
丸玉 商品のご注文票 ご自宅用 

丸玉のこだわり、手作りの商品をご自宅でお楽しみいただけます。 
総額1か所あたり1万円以上のお買い上げで、送料無料となります。 
ご注文後、確認のためにお電話を差し上げます。 

<昆布じめお刺身 ご自宅用> 

地域 都道府県 料金
北海道 北海道 ¥1,512

北東北 青森・岩手・秋田 ¥1,188

南東北 宮城、山形、福島 ¥1,080

関  東 茨城・栃木・群馬・埼玉

千葉・東京・神奈川・山梨

¥972

信越 長野・新潟 ¥972

北陸 富山・石川・福井 ¥972

中 部 静岡・愛知・岐阜・三重 ¥972

関 西 京都・滋賀・奈良・和歌山・

大阪・兵庫

¥972

中 国 岡山・広島・山口・鳥取・ 島根 ¥1,080

四 国 香川・徳島・高知・愛媛 ¥1,188

九 州 福岡・佐賀・長崎・熊本・

大分・宮崎・鹿児島

¥1,188

沖 縄 沖縄 ¥1,620

離 島 離島 ¥1,620

<配送料> <ご連絡先・お届け先など＞ ※電話番号は必ずご記入ください。 

<ご注文方法について> 

• ご希望の商品の数量をご記入ください。 
• お届け先、ご依頼主、到着希望日をご記入ください。 
• 配送料は右の表を参照ください。 
• 商品合計が1万円以上の場合，送料を無料とさせていただきます。 
• お支払方法は、代引(1万円未満で324円、1万円以上で432円)・銀

行振込となります。 
• 電話でのご注文も承ります。 

＜連絡先＞ 

• TEL：076-463-4416  
• FAX：076-463-0473 
• URL：http://www.kobujime.net/ 

北陸銀行 立山支店 
普通口座 No.4084450 
丸玉（株）→ 
カナ：マルタマ（カ 

<お振込みの方はこちらまで> 

FAX：076-463-0473 

商品 価格(税込) 限定 数量

並切 並切 100ｇ 1～2人前 ¥567

厚切り 厚切（手巻き） 160ｇ 2人前 ¥821

超厚切 超厚切 220ｇ 3人前 ¥1,026

車鯛 70ｇ 1～2人前 ¥918

真鯛 70ｇ 1～2人前 ¥1,534

ひらめ 70ｇ 1～2人前 ¥1,890

いか そでいか 70ｇ 1～2人前 ¥864

まだら 70ｇ 1～2人前 ¥864 冬季限定

あまえび 100ｇ 1～2人前 ¥1,200

しろえび 70ｇ 1～2人前 ¥2,800

プレーン 120g 1～2人前 ¥378

梅塩仕立て 120g 1～2人前 ¥378

がごめ昆布和え 120g 1～2人前 ¥378

梅入り 120g 1～2人前 ¥378

クロカワカジキ

規格

なめたけ

*入金を確認後、発送手続き
に入ります 

弊社使用欄 

※個人情報の取り扱いについて お申し込みの際に登録する個人情報は､当社で厳重に保管し､今後の商品情報及びご注文商品の配送に使用いたします 
 保管する個人情報は､お客様の同意なく第三者に開示・提供いたしません。開示､訂正､利用停止につきましては､当社までご連絡ください。 

お名前 (ｶﾅ                     　       ) TEL

FAX

お名前 (ｶﾅ                     　       ) TEL

FAX

　□ご自宅用　　□ギフト用(化粧箱：別途500円頂きます)

ご依頼主 〒

午前　・　14:00~16:00

16:00~18:00　・　18:00~20:00　・　19:00~21:00

商品到着希望日 　　　　　年　           月           　日        

お届け先 〒

都合によりご希望に添えない場合には，事前にご連絡させていただきます。

 どちらかにチェックを入れてください 

小計

配送料

お支払方法

総合計

銀行振り込み ・ 代引



丸玉 商品のご注文票 贈答用 

丸玉のこだわり、手作りの商品をお世話になっているあの方へ。 
総額1か所あたり1万円以上のお買い上げで、送料無料となります。 
ご注文後、確認のためにお電話を差し上げます。 
 <昆布じめお刺身 贈答用> 

