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TSN-50E 参考小売価格（税込）5,400円
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●餃子（10個）170g ●ふかひれ入りスープ 150g×２
●海老のチリソース 150g 
●えびの水晶包み（4個）100g
●海鮮翡翠焼売（4個）120g  ●小籠包（6個）180g
●ココナッツ蒸し団子（4個）140g

四川料理セット

工場
直送

工場直送につき、
他の商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

TSN-30A
点心セット

参考小売価格（税込）3,240円
●肉まん（4個）140g
●餃子（10個）170g ●海鮮翡翠焼売（4個）120g
●小籠包（6個）180g ●もち米焼売（4個）140g

TSN-40A
四川料理セット

参考小売価格（税込）4,320円
●餃子（10個）170g 
●海老のチリソース 150g
●ふかひれ入りスープ 150g×２
●陳麻婆豆腐の素（山椒付）110g
●貝柱入り焼売（4個）120g 
●もち米焼売（4個）140g

TSP-30
点心・杏仁プリンセット

参考小売価格（税込）3,240円
●餃子（10個）170ｇ 
●貝柱入り焼売（4個）120ｇ 
●小籠包（6個）180ｇ ●杏仁プリンの素 180g

PHB-30A
参考小売価格（税込）

3,240円
●ハンバーグ（デミグラスソース） 120g×４
●ハンバーグ（和風おろしソース） 120g×４

ハンバーグセット

PRBH-45A
参考小売価格（税込）

4,860円
●ローストビーフ 220g  ●ローストビーフソース 30g×2
●ハンバーグ（デミグラスソース）120g×3
●ハンバーグ（和風おろしソース）120g×3

ローストビーフ・ハンバーグセット

※詰め合わせ写真の「ローストビーフ」は断面をカットしていますが、お届けする商品は断面をカットしておりません。

W IN T E R  G I F T  2 0 2 2

BC-30 参考小売価格（税込）3,240円
●160g×15食

牛肉をとろけるまでじっくり煮込んだカレー

※上記商品パッケージは無くなり次第、通常デザインでの対応になります。

※のし、包装はございません。

HM-306 参考小売価格（税込）3,240円
●まぼろしの味噌使用みそだれさば味噌煮 200g×6

まぼろしの味噌使用みそだれさば味噌煮

YS-40
●YOURSOUP帆立のクラムチャウダー 180g×2
●YOURSOUP牛ほほ肉の赤ワイン煮 180g×2
●YOURSOUPグリーンポタージュ 180g×2

YOURSOUP
セット

CFS-40
●やわらかサーロインステーキ 100g×2
●YOURSOUPオマール海老のビスク 180g×2

やわらかサーロイン
ステーキ＆
YOURSOUP
セット

株式会社山内本店
宝暦元年(1751年)創業。 まぼろしの味噌使用みそだれ。

フルーツの旨みを加えたソースで、牛肉と
野菜をとろけるまでじっくり煮込みました。

真空調理でじっくり加熱し「やわらかく」仕上げた、
牛サーロインの赤身部分を使用したステーキです。

MBS-30J 参考小売価格（税込）3,240円
●醤油 しぐれ煮 60g 
●味噌 しぐれ煮 60g ●味噌 角煮 170g（1本） 
●豚肉と野菜の味噌仕立て 100g
●鶏肉とこんにゃくのこく旨煮 130g

まぼろし味噌と九州醤油で作る和惣菜

MBS-50J 参考小売価格（税込）5,400円
●味噌 角煮 170g（1本）×2 
●味噌 しぐれ煮 60g ●醤油 角煮 170g（1本）
●牛肉と野菜の醤油仕立て 100g
●豚肉と野菜の味噌仕立て 100g

まぼろし味噌と九州醤油で作る和惣菜まぼろしの味噌とは…
260余年、受け継がれし山内本店の誇る伝統の味わい。「現代の
名工」永田富浩が吟味を重ね国産素材を使い
仕上げた、中甘口の米麦合わせ味噌です。
お味噌の「甘味」「旨味」が素材に溶け込
み、薫り高くまろやかな味付けです。

