
冬ギフト便り
あおもりから厳選した

旬の商品を紹介します

www.dennouassist.co.jp
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りんごを皮ごとしぼった赤いジュース。果肉だけで絞ったピンクジュース。天然の色

紅の夢 りんごジュース
赤い果実を生かした透明感の鮮やかなピンク色の印象的な酸味のあるジュース

です。お中元、お歳暮、ブライダルギフトなど、様々なシーンでの贈り物として好評

いただいております。よく冷やしてお飲み頂くか、お酒などと割ってお楽しみください。

※紅の夢 ジュース 720mlは100本限定です。

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

人気
商品

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

厳選りんごをブレントした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味

黄金の至福 りんごジュース
葉取らずりんご、紅玉、ぐんま名月を厳選してブレンドした濃

厚でまろやか、甘みとほどよい酸味のバランスでとてもおいし

いプレミアム林檎ジュースです。

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jpFAX:050-3488-3211 (24時間受付）

（各送料別・税別）

商品No. 品 名 販売価格 備 考

80004 黄金の至福 500ｍｌ （1本／化粧箱) ¥2,700円 ギフト用
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商品No. 品 名 販売価格 備 考

80002 紅の夢 ジュース 720ml (1本/化粧箱) ¥5,000円 ギフト用

86002 紅の夢 ジュース 180ml ¥602円

80203 紅の夢 ジャム 120mg ¥648円

※「紅の夢」りんごは、弘前大学にて1981

年から育種を行い、2010年に「果肉まで赤

いりんご」として品種登録されたものです。

葉取らずサンふじ

紅玉

ぐんま名月

ギフトに最適。十分に青森のリンゴを堪能頂けます。

青森県プレミアムジュースセット

厳選りんごをブレントした濃厚でまろやか甘みとほどよい酸味のりんごジュース。リンゴ果汁だけで

作ったジュースと角切りリンゴが入ったジャム。そして皮付きりんごをじっくり乾燥させてつくった りん

ごの詰め合わせです。

内訳：黄金の福 500ｍｌ×1本。紅の夢 りんごジャム 120g×2個。いっちゃん星リンゴ 20ｇ×2袋

商品No. 品 名 販売価格 備 考

82303 青森県プレミアムジュースセット ¥4,860円 ギフト用

青森県 板柳町(いたやなぎまち)産 青森県代表するりんごの名産地

冬ギフト便り

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

北津軽郡
板柳町

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

20180116



人気
商品
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商品No. 品 名 販売価格 備 考

82302 青森県産プレミアムジュースセット ミニ 2,269円 ギフト用

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

厳選りんごをブレントした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味

黄金の至福 ２本入 りんごジュース

葉取らずりんご、紅玉、ぐんま名月を厳選してブレンドした濃

厚でまろやか、甘みとほどよい酸味のバランスでとてもおいし

いプレミアム林檎ジュースです。

葉取らずサンふじ紅玉ぐんま名月

商品No. 品 名 販売価格 備 考

80005 黄金の至福 500ｍｌ （2本／化粧箱) ¥4.500円 ギフト用

（各送料別・税別）

商品No. 品 名 販売価格 備 考

80006 黄金の至福 180ｍｌ （3本／化粧箱) ¥2,130円 ギフト用

商品No. 品 名 販売価格 備 考

80007 黄金の至福 180ｍｌ ¥602円

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

厳選りんごをブレントした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味

黄金の至福 ミニサイズギフト りんごジュース
葉取らずりんご、紅玉、ぐんま名月を厳選してブレンドした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味のバラン

