
 

 FAX： 0422-32-3167、フリーダイヤル(TEL)： 0120-141860、 TEL： 0422-32-3166   様式：2023/04 

マイスタームラカミ FAX用注文用紙 （FAX: 0422-32-3167）    日付    年   月   日 

ご依頼主 お名前 

 

電話番号 

ご住所 〒 

 

 

お届け先 お名前 

 

電話番号 

ご住所 〒 

 

 

配達指定 ご希望の曜日 □平日 □土曜日 □日曜日 ご希望の 

時間帯 

□午前中    □１４～１６時 □１６～１８時 

お支払い方法 □代金引換 □銀行振込み □郵便振替 □１８～２０時 □１９～２１時 

・・・ お試しセット  ・・・ ・・・ ハム・ベーコン ・・・ 

お試しハム・ベーコンセット 1セット 3,500円 個  100g パック 200g パック 

お試し腸詰ソーセージセット 1セット 3,500円 個 ロースハム 500円 個 1,000円 個 

お試しスライスソーセージセット 1セット 3,500円 個 角ボンレスハム 420円 個 840円 個 

お試し焼ソーセージセット 1セット 3,500円 個 ボンレスハム 420円 個 840円 個 

・・・ セット商品  ・・・ ハードスモークベーコン 420円 個 840円 個 

グルメセット 1セット 5,500円 個 ベーコン 380円 個 760円 個 

スパイシーセット 1セット 5,500円 個 ・・・ アウシュニット （スライスソーセージ） ・・・ 

パーティーセット 1セット 5,500円 個  100g パック 200g パック ﾐﾆｹｰｼﾝｸﾞ 

グルメセット(S) 1セット 4,000円 個 ヤークトヴルスト 420円  840円  1,120円  

スパイシーセット(S) 1セット 4,000円 個 ピスタチオﾘｵﾅｰ 380円  760円  890円  

・・・ 腸詰めソーセージ ・・・ パプリカリオナー 380円  760円  890円  

ウィンナー 1パック (5 本) 700円 個 ツンゲンヴルスト 320円  640円  － － 

チョリソー 1パック (4 本) 730円 個 ビアシンケン 420円  840円  1,120円  

ゲンダーレンダーラオフ 1パック (4 本) 750円 個 ピラーテンｳﾞﾙｽﾄ 380円  760円  890円  

シュヴァインスヴルスト 1パック (7 本) 700円 個 コッホサラミ 420円  840円  1,120円  

クラカウアー 1パック (4 本) 750円 個 コンビーフヴルスト 380円  760円  － － 

デブレチーナ 1パック (6 本) 610円 個 ・・・ コッホヴルスト （煮ソーセージ） ・・・ 

レバーヴルスト 1パック (2 本) 730円 個  100g パック 200g パック ﾐﾆｹｰｼﾝｸﾞ 

ポークフランクフルター 1パック (4 本) 700円 個 シンケンｱｽﾋﾟｯｸ 430円  860円  1,100円  

チューリンガーロストヴルスト 1パック (4 本) 730円 個 地鶏と椎茸ｱｽﾋﾟｯｸ 350円  700円  850円  

ニュウルンベルガー 1パック (7 本) 790円 個 コンビーフ 550円  1,100円 1,150円  

ミュンヘナーバイスヴルスト 1パック (2 本) 730円 個 ・・・ ケーゼ （焼きソーセージ） ・・・ 

・・・ 肉加工品 ・・・ オニオンケーゼ  1 個 (400g) 1,450円 個 

和牛ビーフジャーキー 1パック (100g) 1,620円 個 レバーケーゼ 1 個 (400g) 1,450円 個 

ササミスパイシースモーク 1パック (1 本) 350円 個 ピザケーゼ 1 個 (400g) 1,450円 個 

鴨ムネスモーク  1個 (200g) 800円 個 ・・・ 熟成製品 ・・・ 

チキンガランデン 1個 (250g) 750円 個 熟成チョリソー 1パック (2本) 900 円 個 

 ドイツタイプ生ハム 100g パック 820円 個 

ドイツサラミ 1組 (50g入×2)  600円 組 

ラッピングオプション(熨斗) 500 円 個 セット商品にはラッピングオプションの料金が含まれます。但しお試しセットは除く 

熨斗記入内容・その他ご記入欄 

受注確認の □電話 □FAX □E-mail 連絡先詳細(                         ) 



 

 FAX： 0422-32-3167、フリーダイヤル(TEL)： 0120-141860、 TEL： 0422-32-3166   様式：2023/04 

ご連絡先 ※合計金額のご連絡先をご指定ください。ご指定が無い場合は、ご注文いただいた際の FAX番号にご連絡致します。 

 

送料 （セット商品は除く） 

区域 都道府県名 送料 

北海道 北海道 1,364円  

北東北 青森、秋田、岩手 1,045円  

南東北 宮城、山形、福島 935円  

関東 東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、山梨 935円  

信越 新潟、長野 935円  

北陸 富山、石川、福井 935円  

中部 静岡、愛知、岐阜、三重 935円  

関西 大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山 1,045円  

中国 広島、岡山、山口、島根、鳥取 1,133円  

四国 愛媛、香川、徳島、高知 1,133円  

九州 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 1,430円  

沖縄 沖縄 2,288円  

 