「名工」永田富浩

※大豆由来の原料を使用しています。

TSD-MB
大豆ミート麻婆豆腐 4点セット

参考小売価格（税込）3,780円
●大豆ミート 陳麻婆豆腐の素
  200g×4

本格フレンチの名店「シェ オリビエ」。

オーナーシェフのオリビエ・オドス氏監修の

素材をいかしたオリジナルメニューを

ご家庭でお楽しみいただけます。

工場
直送

工場直送につき、
他の商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

OLV-102 参考小売価格（税込）10,800円
●牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 160g×2 
●ケークサレ 120g 
●カリフラワーのスープ 150g×2 ●ポークリエット 65g

オリビエフルコースセット

OLV-520

OLV-102OLV-520

参考小売価格（税込）5,400円
●牛ほほ肉の赤ワイン煮込み
  160g×2

牛ほほ肉の赤ワイン煮込み 2点セット

OLV-55R
ローストビーフ、オードブル2種セット

参考小売価格（税込）5,940円
●オリビエローストビーフ 220g ●赤ワインマスタードソース 40g ●ケークサレ 120g ●ポークリエット 65g

参考小売価格（税込）

4,320円
参考小売価格（税込）

4,320円

工場
直送

工場直送につき、他の
商品と抱き合わせの
ご注文はできません。

贈
り
も
の
に
も
、ご
自
宅
用
に
も
。
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●パンフレットに表示の価格は参考小売価格（税込）です。　
●商品パッケージは予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
●パンフレットに掲載の料理写真はイメージです。　
●原料となるお肉はそれぞれ形状が異なるため、商品の形状にも多少のばらつきが発生しますが、ご了承ください。
●環境負荷の少ない、簡易包装を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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●パンフレットに表示の価格は参考小売価格（税込）です。　
●商品パッケージは予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
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●環境負荷の少ない、簡易包装を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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道南産豚肉使用道南産豚肉使用

創業1925年、
肉本来のおいしさを生かし、
くせのない味で
現在まで多くのファンに
愛され続けています。

UKI-38 参考小売価格（税込）3,240円
●熟成ベーコン 51g 
●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g 
●熟成ビアシンケン 72g ●肩ロース生ハム 40g 
●熟成ロースハム 60g

UKI-48 参考小売価格（税込）4,320円
●熟成ベーコン 51g 
●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g 
●熟成ももハム 60g ●肩ロース生ハム 40g 
●熟成厚切りロースハム 62g×2

UKI-55 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ロースハム 400g
●熟成ももハム 280g

UKI-102 参考小売価格（税込）10,800円
●布巻き熟成ロースハム 580g 
●布巻き熟成ももハム 550g

NRB-G 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 180g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 50g ●直火焼き焼豚 180g
●あらびきミートローフ 170g ●ロース生ハム 40g 
●特撰ホワイトウインナー 80g×2

SEG-320 参考小売価格（税込）3,240円
●（ギフト限定）シャウエッセン 120g×2
●（ギフト限定）シャウエッセン ミートローフ 150g
●（ギフト限定）シャウエッセン チーズ 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チョリソー 120g
●2種のシャウエッセンマスタード 40g×2

YK-500  参考小売価格（税込）5,400円
●ロースハムスライス 54g 
●生ハム 40g ●ボロニアソーセージ 62g
●ベーコンブロック 205g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●チーズ入りソーセージ 112g 
●ロングウインナー 96g ●ソフトサラミ 90g

YK-400  参考小売価格（税込）4,320円
●ロースハムスライス 54g 
●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ベーコンスライス 50g ●ソフトサラミ 90g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●白いあらびきウインナー 112g 
●チーズ入りソーセージ 112g

YK-300  参考小売価格（税込）3,240円
●ロースハムスライス 54g 
●ベーコンスライス 50g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ソフトサラミ 90g

