
FAX用紙.3-1

24時間受付

ご注文確認のため、お電話致します
３営業日経っても確認の連絡がない場合は、FAXが届いていない可能性があります。

今一度番号を確認の上、再度送信していただきますようお願いいたします。

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

お　名　前

お電話番号 FAX番号

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ

お　名　前

お届け先電話番号

熨斗について

決 済 手 段

備　　考

ご注意

　ヤマト運輸
　　◆一回のご注文金額が3,000円（税込）以上の場合は、送料無料です。

　　　　※お届けは日本国内に限らせていただきます。

　［代引き］
　　代引き手数料は下記の通りです。

　　　・1万円未満：324円　　　・3万円未満：432円　　　・3万円以上：600円

　［後払い］
　　商品の到着を確認してから、「コンビニ」「郵便局」「銀行」で後払いできる安心・簡単な決済方法です。
　　請求書は、商品発送後、商品とは別に郵送されますので、発行から14日以内にお支払いをお願いします。

　　・後払い手数料：205円
　　　※銀行振込の場合のお振込手数料は、別途お客様負担にてお願いいたします。

　【個人情報の利用について】
当ショップではお客様からお預かりした個人情報の利用目的は以下の通りです。

a)ご注文の確認、照会 b)商品発送の確認、照会 c)お問合せの返信時

　【ラッピングについて】
　　有料にて承ります。(1セット100円（税込）)

　　で承っております。

　【配送方法・送料について】

　　　・北海道・本州・四国・九州地方へのお届け/送料648円(税込)
　　　・沖縄県へのお届け/送料1,080円(税込)　　

ご　住　所
〒　　　　　-

　　◆一回のご注文金額が3,000円（税込）未満の場合は、下記のとおり送料を頂戴いたします。

〒　　　　　-

　　　　※お届け先がご注文者と異なる場合、もしくはご注文者様を含まず、複数にお届けする場合はお届け先にて代金引換となりますのでご注意ください。

　　「ビスケット・ポップアート・アソート」、「ビスケット×オリガミ×ラッピングキット」、「しなのmi8個セット」、「しなのmi18個セット」
　　「サクレット9個装セット(27枚入)」、「サクレット9個装(27枚入)＋しなのmi8個入(4種)セット」、「ビスケットリッチプレートセット」

□後払い（コンビニ、郵便局、銀行）□代引　　　　　　　　　　　　

　【お支払い方法について】

□　熨斗あり　：　□御中元・□御祝・□内祝・□御歳暮・□その他（　　　　　　）

FAX用紙.3-2へ

　　年　　　月　　　日　（　　　）曜日

お　届　け　先

※ご注文の際にはFAX用紙　3-1、3-2、3-3をお送りいただきますようよろしくお願いいたします。※

　□午前中　　□14時～16時
　□16時～18時　□18時～20時　□19時～21時

お届け指定日
※ご注文日から7日目以降（ご希望があれば記入して下さい。）

□熨斗なし

※送信する面をご確認下さい。

FAX番号：0266-41-1032

米玉堂食品株式会社 行

お届け先が異なる場合ご記入願います。

お客様情報及び決済手段他

ご　住　所



FAX用紙.3-2

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

150円 (税込) 250円 (税込)

250円 (税込)

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

250円 (税込) 250円 (税込)

250円 (税込) 250円 (税込)

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

しなのmi  くるみ味18個入 4,200円 (税込)
しなのmi  くるみ味18個入
ラッピングあり

4,300円 (税込)

2,000円 (税込)

しなのmi  18個入（4種）
(りんご/ いちご/かりんショコラ/くるみ)

4,200円 (税込)
しなのmi  18個入（4種）
(りんご/ いちご/かりんショコラ/くるみ)

ラッピングあり
4,300円 (税込)

1,900円 (税込)

サクレット9個装(27枚入)
＋しなのmi8個入(4種)セット

3,200円  (税込) 
サクレット9個装(27枚入)
＋しなのmi8個入(4種)セット
ラッピングあり

3,300円  (税込) 

