
















2020年10⽉吉⽇

2020年⽇本ハムお歳暮ギフト特別販売のご案内【北海道の社会福祉事業応援商品】
 拝啓、時下ますますご清栄の事とお慶び申し上げます。⽇頃から⽇本ハム製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。

 この度、ご案内のパンフレットをお届けさせていただきます。是⾮、⽇本ハム製品のご⽤命を賜ります様、宜しくお願い致します。
なお、売り上げの一部を北海道社会福祉協議会を通じて、道内の社会福祉事業の為に寄付します。

★ 配送料金 ご贈答宅配は、お届け先1軒に対して全国⼀律７６０円（税込）
◆お申込み⽅法 お申込み⽤紙に、ご依頼主様・お届け先様、郵便番号、ご住所、お名前、電話番号

及び商品名（記号）、個数、のし等の必要事項をご記⼊下さい。
☆ご注⽂ ＦＡＸ⇒⽇本ハムマーケティング㈱ ０１１−６８６−４２０１

◆申込受付期間 2020年11⽉2⽇(⽉)〜2020年12⽉10⽇(⽊)
◆お届け期間 2020年11⽉23⽇(⽉)〜2020年12⽉26⽇(⼟)
◆お⽀払い⽅法 商品お届の時は、商品と発送明細が届きます。

◆商品発送後の お届け先様が転居先不明等で配達出来ない場合は、ご依頼主様へ返送させて頂きますので
  ご対応について ご了承下さい。

商品の性質上、お客様のご都合によるお取替え、返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。
◆お問合わせ先 ⽇本ハムマーケティング(株)札幌営業所迄(9:00〜17:00まで)  ※⼟・⽇・祝⽇を除く。

ＴＥＬ  ０１１−６８８−４１８６
◆包装形態 弊社は、環境負荷の少ない、簡易包装(透明ビニールのシュリンク包装)を実施しています。

皆様のご理解とご協⼒をお願い致します

◆個⼈情報に関して 贈答主様とお届け先様の個⼈情報は当ｷﾞﾌﾄのお届け、問合せ業務及び次回ギフト期における
ご購⼊履歴のご案内に利⽤させて頂きます。
弊社の個⼈情報保護に関する取り組みはWebﾍﾟｰｼﾞに掲載しております。
hｔtp://www.nipponham.co.jp/privacy/index.html

後⽇請求書を郵送させて頂きますので、銀⾏振り込みでお⽀払お願い致します。
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★★ ★★
希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 希望小売価格(税込) 販売価格（税込）

国産 プレミアム UKI-55 ¥5,400 ¥4,590 15% 国産 プレミアム UKI-403 ¥4,320 ¥3,672 15% 国産 プレミアム UKI-58 ¥5,400 ¥4,590 15%
美ノ国 UKI-102 ¥10,800 ¥9,180 15% 美ノ国 UKI-38 ¥3,240 ¥2,754 15% 美ノ国 UKI-503 ¥5,400 ¥4,590 15%

(うつくしのくに) UKI-360 ¥3,240 ¥2,754 15% (うつくしのくに) UKI-48 ¥4,320 ¥3,672 15% (うつくしのくに) UKN-300 ¥3,240 ¥2,754 15%

★★ ★★
商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込）

九州産 MBP-40 ¥4,320 ¥3,586 九州産 KB-33 ¥3,240 ¥2,689 陳 建⼀ TSN-30A ¥3,240 ¥2,660
焼豚 MBP-55 ¥5,400 ¥4,482 ⿊豚 KB-56 ¥5,400 ¥4,482 四川名菜 TSN-40A ¥4,320 ¥3,586

九州産 MBS-30 ¥3,240 ¥2,689 グラッツェリア GRA-30 ¥3,240 ¥2,660 TSN-50E ¥5,400 ¥4,482
和惣菜 MBS-50 ¥5,400 ¥4,482 GRA-40 ¥4,320 ¥3,586 TSR-30 ¥3,240 ¥2,660

まぼろしの BMF-1 ¥4,860 ¥4,034 GRAN-37 ¥3,996 ¥3,317 TSDR-30 ¥3,240 ¥2,660
味噌漬け BMF-2 ¥5,940 ¥4,930 GRAN-50 ¥5,400 ¥4,482 くまもと KA-100 ¥10,800 ¥8,964

⾼千穂牧場 TB-32J ¥3,240 ¥2,689 プレミアム PHBR-30R ¥3,240 ¥2,660 あか⽜ KA-550 ¥5,940 ¥4,930
TB-40 ¥4,320 ¥3,586 ⼯房 PCH-40R ¥4,320 ¥3,586 宮崎⽜ AF-90 ¥9,720 ¥8,068
TB-50 ¥5,400 ¥4,482 PRB-50 ¥5,400 ¥4,482 MG-700 ¥9,720 ¥8,068