UKI-58 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ベーコン 51g ●熟成ももハム 60g
●熟成あらびきウインナー 70g 
●白い熟成あらびきウインナー 70g ●肩ロース生ハム 40g
●熟成ビアシンケン 72g ●熟成ロースハム 60g
●熟成厚切りロースハム 62g×2

DLG金賞対象品目：上級ホワイトロースハム 380g・たれ漬け焼豚 180g
特撰ロースハム 380g、180g・ロース生ハム 40g・スモークハム 180g

CR-502NH 参考小売価格（税込）5,400円
●ローストポーク 130g 
●ハーブソーセージ 92g
●ショルダーハム 150g ●ベーコン 180g 
●ポークローフ 120g ●アラビキソーセージ 92g 
●レモン&パセリウインナー 92g

CR-402NH 参考小売価格（税込）4,320円
●ショルダーハム 150g 
●クラコウ 130g ●ローストポーク 130g 
●ポークローフ 120g
●アラビキソーセージ 92g 
●レモン&パセリウインナー 92g

CR-302NH 参考小売価格（税込）3,240円
●アラビキソーセージ 92g 
●ポークローフ 120g
●クラコウ 130g
●レモン&パセリウインナー 92g 
●ハーブソーセージ 92g

FS-G 参考小売価格（税込）5,400円
●ホワイトロースハム 400g 
●ベーコン 205g 
●ミートローフ 180g

FS-Y 参考小売価格（税込）4,320円
●アイスバイン 170g 
●ベーコン 205g ●ミートローフ 180g 
●ロングウインナー 96g 
●ホワイトウインナー 112g

FS-S 参考小売価格（税込）3,240円
●アイスバイン 170g 
●ホワイトウインナー 112g
●ソフトサラミ 90g 
●ロングウインナー 96g 

道南の大地を悠 と々流れ、
自然の宝庫と呼ばれる
遊楽部川。素材そのものの
良さをいかしておいしい
ハムに仕上げました。

道南の大地を悠 と々流れ、
自然の宝庫と呼ばれる
遊楽部川。素材そのものの
良さをいかしておいしい
ハムに仕上げました。

北海道産豚肉使用

函館カール・レイモン製品の原料肉は、
北海道産の豚肉・牛肉を使用しています。

シャウエッセンの
パリッと感や旨味は
そのままに、
食べ応えのある
太めのサイズに仕上げた
ギフト限定品です。

北海道産豚肉を使用し、 北海道ファクトリーでつくったニッポンハム特製ハムギフトです。

北海道の大自然で育てられた豚肉を、
匠の技で上質なおいしさに仕上げました。

詳細はこちら

※自社農場とは、国内のニッポンハムグループの農場です。

※DLGコンテストとは… ドイツの農業・食品産業の四大組織の一つといわれるドイツ農業協会により1885年の設立された世界で最も歴史と権威のあるコンテスト。
　毎年3万点以上の、世界中の食品が審査されており、食品のおいしさと高い品質が国際的に証明される、世界最高レベルの品評会です。

［美ノ国ブランドサイト］
により詳しい説明が
あります
※日本ハム調べ（日経POSデー
タの2021年1月から12月の
データを基に、国産豚肉原料使
用ハムギフト商品をカテゴライ
ズして調査）

豊かな水と緑に恵まれた国内の自社農場。私たちはこの自社農場で、
健康な豚を育てることからはじめています。

国産 プレミアム国産 プレミアム国産 プレミアム ギフト限定 シャウエッセン

国産 プレミアム 国産 プレミアム

本格派

ファイターズギフトファイターズギフトファイターズギフト

北海道 八雲ユーラップ北海道 八雲ユーラップ北海道 八雲ユーラップ

函館カール・レイモン函館カール・レイモン函館カール・レイモン

UKH-30 参考小売価格（税込）3,240円
●熟成ロースハム400ｇ

北海道 プレミアム

UKH-50 参考小売価格（税込）5,400円
●白い熟成ロースハム 400g
●熟成ももハム280ｇ

北海道 プレミアム

NH-GA 参考小売価格（税込）5,400円
●上級ホワイトロースハム 380g
●たれ漬け焼豚 180g  ●特撰ホワイト肩ロース 200g
●あらびきミートローフ 170g ●特撰ホワイトウインナー 80g
●特撰あらびきウインナー 80g

