「2022年fairy in the forest minä perhonen design for

CHECK&STRIPE 予約販売」以外のものとの同送はできません。それぞれ別の場所で発送業務を⾏

っていることや伝票・ご⼊⾦確認の都合上、混乱や間違いを避けるためですので、ご理解ください。  

お願いしたいこと、注意点などございますので必ず「まとめ発送について」をご⼀読ください。  

 

 

○  販売数量と品切れ中表⽰について  

 

できるだけたくさんご⽤意できるように、「2022年fairy in the forest minä perhonen

design for CHECK&STRIPE 予約販売」の期間中、⼯場と密に連絡をとって、すこしでも早く⽣産

体制に⼊りたいと思っております。⼩さな⼯場で作っているものが多く、⽣産に時間がかかるため、予

想以上のご注⽂をいただいた場合は、数量限定と記載していない商品についてもやむを得ず品切れ中

表⽰を付ける場合がございます。できるだけお早⽬のご注⽂をお願いします。  

 

 

○  CHECK&STRIPEからのお願い  

 

ご注⽂いただいたらすぐに業者に発注をしております。⼀旦ご注⽂されました後でのキャンセル・変

更･返品などはどうかご容赦ください。  

キャンセルはどのような理由であっても⼀切お受けできません。ご了承ください。  

 

 

○  ご注意ください  

 

⼯場に予期せぬ不具合があった場合、また天災の場合にはお送りできない商品もあるかもしれませ

ん。その際には「発送状況」のページでお知らせするか、個別にメールをさせていただき、ご注⽂の

アイテムのうちその布以外の布をお送りいたします。その際の送料は、その商品をのぞいた合計⾦額に

適応しますので、どうかご了承下さいますようお願いいたします。  

ご質問が多い事項に関しては、より詳しく表記するために後ほど商品に関する説明を加筆する場合が

ございます。  

価格については、原料の⾼騰などにより、次回アップの際、予期せぬ変更となる場合がございます。  

商⽤利⽤に関しては、Q&Aをご覧ください。

 

 

○  発送について  

 

発送は「発送状況」のページ「2022年fairy in the forest minä perhonen design for

CHECK&STRIPE 予約販売」でお知らせいたします。発送の3〜4⽇前からだいたいの予定をお知ら

せいたします。すべての商品のご⽤意ができましたらご注⽂いただいた順にお送りします。  

お引越しや帰省など、⻑期間ご不在の場合は、お問い合わせフォームより、必ずご連絡ください。到

着⽇を指定して発送させていただきます。
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