
     ［送料：すべて税込　※沖縄県・離島および２ｹｰｽ以上の一括配送は実費にてご請求させていただきます。］

●みかん10㎏ ●みかん5㎏ ●ブドウセット

北海道 1,936円 北海道 1,694円 北海道 2,255円

北東北 1,496円 北東北 1,254円 東北 1,815円

南東北 1,386円 南東北 1,144円 関東・信越 1,595円

関東・信越 1,276円 関東・信越 1,034円 東海・北陸・四国 1,485円

北陸・中部・関西 北陸・中部・関西 関西・中国

中国・四国 中国・四国 九州

九州 1,276円 九州 1,034円

●王秋梨 ●金柑たまたま ●有頂天

北海道 1,980円 北海道 1,210円 北海道 2,244円

東北 1,320円 東北 1,045円 東北 1,529円

関東・信越 1,210円 関東・信越 825円 関東・信越 1,309円

東海・北陸・四国 1,100円 東海・北陸 715円 北陸・中部 1,089円

関西・中国・九州 990円 関西・四国・中国 605円 関西・四国 979円

九州 495円 中国・九州 869円

●APFイチゴ ●アイコの雫ギフト
クロネコヤマト

北海道 2,244円 北海道 1,804円

東北 1,804円 東北 1,364円

関東・信越 1,584円 関東・信越 1,144円

北陸・中部 1,474円 北陸・中部 1,034円

関西・四国・中国 関西・四国・中国

九州 九州

【ご確認ください】

 出荷に関する重要なお知らせ

○商品は生産農家から直接お客様へ発送致します。生育状況により収穫期が変動することもあり、商品到着

   日時の指定には対応致しかねます。商品到着ご希望日付近での発送となりますので、予めご了承下さい。

○天候被害が発生した際は出荷できない場合がございます。また被害状況によっては、やむを得ず出荷日や

　 規格等に大幅な変更が生じる場合もございますので、予めご了承下さい。

○万一、商品に問題がありました場合は、直ちにご連絡下さい。

商品の返品について
商品到着後のキャンセルによる返品は原則お断り申し上げます。ただし、商品の欠陥など弊社の瑕疵が
認められた場合には、ご返金（商品代及び送料）をさせていただきます。なお、代替商品の発送につきま

しては対応致しかねますので予めご了承下さいませ。

ご注文は下記フリーダイヤルへ直接お電話いただくか、もしくは裏面の注文用紙にご記入のうえ、

FAXにて下記番号へご送信下さいませ。

 　　【ご注文先】　神協産業㈱　　　APF事業部アルギットグルメ倶楽部

　　　    TEL：

FAX用注文用紙は裏面

グルメ倶楽部１０３号　ご案内

クロネコヤマト クロネコヤマト 佐川急便（クール便）

クロネコヤマト佐川急便 佐川急便

1,375円

クロネコヤマト（クール便）

1,166円 924円

1,364円 924円

フリーダイヤル

FAX：0820-52-4004（山口）

03-3263-4357（東京）

オ イシサ バツグン

0120-143-829

0820-52-1011（山口）

03-3263-4366（東京）



住所　〒

※お届け先住所とご依頼主様住所が同一の場合は、氏名欄に本人とご記入ください。
※みかんはサイズの指定ができません。MかLをご注文の場合、MサイズまたはLサイズのお届けになります。（SかSSも同様）
※「のし」は対応致しかねますのでご了承くださいませ。 希望お届け日

氏名   10月～ ブドウセット 　　 ケース 　 10 月  中旬  下旬

  11月～ 王秋梨 　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　10ｋｇ （MかL）　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

住所　〒 みかん　10ｋｇ （SかSS）　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （MかL）         　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （SかSS）           　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

  12月～ 有頂天 　　 ケース 　 12 月  上旬  中旬

   1月～ 金柑たまたま 　　 ケース     1 月  下旬

      2月～ イチゴ 　　 ケース     2 月  上旬  中旬  下旬

電話番号　　　　　　  （　　　　　　）    いつでも アイコの雫ギフト 　　 ケース 　　　　　  月　　　　日頃

氏名   10月～ ブドウセット 　　 ケース 　 10 月  中旬  下旬

  11月～ 王秋梨 　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　10ｋｇ （MかL）　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

住所　〒 みかん　10ｋｇ （SかSS）　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （MかL）         　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （SかSS）           　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

  12月～ 有頂天 　　 ケース 　 12 月  上旬  中旬

   1月～ 金柑たまたま 　　 ケース     1 月  下旬

      2月～ イチゴ 　　 ケース     2 月  上旬  中旬  下旬

電話番号　　　　　　  （　　　　　　）    いつでも アイコの雫ギフト 　　 ケース 　　　　　  月　　　　日頃

氏名   10月～ ブドウセット 　　 ケース 　 10 月  中旬  下旬

  11月～ 王秋梨 　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　10ｋｇ （MかL）　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

住所　〒 みかん　10ｋｇ （SかSS）　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （MかL）         　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （SかSS）           　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

  12月～ 有頂天 　　 ケース 　 12 月  上旬  中旬

   1月～ 金柑たまたま 　　 ケース     1 月  下旬

      2月～ イチゴ 　　 ケース     2 月  上旬  中旬  下旬

電話番号　　　　　　  （　　　　　　）    いつでも アイコの雫ギフト 　　 ケース 　　　　　  月　　　　日頃

氏名   10月～ ブドウセット 　　 ケース 　 10 月  中旬  下旬

  11月～ 王秋梨 　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　10ｋｇ （MかL）　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

住所　〒 みかん　10ｋｇ （SかSS）　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （MかL）         　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

みかん　5ｋｇ （SかSS）           　　　　　　　ケース　　 ケース 　     月  上旬  中旬  下旬

  12月～ 有頂天 　　 ケース 　 12 月  上旬  中旬

   1月～ 金柑たまたま 　　 ケース     1 月  下旬

      2月～ イチゴ 　　 ケース     2 月  上旬  中旬  下旬

電話番号　　　　　　  （　　　　　　）    いつでも アイコの雫ギフト 　　 ケース 　　　　　  月　　　　日頃
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