本格派

NH-YA 参考小売価格（税込）4,320円
●特撰ロースハム 180g ●たれ漬け焼豚 180g 
●スモークハム 180g ●直火焼ミートローフ 170g 
●特撰ホワイトウインナー 80g
●特撰あらびきウインナー 80g

本格派

NH-SA 参考小売価格（税込）3,240円
●スモークボロニア 110g
●特撰ロースハム 180g ●ペッパーボロニア 110g
●ロース生ハム 40g
●特撰あらびきウインナー 80g×2

本格派

NH-GB 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 380g 
●直火焼き焼豚 180g
●特撰ホワイト肩ロース 200g

本格派
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道南産豚肉使用道南産豚肉使用

創業1925年、
肉本来のおいしさを生かし、
くせのない味で
現在まで多くのファンに
愛され続けています。

UKI-38 参考小売価格（税込）3,240円
●熟成ベーコン 51g 
●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g 
●熟成ビアシンケン 72g ●肩ロース生ハム 40g 
●熟成ロースハム 60g

UKI-48 参考小売価格（税込）4,320円
●熟成ベーコン 51g 
●熟成あらびきウインナー 70g
●白い熟成あらびきウインナー 70g 
●熟成ももハム 60g ●肩ロース生ハム 40g 
●熟成厚切りロースハム 62g×2

UKI-55 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ロースハム 400g
●熟成ももハム 280g

UKI-102 参考小売価格（税込）10,800円
●布巻き熟成ロースハム 580g 
●布巻き熟成ももハム 550g

NRB-G 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 180g ●直火焼ローストビーフ 185g
●ローストビーフソース 50g ●直火焼き焼豚 180g
●あらびきミートローフ 170g ●ロース生ハム 40g 
●特撰ホワイトウインナー 80g×2

SEG-320 参考小売価格（税込）3,240円
●（ギフト限定）シャウエッセン 120g×2
●（ギフト限定）シャウエッセン ミートローフ 150g
●（ギフト限定）シャウエッセン チーズ 120g
●（ギフト限定）シャウエッセン チョリソー 120g
●2種のシャウエッセンマスタード 40g×2

YK-500  参考小売価格（税込）5,400円
●ロースハムスライス 54g 
●生ハム 40g ●ボロニアソーセージ 62g
●ベーコンブロック 205g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●チーズ入りソーセージ 112g 
●ロングウインナー 96g ●ソフトサラミ 90g

YK-400  参考小売価格（税込）4,320円
●ロースハムスライス 54g 
●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ベーコンスライス 50g ●ソフトサラミ 90g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●白いあらびきウインナー 112g 
●チーズ入りソーセージ 112g

YK-300  参考小売価格（税込）3,240円
●ロースハムスライス 54g 
●ベーコンスライス 50g 
●馬蹄型ソーセージ 142g
●生ハム 40g ●ロングウインナー 96g 
●ソフトサラミ 90g

UKI-58 参考小売価格（税込）5,400円
●熟成ベーコン 51g ●熟成ももハム 60g
●熟成あらびきウインナー 70g 
●白い熟成あらびきウインナー 70g ●肩ロース生ハム 40g
●熟成ビアシンケン 72g ●熟成ロースハム 60g
●熟成厚切りロースハム 62g×2

DLG金賞対象品目：上級ホワイトロースハム 380g・たれ漬け焼豚 180g
特撰ロースハム 380g、180g・ロース生ハム 40g・スモークハム 180g

CR-502NH 参考小売価格（税込）5,400円
●ローストポーク 130g 
●ハーブソーセージ 92g
●ショルダーハム 150g ●ベーコン 180g 
●ポークローフ 120g ●アラビキソーセージ 92g 
●レモン&パセリウインナー 92g