スでとてもおいしいプレミアム林檎ジュースです。

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

ついに登場 プレミアムジュースを組み合わせたミニギフト。記念日のプレゼント等に最適です。

青森県産プレミアムジュースセット ミニ
皆様からのご要望から生まれたお手頃価格のミニギフトセットです。りんごのさわやかな酸味と濃厚で

まろやか、甘みとほどよい酸味のバランスでとてもおいしいプレミアム林檎ジュースとジャムが1つのが

ギフトセットになりました

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

厳選りんごをブレントした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味

黄金の至福 りんごジュース

葉取らずりんご、紅玉、ぐんま名月を厳選してブレンドした濃厚でまろやか、甘みとほどよい酸味の

バランスでとてもおいしいプレミアム林檎ジュースです。

１本～。 （最大３０本入り/箱となります。化粧箱ではありません）

内訳：紅の夢りんごジュース180ml×１本。紅の夢りんごジャム120g×1個。黄金の至福180ml×1本

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

New

北津軽郡
板柳町

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

オリジナル

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

単一品種で絞ったりんごジュースです

いっちゃんの林檎ジュース
添加物は一切使用しておりません。

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

葉取らず完熟リンゴでおいしさを詰め込みました

いっちゃん星りんご
りんごの栄養分を丸々摂取できるよう、1個分の皮付きりんごを48時間かけ、じっくり乾燥させて作りました。

噛めば噛むほど、じわーっと甘みが出てくる新食感スイーツです。

人気
商品
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商品No. 品 名 販売価格 備 考

80008 いっちゃんの林檎ジュース 500ml 12本/箱 ¥3,988円

80009 いっちゃんの林檎ジュース 500ml ¥324円

商品No. 品 名 販売価格 備 考

80102 いっちゃん星りんご はつ恋ぐりん 40g ¥602円

80105 いっちゃん星りんご 早生ふじ 40g ¥602円

80106 いっちゃん星りんご ジョナゴールド 40g ¥602円

果皮を使わなくてもほんのりとピンク色が美しいジャム。角切りの果肉も入っ

ておりますので、食感も楽しめます。

お届け時期 通年（希少品より数に限りがございます）

りんご果肉だけで作った天然のピンク色

紅の夢 りんごジャム

商品No. 品 名 販売価格 備 考

82203 紅の夢 りんごジャム 120g （3個/化粧箱） ¥2,454円 ギフト用

82203 紅の夢 りんごジャム 120g ¥648円

（各送料別・税別）

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

北津軽郡
板柳町

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



お届け時期 通年

豆菓子とnikonikoにんじんジュース350ml 4本入り
人参、りんご、レモン、梅エキスが入ったミックスジュース

ギフト用 豆菓子 + nikonikoにんじんジュース

大豆で作った豆菓子と、無添加で安心な人参・果実の甘みと香りがギュッ

とつまった、「飲むサラダ」にんじんジュースの詰め合わせをどうぞ。

免疫力増進にも！

お届け時期 通年

nikonikoにんじんジュース350ml 6本入り
人参、りんご、レモン、梅エキスが入ったミックスジュース

ギフト用 nikonikoにんじんジュース

無添加で安心な人参・果実の甘みと香りがギュッとつまった、「飲むサラダ」に

んじんジュースの詰め合わせをどうぞ。免疫力増進にも！

人気
商品

管理No. 品 名 販売価格 備 考

10501 豆菓子＋nikonikoにんじんジュースギフトセット ¥2,778円 ギフト用

管理No. 品 名 販売価格 備 考

10502 nikonikoにんじんジュース 350ml 6本ギフトセット ¥ 3,149円 ギフト用

10503 nikonikoにんじんジュース 1,000ml 3本ギフトセット ¥ 3,426円 ギフト用

10504 nikonikoにんじんジュース 1,000ml 2本ギフトセット ¥ 2,408円 ギフト用

（各送料別・税別）
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※本ページにございますにんじんジュース
のギフトセットは、のし箱にて包装されてお
ります。下図 イメージ図

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

青森県 南郷村(なんごうむら)産 山間部に位置した野菜、果実が盛んな地域

八戸市
南郷村

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



お届け時期 通年

大豆がポリポリおいしい豆菓子です

豆菓子

農薬、化学肥料未使用の大豆を使っております。

「炒り豆」・「のり塩」・「赤砂糖」（玉砂糖）・「白砂糖」の４種の味わいです。

人気
商品

管理No. 品 名 販売価格 備 考

10402 楽笑豆 炒り豆 25g ¥139円 写真左上

10401 楽笑豆 のり塩 25g ¥139円 写真左下

10403 楽笑豆 赤砂糖 25g ¥139円 写真右上

10404 楽笑豆 白砂糖 25g ¥139円 写真右下
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お届け時期 通年

