
加工品 惣菜ギフトセット
本体価格 注文数 本体価格 注文数

226円 税込

410円 税込 3,890円 税込

7,180円 税込

378円 税込

248円 税込 3,540円 税込

248円 税込

4,650円 税込

3,780円 税込

4,430円 税込

3,680円 税込

330円 税込 4,050円 税込

4,110円 税込

精肉ギフト・ご自宅用セット
精肉 ランク

ランク 部位 内容量 本体価格 注文数

部位 グラム 本体価格 注文数 特産(S級)松阪牛 

松阪牛　特産(S級) 2人前 時価
特産ロース 100ｇ 時価 3人前 時価
肩ロース 100ｇ 3,900円 税込 2人前 12,030円
サーロインステーキ 150ｇ 12,960円 税込 3人前 17,880円
松阪牛 2人前 10,050円
A5ロース 100ｇ 3,240円 税込 3人前 14,910円
松阪牛　A5 特産(S級)松阪牛 ※１枚 150ｇ

サーロインステーキ 150ｇ 5,940円 税込 サーロインステーキ 2枚 26,250円 税込
その他 松阪牛 A5 ※１枚 150ｇ

松阪亭三澤謹製　割り下 200ml 821円 税込 サーロインステーキ 2枚 12,210円 税込
化粧箱 330円 税込

こだわり二種のチーズハムカツ

特選松阪牛入り
六白黒豚と国産鶏のミンチカツ

335円 税込

上松阪牛とじゃがいものコロッケ

FAX専用注文書

商品名

本ズワイガニのクリームコロッケ

厚切りハムカツ

松阪牛とじゃがいものコロッケ

セット名

ギフトセット A

・上コロッケ 4個 ・ミンチ 2個 ・カニクリーム 2個 ・ハムカツ 2個

ギフトセット B

セット内容

・上コロッケ 5個 ・ミンチ 5個 ・カニクリーム 5個 ・ハムカツ 5個

ギフトセット C

・ハンバーグ 2個 ・上コロッケ 2個 ・ミンチカツ 2個・ケチャップソース1つ+おろしポン酢1つ

カニクリームセット

・上コロッケ 10個

ギフトセット E

・ハンバーグ 5個・ケチャップソース3つ+おろしポン酢2つ

ギフトセット F

・ハンバーグ 4個・ケチャップソース2つ+おろしポン酢2つ

コロッケセット

ミンチカツセット

・ミンチカツ 10個

コロッケ・ミンチカツセット

・上コロッケ 5個　・ミンチカツ 5個

税込

松阪牛と六白黒豚のハンバーグ
（大根おろしと自家製ポン酢 付）

松阪牛と六白黒豚のハンバーグ
（自家製ケチャップソース 付）

松阪牛と六白黒豚のハンバーグ
（自家製デミグラスソース 付） 1404円 税込

税込864円

864円

税込

税込

松阪牛のミートソーススパゲティ
（一人前）

864円 税込

肩ロース

A5ロース

・カニクリーム 10個

ロース

化粧箱

■お支払について
下記のお支払方法のいずれかに印をつけて下さい。

□ヤマト宅急便の代金引換
□銀行振込（振込先は裏面に記載）

※銀行振込を選択のお客様へ

・振込確認後５日以内に発送となっております。

・お振込は振込金額をご連絡させて頂いてからのお振込みお願い
致します。

・銀行振込手数料はお客様のご負担となります。

■配送について
商品の配達指定日時が御有りになる場合は、下記にご記入

ください。

□午前中

▼ 月 日

□ 14：00～16：00

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

□時間指定なし

■のしについて
ギフトセット又は化粧箱をご注文のお客様は必ず御印ご記入

ください。

□あり □なし

□内祝

※ありの場合（□内のし□外のし）

□御中元

□お歳暮
□その他（ ）

ご注文主様欄

お名前

フリガナ

〒 －

ご住所

TEL TEL

（御印のない場合のお支払は代引きとなります。ご了承下さい。）

（無記入の場合は包装のみとなります。ご了承下さい。）

送り先欄 □同上の場合はこちらにチェック

お名前

フリガナ

〒 －

ご住所

TEL

ご連絡の

とれる

名入れが必要な場合は左の図にご記入ください。

V

※すべて冷凍となっております。

※すべて化粧箱代込みのお値段となっております。

※すべて化粧箱代込みのお値段となっております。

※一人前あたり150ｇとなっております。
※200ｇより承っております。（ステーキを除く）

備考欄

（※裏面の注意書きをよくお読みください。）

■代引きのお客様へのご連絡 □要 □不要

お肉は、しゃぶしゃぶ又はすき焼き用と、切り方をお選びいただけ

ます。ご指定の御有りになるお客様は、備考欄にご記入下さい。

特にご指定のないお客様は、どちらでもお使いいただけるような切

り方をさせていただきます。ご了承下さい。

★ 精肉 又は 精肉ギフト・ご自宅セットをご注文のお客様へ



 

通信販売について 

◆ この注文書に〒、住所、氏名、電話番号、注文数 

を記入の上、郵送またはＦＡＸでお送り下さい。 

◆ お支払方法は、ヤマト宅急便の代金引換か、銀行 

振込となります。 

★ お支払方法は、ご自宅送りがある場合は一括代金 

引換が可能ですが、先方様のみお送りの場合は、 

銀行振込のみとなります。 

★ 銀行振込の場合は、振込確認後 5 日以内の発送と 

なります。 

◆ 銀行振込の場合は、合計金額をご連絡させて頂き 

ます。ご連絡後、下記の銀行へお振込みをお願い 

致します。 

※ 銀行振込でのお支払いの場合、手数料はお客様 

のご負担となります。ご了承ください。 

東濃信用金庫 豊山支店  （普）0048821 

配送日時指定について 

◆ 銀行振込の場合は、振込確認後の発送となり 

ますので、お日にちの指定があるお客様は、 

指定日の 5 日前までにご注文下さいますよう 

よろしくお願い致します。 

◆ 代金引換の場合は、指定日の 5 日前までにご 

注文下さいますよう、よろしくお願い致します。 

配送運賃について 

その他ご質問などについて 

◆ その他ご注文やご質問などがございましたら、 

表面の備考欄または下記の連絡先にご連絡下 

さい。 

※ 一個口ごとに送料がかかります。（抱き合わせ不可） 

※ クール代込みのお値段となっております。 

あらかじめご了承ください。 

【  松阪亭三澤 惣菜部  】 

〒 480 - 0202 

送料 1,150 円（税込）より 

330 円（税込） 代引き手数料 

愛知県西春日井郡豊山町豊場高前 15 

電話 （ 0568 ） 28 - 0236 

ＦＡＸ （ 0568 ） 29 - 1451 

返品、キャンセルについて 

◆ 出荷後の返品やキャンセルは、不良品を除いて固 

くお断り申し上げます。 

振込先名義人      （有）松阪亭三澤 