CR-402NH 参考小売価格（税込）4,320円
●ショルダーハム 150g 
●クラコウ 130g ●ローストポーク 130g 
●ポークローフ 120g
●アラビキソーセージ 92g 
●レモン&パセリウインナー 92g

CR-302NH 参考小売価格（税込）3,240円
●アラビキソーセージ 92g 
●ポークローフ 120g
●クラコウ 130g
●レモン&パセリウインナー 92g 
●ハーブソーセージ 92g

FS-G 参考小売価格（税込）5,400円
●ホワイトロースハム 400g 
●ベーコン 205g 
●ミートローフ 180g

FS-Y 参考小売価格（税込）4,320円
●アイスバイン 170g 
●ベーコン 205g ●ミートローフ 180g 
●ロングウインナー 96g 
●ホワイトウインナー 112g

FS-S 参考小売価格（税込）3,240円
●アイスバイン 170g 
●ホワイトウインナー 112g
●ソフトサラミ 90g 
●ロングウインナー 96g 

道南の大地を悠 と々流れ、
自然の宝庫と呼ばれる
遊楽部川。素材そのものの
良さをいかしておいしい
ハムに仕上げました。

道南の大地を悠 と々流れ、
自然の宝庫と呼ばれる
遊楽部川。素材そのものの
良さをいかしておいしい
ハムに仕上げました。

北海道産豚肉使用

函館カール・レイモン製品の原料肉は、
北海道産の豚肉・牛肉を使用しています。

シャウエッセンの
パリッと感や旨味は
そのままに、
食べ応えのある
太めのサイズに仕上げた
ギフト限定品です。

北海道産豚肉を使用し、 北海道ファクトリーでつくったニッポンハム特製ハムギフトです。

北海道の大自然で育てられた豚肉を、
匠の技で上質なおいしさに仕上げました。

詳細はこちら

※自社農場とは、国内のニッポンハムグループの農場です。

※DLGコンテストとは… ドイツの農業・食品産業の四大組織の一つといわれるドイツ農業協会により1885年の設立された世界で最も歴史と権威のあるコンテスト。
　毎年3万点以上の、世界中の食品が審査されており、食品のおいしさと高い品質が国際的に証明される、世界最高レベルの品評会です。

［美ノ国ブランドサイト］
により詳しい説明が
あります
※日本ハム調べ（日経POSデー
タの2021年1月から12月の
データを基に、国産豚肉原料使
用ハムギフト商品をカテゴライ
ズして調査）

豊かな水と緑に恵まれた国内の自社農場。私たちはこの自社農場で、
健康な豚を育てることからはじめています。

国産 プレミアム国産 プレミアム国産 プレミアム ギフト限定 シャウエッセン

国産 プレミアム 国産 プレミアム

本格派

ファイターズギフトファイターズギフトファイターズギフト

北海道 八雲ユーラップ北海道 八雲ユーラップ北海道 八雲ユーラップ

函館カール・レイモン函館カール・レイモン函館カール・レイモン

UKH-30 参考小売価格（税込）3,240円
●熟成ロースハム400ｇ

北海道 プレミアム

UKH-50 参考小売価格（税込）5,400円
●白い熟成ロースハム 400g
●熟成ももハム280ｇ

北海道 プレミアム

NH-GA 参考小売価格（税込）5,400円
●上級ホワイトロースハム 380g
●たれ漬け焼豚 180g  ●特撰ホワイト肩ロース 200g
●あらびきミートローフ 170g ●特撰ホワイトウインナー 80g
●特撰あらびきウインナー 80g

本格派

NH-YA 参考小売価格（税込）4,320円
●特撰ロースハム 180g ●たれ漬け焼豚 180g 
●スモークハム 180g ●直火焼ミートローフ 170g 
●特撰ホワイトウインナー 80g
●特撰あらびきウインナー 80g