4,300円 (税込)

サクレット9個装セット
(27枚入)

1,350円  (税込)
サクレット9個装セット(27枚入)
ラッピングあり

1,450円  (税込)

しなのmi  18個入
（くるみ味・りんご味）

4,200円 (税込)
しなのmi  18個入
（くるみ味・りんご味）　ラッピングあり

しなのmi  くるみ味8個セット
ラッピングあり

商　　　品　　　名

しなのmi  いちご味 

700円  (税込)

しなのmi  かりんショコラ味

2,250円  (税込) 英字ビス 10個セットさと味 10個セット

商　　　品　　　名

釜焼びすけっと さと味
うす塩あじ　150g

チョコっとサクっとブルーベリー 

さと味 5個セット

商　　　品　　　名
商品　[しなのmi]

1,350円  (税込)

英字ビス 5個セット

商品　[単品セット]

商　　　品　　　名

ご注文商品一覧　【1ページ】

商品　[単品]

FAX用紙.3-3へ

商　　　品　　　名 商　　　品　　　名

サクレット 150円  (税込)

商　　　品　　　名

しなのmi　くるみ味4個セット

商品　[サクレット]

商　　　品　　　名

英字ビス のり風味 90g

1,200円  (税込) 

850円 (税込)

しなのmi  くるみ味8個セット

しなのmi  くるみ味しなのmi  りんご味 

しなのmi  8個入（4種）
(りんご/ いちご/かりんショコラ/くるみ)

ラッピングあり
2,000円 (税込)

しなのmi　4個セット
(りんご/ いちご/かりんショコラ/くるみ)

850円 (税込)

しなのmi  8個入（4種）
(りんご/ いちご/かりんショコラ/くるみ)

1,900円 (税込)

サクレット9個装(27枚入)
＋しなのmiくるみ味8個入セット

3,200円  (税込) 
サクレット9個装(27枚入)
＋しなのmiくるみ味8個入セット
ラッピングあり

3,300円  (税込) 



FAX用紙.3-3

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

価　　格 個　　数 価　　格 個　　数

ビスケット・ポップアート・
アソート　(ラッピングあり)

4,800円  (税込)

その他

無料紙袋
※原則ご購入いただいた商品数までとさせていただきます。
　商品数以上の紙袋をご希望の場合は、有料となる場合がございます。

米玉堂オリジナル紙袋 120円 (税込)

ビスケットリッチプレートセット
ビスケットリッチプレートセット
（ラッピングあり）

3,340円  (税込) 

ビスケット×オリガミ×ラッピン
グキット(チェック柄)

4,500円　(税込)
ビスケット×オリガミ×ラッピン
グキット(チェック柄)
ラッピングあり

4,600円　(税込)

ビスケット・ポップアート・
アソート

3,240円  (税込)

ビスケット×オリガミ×ラッピン
グキット(ドット柄)

4,500円　(税込)
ビスケット×オリガミ×ラッピン
グキット(ドット柄)
ラッピングあり

4,600円　(税込)

商品　[セット商品]

英字ビス 5個セット×
ラッピングキット(チェック柄) 1,450円　(税込)

さと味 5個セット×
ラッピングキット(チェック柄)

1,950円　(税込)

英字ビス 5個セット×
ラッピングキット(ドット柄)

1,450円　(税込)

4,900円  (税込)

しなのmi8個入(4種)×
オリガミオリガミセット

2,400円  (税込) 

商品　[ラッピングキット]
商　　　品　　　名 商　　　品　　　名

商品　[オリガミ×ラッピングキット]

サクレット9個装セット×
オリガミオリガミセット

1,850円　(税込) 

商　　　品　　　名 商　　　品　　　名

さと味 5個セット×
ラッピングキット(ドット柄)

1,950円　(税込)

商　　　品　　　名 商　　　品　　　名

商　　　品　　　名 商　　　品　　　名

ご注文商品一覧　【2ページ】

商品　[オリガミオリガミセット]