地域 都道府県 料金
北海道 北海道 ¥1,512

北東北 青森・岩手・秋田 ¥1,188

南東北 宮城、山形、福島 ¥1,080

関  東 茨城・栃木・群馬・埼玉

千葉・東京・神奈川・山梨

¥972

信越 長野・新潟 ¥972

北陸 富山・石川・福井 ¥972

中 部 静岡・愛知・岐阜・三重 ¥972

関 西 京都・滋賀・奈良・和歌山・

大阪・兵庫

¥972

中 国 岡山・広島・山口・鳥取・ 島根 ¥1,080

四 国 香川・徳島・高知・愛媛 ¥1,188

九 州 福岡・佐賀・長崎・熊本・

大分・宮崎・鹿児島

¥1,188

沖 縄 沖縄 ¥1,620

離 島 離島 ¥1,620

<配送料> 

<ご連絡先・お届け先など＞ ※電話番号は必ずご記入ください。 

<ご注文方法について> 

• お支払方法は、銀行振込となります。 
• 電話でのご注文も承ります。 
• 配送料は右の表を参照ください。 
• 商品合計が1万円以上の場合，送料を無料とさせていただきます。 

＜連絡先＞ 
• TEL：076-463-4416 / FAX：076-463-0473 
• URL：http://www.kobujime.net/ 

FAX：076-463-0473 

北陸銀行 立山支店 普通口座 No.4084450 
丸玉（株）→カナ：マルタマ（カ 

お振込みの方はこちらまで 小計

配送料

お支払方法

総合計

銀行振り込み ・ 代引

商品(数量) のし

お名前 (ｶﾅ                         　         ) TEL

FAX

到着希望日

商品(数量) のし

お名前 (ｶﾅ                         　         ) TEL

FAX

到着希望日

商品(数量) のし

お名前 (ｶﾅ                         　         ) TEL

FAX

到着希望日

商品(数量) のし

お名前 (ｶﾅ                         　         ) TEL

FAX

到着希望日　　　　　年         　  月　           日         　 午前　・　14:00~16:00　・　16:00~18:00　・　18:00~20:00　・　19:00~21:00

お届け情報

お届け先 〒 G-04A(　)　G-04C(　)　G-05B(　)

G-06A(　)　G-07A(　)　G-07B(　)

G-08A(　)

　お中元・お歳暮・内祝

　その他(　　　　　　　　　)

　　　　　年         　  月　           日         　 午前　・　14:00~16:00　・　16:00~18:00　・　18:00~20:00　・　19:00~21:00

お届け情報

　　　　　年         　  月　           日         　 午前　・　14:00~16:00　・　16:00~18:00　・　18:00~20:00　・　19:00~21:00

お届け先 〒 G-04A(　)　G-04C(　)　G-05B(　)

G-06A(　)　G-07A(　)　G-07B(　)

G-08A(　)

　お中元・お歳暮・内祝

　その他(　　　　　　　　　)

お届け先 〒 G-04A(　)　G-04C(　)　G-05B(　)

G-06A(　)　G-07A(　)　G-07B(　)

G-08A(　)

　お中元・お歳暮・内祝

　その他(　　　　　　　　　)

お届け情報

お届け情報

　　　　　年         　  月　           日         　 午前　・　14:00~16:00　・　16:00~18:00　・　18:00~20:00　・　19:00~21:00

G-04A(　)　G-04C(　)　G-05B(　)

G-06A(　)　G-07A(　)　G-07B(　)

G-08A(　)

　お中元・お歳暮・内祝

　その他(　　　　　　　　　)

お届け先 〒

※個人情報の取り扱いについて お申し込みの際に登録する個人情報は､当社で厳重に保管し､今後の商品情報及びご注文商品の配送に使用いたします 
 保管する個人情報は､お客様の同意なく第三者に開示・提供いたしません。開示､訂正､利用停止につきましては､当社までご連絡ください。 

*入金を確認後、発送手続きに入ります 

弊社使用欄 

＊都合によりご希望に添えない場合には， 
 事前にご連絡させていただきます。 

商品 商品番号 価格(税込)

汐風4品入（Ａ） G-04A かじき、かじき厚切、車鯛、そでいか 化粧箱 ¥4,000

汐風4品入（Ｃ） G-04C かじき、車鯛、そでいか、甘えび 化粧箱 ¥4,500

汐風5品入 G-05B かじき、車鯛、そでいか、甘えび、ひらめ 化粧箱 ¥5,400

汐風6品入 G-06A かじき、車鯛、そでいか、甘えび、ひらめ、まだら 化粧箱 ¥6,800

汐風7品白えび入 G-07A かじき、車鯛、そでいか、甘えび、ひらめ、まだら、白えび 化粧箱 ¥9,900

汐風7品（B） G-07B かじき、車鯛、そでいか、甘えび、ひらめ、まだら、真鯛 化粧箱 ¥8,000

汐風8品白えび入 G-08A かじき、車鯛、そでいか、甘えび、ひらめ、真鯛、白えび、まだら 化粧箱 ¥10,800

規格

お名前 (ｶﾅ                         　       )
TEL

FAX

ご依頼主 〒

＊状況により、魚種が変更になることがあります。ご了承ください。 


