
お支払方法 ご希望時間帯
□代金引換 (手数料無料)

□払込み（先払い） *注1

*注1 = 払込みの場合は、ご入金確認後商品
を発送させていただきます。
コンビニ・郵便局の他、Pay-easy対応金融
機関ATMでもお支払いいただけます。

□午前中
□14～16時
□16～18時
□18～20時
□19～21時

ご
依
頼
主

＊お届け先が違う場合は、進物用申し込み用紙をご利用ください。その他のご要望等はこちらにご記入ください。

フリーダイヤル　0120-093-716 FAX 0598-50-3009
商　品　名 内　容　量 価格（税込） 注文数 金　額

伊勢醤油 卓上 IT-1（化粧箱入） 100ml ¥432
祝・令和 伊勢醤油 縁起セット 100ml×2本入 ￥1,080
伊勢醤油 スクイズボトル 200 200ml ¥565
伊勢醤油 吟香仕込み 360 360ml ¥594
伊勢醤油 吟香仕込み 360（おもてなし箱入） 360ml ￥680
伊勢醤油 吟香仕込み 500 500ml ¥648
伊勢醤油 吟香仕込み 720（化粧箱入） 720ml ¥1,080
伊勢醤油 吟香仕込み 一升瓶 1.8L ¥1,944
伊勢醤油 低塩醤油　　 450ml ¥600
伊勢醤油 和風つゆ 360 360ml ¥648
伊勢醤油 和風つゆ 500 500ml ¥864
伊勢醤油 ぽんずしょうゆ 360 360ml ¥648
伊勢醤油 ぽんずしょうゆ 500 500ml ¥864
伊勢醤油 真鯛の白だし 360ml ¥594
伊勢の魚醤 鯛醤 （たいびしお） 120ml ¥540
伊勢醤油 燻製醤油 115ml ¥648
美し国・伊勢の和風だし 5P 7.5g×5パック入 ¥390
美し国・伊勢の和風だし 10P 7.5g×10パック入 ¥670
美し国・伊勢の和風だし 30P 7.5g×30パック入 ¥1,940
美し国・伊勢の野菜だし 5P 8.2g×5パック入 ¥430
美し国・伊勢の野菜だし 20P 8.2g×20パック入 ¥1,600
伊勢うどんのたれ 200ml ¥463
卵かけごはん用醤油 200ml ¥463
焼きそば用醤油 200ml ¥463
あおさ醤油 スクイズボトル 200ml ¥650
ステーキ醤油 200ml ¥550
こめ油がやさしいだしドレッシング 180ml ¥648
伊勢醤油 たがね 10袋（20枚入） ¥540
サクサクお米煎餅 伊勢焼きうどん味 8袋入 ¥463
しょうゆ漬け込み牛カレー 180g ¥432
伊勢焼きうどん2食入（麺とたれ付） 2食入 ¥620

伊勢醤油 吟香仕込み 500（6本入） 500ml×6本 ¥3,600
伊勢醤油 吟香仕込み 720（6本入） 720ml×6本 ¥6,000
伊勢醤油 吟香仕込み 一升瓶（6本入） 1.8L×6本 ¥10,800
伊勢醤油 和風つゆ 500（6本入） 500ml×6本 ¥5,000
伊勢醤油 ぽんずしょうゆ 500（6本入） 500ml×6本 ¥5,000
伊勢焼きうどん2食入（15袋入） 2食入×15袋 ¥8,800
伊勢焼きうどんのたれ（10P） 10袋入 ¥600

合計金額
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【通販専用お申し込み用紙】
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*化粧箱入以外の商品は、熨斗・包装の対応はできません。*おかげ横丁本店では、お買得商品の販売はしており
ません。*合計金額によって配送料が別途必要になります。別紙「ご注文のご案内」をご覧ください。
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住　　所
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電話番号（　　　　）　　　 ─

数　　量 用途 進物  ・  自宅使い

のし・
包装指定
※注1

のしなし・あり（内・外）
お届け希望日 簡易包装・全包装・包装なし

のしの種類
※注２

無地・御中元・御歳暮・内祝・御祝・粗品・その他（　　　）

のしの名入れ
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＜お申込　FAX：0598-50-3009＞

No.

【ご依頼主】

【お届け先】

※注1：ご指示のない場合、包装なし、のしなしとさせていただきます。
※注2：ご指示のない場合、蝶結びとさせていただきます。（結びきりの場合はご指示ください。）

【ギフト・進物用  お申込み用紙】

電話番号（　　　　）　　　 ─

〒ご住所ご氏名

ご依頼主様と異なる場合のみご記入ください。【ご請求先】

電話番号（　　　　）　　　 ─

〒ご住所ご氏名

【お支払い方法】
①代金引換（手数料無料）　②払込み（コンビニエンスストア・郵便局・銀行）
ご希望のお支払い方法に○をしてください。　　※②は先払いとなります。

※当社では資源の削減・環境保護の為、簡易包装を推進しております。二重包装等ご要望がございましたらこちらの欄にご記入ください。
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