
この度は雑穀屋穂の香をご利用頂きまして誠に有難うございます。

購入希望商品の数量をご記入の上、当店までFAXにてご注文ください。

※当店から代金合計のFAXを返信致しますので、FAX番号は必ずご記入ください。

金額 数量 金額 数量 金額 数量

¥800 ¥486 大粒丹波黒豆 300g ¥2,592

¥2,000 ¥2,160 光黒豆 300g ¥639

¥8,000 ¥486 鶴の子大豆 300g ¥432

¥930 ¥2,160 極小大豆 300g ¥484

¥2,570 ¥486 青大豆 300g ¥588

¥10,000 ¥2,160 北海道産 大納言小豆 300g ¥726

¥930 赤もち米 150g ¥486 赤ささげ 300g ¥2,290

¥2,570 赤もち米 1kg ¥2,160 金時豆 300g ¥691

¥10,000 緑米 150g ¥486 白刀豆 300g ¥2,592

¥1,080 ¥2,160 赤刀豆 300g ¥2,592

¥3,090 ¥486

¥1,700 ¥2,160

¥4,700 ¥10,000

¥1,080

¥3,090

¥1,080

¥3,080

¥1,850

¥5,140 ¥720

¥470 ¥720

¥1,130 ¥720

¥1,180 ¥1,850 ¥415

¥3,190 ¥389

¥470 ¥3,650 ¥432

¥1,130 ¥1,037

¥470 古代米おかき(素焼き) 80g ¥540 ¥1,037

¥1,180 なた豆きなこ豆 100g ¥340 ¥1,037

¥3,190 竹炭豆 130g ¥340

¥1,340  一覧にない商品は下記にご記入ください。

国産刀豆茶 5g×10 ¥1,500

国産刀豆茶 5g×20 ¥2,500

彩り膳 キノア 300g ¥1,100 国産刀豆茶 5袋パック ¥10,000

彩り膳 キノア 1kg ¥3,000

  ※点線枠内は当店で記入します ご注文受付日：

■お客様情報をご記入ください

■お届け日のご希望は下記にご記入ください。　お届け時間指定のご希望は下記時間帯に○を付けてください。

■お客様住所とお届け先が異なる場合はこちらにご記入をお願い致します。

　　　　　　　　※番号のお間違えには
　　　　　　　　　ご注意ください。

彩り膳 彩り十穀 5kg（1kg×5）

お　菓　子

外　国　産　雑　穀

商品名

彩り膳 黄もちあわ 1kg

彩り膳 黄もちあわ 300g

彩り膳 もちきび 1kg

彩り膳 もちきび 300g

商品名 商品名

彩り膳 彩り五穀 5kg（1kg×5）

彩り膳 彩り五穀 1kg

彩り膳 彩り五穀 300g

黒米 1kg

黒米 150g

国　産　雑　穀　米 国　産　豆

黒もち米 150g

彩り膳 彩り十穀 300g

赤米 1kg

赤米 150g

黒もち米 1kg

彩り膳 5kg（1kg×5）

緑米 1kg

彩り膳 彩り十穀 1kg

国　産　胡　麻

彩り膳 150g

彩り膳 彩り十五穀 1kg

彩り膳 彩り十五穀 300g

彩り膳 大麦 300g

 彩り膳 アマランサス 1kg  彩り膳 黒胡麻 50g

 彩り膳 白胡麻 50g 

 彩り膳 黄胡麻（金胡麻） 50g

彩り膳 ひえ 300g

彩り膳 大麦 1kg

彩り膳 はと麦 1kg

彩り膳 はと麦 300g

彩り膳 彩り十五穀 5kg（1kg×5)

 彩り膳 アマランサス 300g

 彩り膳 たかきび 1kg

 彩り膳 たかきび 300g

彩り膳 ひえ 1kg

お客様からのご注文後、当店より代金合計をお知らせするFAXをお送り致します。2、3日を過ぎましても当店からのFAXが届かない場合は、
お手数ではございますが、当店までお問い合わせいただきますよう、よろしくお願い致します。

お支払方法
（○をお付けください）

代金引換 後払い
(コンビニ・銀行・郵便局)

 ※手数料はお客様ご負担となります。代引：324円、後払い：200円
 ※後払いは請求書が商品とは別に郵送（ポスト投函）されます。

  お届け希望日：　　 　月　 　　　日　　　時間指定：  午前中　 14時～16時　 16時～18時　 18時～20時　 19時～21時

送付先ご住所 〒

送付先お名前 送付先お電話番号

彩り膳 そば米 300g

彩り膳 押小麦 200g

れんず豆 300g

ひよこ豆 300g

緑豆 1kg

 彩り膳 黒白黄の胡麻３種パック

彩り膳 荏胡麻 200g

彩り膳 そば米 1kg

ひよこ豆 1kg

緑豆 300g

彩り膳 丸麦 1kg

彩り膳 丸麦 300g

国　産　刀　豆　茶

国　産　玄　米

 魚沼産こしひかり玄米 5kg

彩り膳 1kg

国　産　古　代　米

お電話番号 メールアドレス
※ご記入は任意です。

ご住所 〒

お名前 FAX番号
※必ずご記入ください

5千円以上のお買い上げで送料半額、1万円以上のお買い上げで送料無料！
お支払いが代金引換の場合、1万円以上のお買い上げで代引手数料（324円）が無料！

　　　　　　　　　　　　代金合計：　　　　　　　　   　円

商品代金：　　　　  　円  送料：　 　　　円  手数料：　 　　円

外　国　産　豆

　　年　  　　月　　　日

れんず豆 1kg