★★ 　　　最　大 割引商品 ≪　送料 別途　≫ ★★
商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 割引率 商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 割引率 商品名 希望小売価格(税込) 販売価格（税込） 割引率

本格派 NH-386 ¥3,240 ¥2,268 30% 北海道 YK-250 ¥2,700 ¥1,890 30% 常温商品 HM-306 ¥3,240 ¥2,268 30%
NH-456 ¥4,320 ¥3,024 30% ⼋雲 YK-300 ¥3,240 ¥2,268 30% KGY-30 ¥3,240 ¥2,268 30%
NH-509 ¥5,400 ¥3,780 30% ユーラップ YK-400 ¥4,320 ¥3,024 30% KY-30 ¥3,240 ¥2,268 30%
NH-503 ¥5,400 ¥3,780 30% YK-500 ¥5,400 ¥3,780 30% RK-30C ¥3,240 ¥2,268 30%

華 HNA-30 ¥3,240 ¥2,106 35% YK-700 ¥7,560 ¥5,292 30% BC-30 ¥3,240 ¥2,268 30%
（はなやか） HNA-60 ¥5,400 ¥3,510 35% 函館 CR-302NH ¥3,240 ¥2,268 30% BSC-40 ¥4,320 ¥3,024 30%
国産 特撰 JPN-50 ¥5,400 ¥3,780 30% カール CR-402NH ¥4,320 ¥3,024 30% ⽣活応援 Sｶﾚｰ40ｼｮｸ ¥4,946 ¥3,462 30%

⽇本 JPN-100 ¥10,800 ¥7,560 30% レイモン CR-502NH ¥5,400 ¥3,780 30% Sｷﾞｭｳﾄﾞﾝ30ｼｮｸ ¥6,264 ¥4,384 30%
北海道 FS-320 ¥3,456 ¥2,419 30% 秘伝 RGK-310 ¥3,240 ¥2,268 30% Sﾁｭｳｶﾄﾞﾝ30ｼｮｸ ¥5,378 ¥3,764 30%

⽇本ハム FS-420 ¥4,536 ¥3,175 30% RGK-500 ¥5,400 ¥3,780 30% SE-1 ¥1,810 ¥1,348 26%
ファイターズ FS-520 ¥5,616 ¥3,931 30% 無塩せき ME-302 ¥3,240 ¥2,268 30% UKM-32 ¥2,700 ¥2,025 25%

シャウエッセン SEG-300 ¥3,240 ¥2,268 30% ME-505 ¥5,400 ¥3,780 30% TP-4 ¥2,214 ¥1,661 25%

工場から直接お届け商品 最大１７％割引　     ≪　送料　全国無料　≫

30%

直⽕焼 ご自宅向け商品

⾷の彩り

商品名 商品名 商品名

国産プレミアム美ノ国　１５％割引　　≪送料　全国無料≫



お申込み ＦＡＸ番号 ⇒ ０１１−６８６−４２０１ ⽇本ハムマーケティング㈱ ⾏き

お歳暮 ＧＩＦＴ ２０２０ 申込み書 ご注⽂⽇ 2020年     ⽉     ⽇
注⽂書
摘要欄

お客様番号 お客様ご登録名

様
郵便番号
ご住所

全国⼀律 ７６０円（税込）

お名前

お電話
郵便番号 品  名 個数 弊社記⼊欄
ご住所 配送料

760円
出荷⽇

お名前 短冊のし

 お歳暮  無地  不要

お電話   その他（           ）

郵便番号 品  名 個数 弊社記⼊欄
ご住所 配送料

760円
出荷⽇

お名前 短冊のし

 お歳暮  無地  不要

お電話   その他（           ）

郵便番号 品  名 個数 弊社記⼊欄
ご住所 配送料

760円
出荷⽇

お名前 短冊のし

 お歳暮  無地  不要

お電話   その他（           ）

郵便番号 品  名 個数 弊社記⼊欄
ご住所 配送料

760円
出荷⽇

お名前 短冊のし

 お歳暮  無地  不要

お電話   その他（           ）

郵便番号 品  名 個数 弊社記⼊欄
ご住所 配送料

760円
出荷⽇

お名前 短冊のし

 お歳暮  無地  不要

お電話   その他（           ）

総個数 (商品代+送料）
合計 円

お
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先
②

お
届
け
先
③

お
届
け
先
④

お
届
け
先
⑤

弊社取扱部署
社会福祉協議会

②

営業担当

2960 ⽣⽥

ご
依
頼
主 美ノ国・⼯場から直接お届け商品

全国送料無料

ご希望お届け時期
11⽉下旬 12⽉上旬 12⽉中旬 12⽉下旬

贈答宅配送料（税込み）

〒 006‐0012 札幌市⼿稲区富丘2条2丁⽬10‐1

⽇本ハムマーケティング株)札幌営業所