本格派

NH-SA 参考小売価格（税込）3,240円
●スモークボロニア 110g
●特撰ロースハム 180g ●ペッパーボロニア 110g
●ロース生ハム 40g
●特撰あらびきウインナー 80g×2

本格派

NH-GB 参考小売価格（税込）5,400円
●特撰ロースハム 380g 
●直火焼き焼豚 180g
●特撰ホワイト肩ロース 200g

本格派
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2022年10月吉日

様

　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頂きますので、是非、日本ハム製品のご用命を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

売上の一部は、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。

★★ ★★

参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率 参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率

¥3,240 ¥2,754 15% ¥5,400 ¥4,590 15%

¥5,400 ¥4,590 15% ¥3,240 ¥2,754 15%

¥10,800 ¥9,180 15% ¥4,320 ¥3,672 15%

¥5,400 ¥4,590 15%

★★ 30% ★★

参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率 参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率

¥3,240 ¥2,268 30% ¥3,240 ¥2,268 30%

¥4,320 ¥3,024 30% ¥4,320 ¥3,024 30%

¥5,400 ¥3,780 30% ¥5,400 ¥3,780 30%

¥5,400 ¥3,780 30% ¥3,240 ¥2,268 30%

¥5,400 ¥3,780 30% ¥4,320 ¥3,024 30%

¥3,240 ¥2,268 30% ¥5,400 ¥3,780 30%

¥3,240 ¥2,268 30% ¥3,240 ¥2,268 30%

¥4,320 ¥3,024 30% ¥5,400 ¥3,780 30%

¥5,400 ¥3,780 30%

¥3,240 ¥2,268 30% ¥4,320 ¥3,024 30%

¥3,240 ¥2,268 30% ¥4,320 ¥3,024 30%

★★ ★★

参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率 参考小売価格(税込) 斡旋価格(税込) 割引率

¥3,240 ¥2,657 18% ¥5,940 ¥4,871 18%

¥3,240 ¥2,657 18% ¥5,400 ¥4,428 18%

¥4,320 ¥3,542 18% ¥10,800 ¥8,856 18%

¥5,400 ¥4,428 18% ¥3,240 ¥2,657 18%

¥3,780 ¥3,100 18% ¥4,860 ¥3,985 18%

◆お申込方法 別紙申込書にご記入のうえ、FAXにてお申込ください。

FAX：011-686-4201 日本ハムマーケティング（株）札幌営業所

FAXでのご注文の際、申込書の郵送はしないようにお願いいたします。（重複防止の為）

◆お申込締切日 2022年12月5日(月)

◆送料 同一住所・宛名あたり全国一律760円（税込）がかかります。※美ノ国、工場直送商品は除外。

※常温ギフトは冷蔵ギフトとの抱き合わせができない為（温度帯が違う為）別途送料がかかります。

◆商品のお届け時期 お届け時期は、11月下旬、12月上旬、中旬・下旬でご指定ください。

配送温度帯（冷蔵、冷凍、常温）により商品到着日が前後する場合がございます。

◆お届け迄について ご注文より最短で10日～14日程を要します。

◆お支払時期・方法 後日、ご依頼様宛に請求書を郵送させて頂きますので、支払期日迄に銀行、郵便局で

お支払いください。

（振込手数料はご依頼主様ご負担でお願いいたします）

◆お申込みの撤回 ・当社が商品の発送業務を行うまでは、以下の電話番号にご連絡いただくことで申し込みの

　キャンセル 　撤回が可能です。

　解除 ・発送手続き後のキャンセルについては、お受けできません。

・ご注文と異なる商品が届いた場合、配送中の商品の損傷、発送条件が異なって届いた場合など、

   ご注文内容と異なった場合の返品については以下の電話番号まで、ご連絡ください。

   お手数ですが、お電話にてご連絡をいただいたのち、着払いにてご返送願います。

◆お問合せ先の不在、住所不明 ・誤配送防止の為、お届け先様のご住所等、記入漏れの無いようお確かめください。

　、または受取を拒否された ・お届け先様ご不在、住所不明、受取拒否の場合はご依頼様へ弊社からお電話後返送させて

　場合についてのお願い 　頂きます。ご了承の程お願い申し上げます。

◆商品、出荷先のお問合せ先 日本ハムマーケティング（株）札幌営業所　☎011-688-4186

〒006-0012　北海道札幌市手稲区冨丘二条2丁目10番1号　問合せ時間：月～金　9：00～17：00

◆個人情報保護法について 弊社は、個人情報に関する法律などを遵守し、その保護に努め適切な管理をしてまいります。

お客様からご提供いただいた個人情報は、電話もしくはその他の方法でご連絡する為にあるいは

商品情報のご提供やご注文の品物をお届け、並びにご請求書のご送付等に使用いたします。

2022年 日本ハムお歳暮ギフト 斡旋販売のご案内

北海道・国産プレミアム　 美ノ国　特別価格　《送料　全国無料》
商品名 商品名

国産プレミアム

美ノ国

UKI-58

特別価格最大 割引商品　《送料　別途》
商品名 商品名

北海道プレミアム　美ノ国 UKH-30 北海道プレミアム　美ノ国 UKH-50

国産プレミアム

美ノ国

UKI-55 UKI-38

UKI-102 UKI-48

YK-300

NH-GB YK-400

シャウエッセン SEG-320 YK-500

本格派

NH-SA
函館

カール・レイモン

CR-302NH

NH-YA CR-402NH

NRB-G CR-502NH

NH-GA 北海道

八雲

ユーラップ

ファイターズ

FS-S
まぼろしの味噌

MBS-30J

FS-Y MBS-50J

FS-G

ご自宅用
BC-30

ご自宅用
YS-40

HM-306 CFS-40

工場からの直接お届け商品　特別価格　《送料　全国無料》
商品名 商品名

OLV-102

TSN-50E
プレミアム工房

PHB-30A

大豆ミート使用 TSD-MB PRBH-45A

陳 建一

四川名菜

TSN-30A

シェ オリビエ

OLV-55R

TSP-30 OLV-520

TSN-40A

https://www.nipponham.co.jp/privacy 



申込先　ＦＡＸ番号　：　０１１－６８６－４２０１

ご注文日　2022年　　　　　月　　　　　日

注文書

摘要欄

お客様ご登録名

様

郵便番号

ご住所

お名前

お電話

郵便番号 個数

ご住所

お名前

お電話

郵便番号 個数

ご住所

お名前

お電話

郵便番号 個数

ご住所

お名前

お電話

郵便番号 個数

ご住所

お名前

お電話

郵便番号 個数

ご住所

お名前

お電話

総個数
(商品代+送料）

合計 円

2022年お歳暮GIFT　申込用紙

お客様番号 ご希望お届け時期〔○で囲んでご記入下さい〕

日本ハムマーケティング㈱ 行き

ご

依

頼

主

北海道・国産プレミアム　美ノ国

工場からの直接お届け商品は、送料全国無料です。

他の商品については１軒に対して下記配送料を頂きます。

　全国一律760円（税込）

お

届

け

先

①

品　　名 弊社記入欄

配送料

760円

短冊シールのし

お歳暮　 無地　 不要

お

届

け

先

②

品　　名 弊社記入欄

配送料

760円

短冊シールのし

お歳暮　 無地　 不要

お

届

け

先

➂

品　　名 弊社記入欄

配送料

760円

短冊シールのし

お歳暮　 無地　 不要

お

届

け

先

④

品　　名 弊社記入欄

配送料

760円

短冊シールのし

お歳暮　 無地　 不要

お

届

け

先

⑤

品　　名 弊社記入欄

配送料

2960 高井

社会福祉協議会

760円

短冊シールのし

お歳暮　 無地　 不要

弊社取扱部署 営業担当
〒006-0012 札幌市手稲区富丘2条2丁目10-1

11月下旬 12月上旬 12月中旬 12月下旬