にんじんジュース １L , 350ml , 200ml
人参、りんご、レモン、梅エキスが入ったミックスジュース

nikonikoにんじんジュース

無添加で安心な人参・果実の甘みと香りがギュッとつまった、「飲むサラダ」に

んじんジュースの詰め合わせをどうぞ。免疫力増進にも！

管理No. 品 名 販売価格 備 考

10302 nikonikoにんじんジュース 1,000ml  6本/箱 ¥6,176円

10304 nikonikoにんじんジュース 350ml 12本/箱 ¥5,612円

10306 nikonikoにんじんジュース 200ml 12本/箱 ¥3,380円

10301 nikonikoにんじんジュース 1,000ml  1本 ¥1,019円

10303 nikonikoにんじんジュース 350ml  1本 ¥463円

10305 nikonikoにんじんジュース 200ml  1本 ¥278円

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

八戸市
南郷村

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

炒り豆

のり塩

赤砂糖

白砂糖

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



人気
商品
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お届け時期 通年

青森県南部町の香り華やかな食用菊のお漬け物と野菜のピクルス
の無添加・全て手作りの心温まるギフトセットです。
菊花には抗酸化作用のあるβカロテン、ビタミンC、葉酸等のビタミ
ンB群も含まれております。
※発送はクール便で、ご注文を頂いてから製造、発送となります。
注文（土日を除く）５日以降の発送となります。

菊の里 ギフトセット

管理No. 品 名 販売価格 備 考

30301 菊の里 ギフトセット ¥2,200円 ギフト用

（各送料別・税別）

管理No. 品 名 販売価格 備 考

30002 菊花のかけら ギフトセット ¥2,200円 ギフト用

＜セット内容＞

・菊花のかけら (100g)4瓶 （ミックス2瓶、季節の野菜2瓶（ごぼう、ヤーコンなど） ）

季節の野菜品種は、＜菊花のかけら 季節の野菜 商品内容＞を参照願います。

お届け時期

菊花のかけら ギフトセット

＜セット内容＞

・菊花漬(100g)2袋

原材料名：:食用菊（青森県産）、かぶ、人参、胡瓜、漬け原材料（食塩、レモンジュース（濃縮還元）、昆布）

『消費期限は製造日から10日間です』

※商品が届いたら消費期限を確認の上、冷蔵庫で保管しお早めにお召し上がり下さい。

・菊花のかけら (100g)2瓶 （ミックス１瓶、季節の野菜１瓶（ごぼう、ヤーコンなど））

季節の野菜品種は、＜菊花のかけら 季節の野菜 商品内容＞を参照願います。

通年

単品販売も行っております。
お問い合わせ下さい。

単品販売も行っております。
お問い合わせ下さい。

サラダ感覚でそのまま食べられるピクルス。お酒のおつまみ等にも合います。

＜菊花のかけら 季節の野菜 商品内容＞

・ミックス(100g)1瓶 彩り良く、色々な野菜をまとめました。 原材料名：:胡瓜、人参、かぶ、食用菊（青森県産）、漬け原材料

・ごぼう(100g)1瓶 ごぼうは全国生産量１位。食物繊維が多く含まれています。 原材料名：:ごぼう（青森県産）、 食用菊（青森県産） 、漬け原材料

・ヤーコン(100g)1瓶 独特の歯触り。健康食品として注目されています。 原材料名：:ヤーコン（青森県産） 、食用菊（青森県産） 、漬け原材料

・だいこん(100g)1瓶 消化酵素、食物繊維を豊富に含んでいます。 原材料名：:だいこん（青森県産） 、食用菊（青森県産） 、 漬け原材料

青森県産の季節の野菜を使用しておりますので原材料に使用する野菜は変更になることがあります。『賞味期限は製造後6カ月です』

※保存方法は直射日光を避け、常温で保存。開封後は冷蔵庫へ保管し、お早めにお召し上がりください。

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

青森県 南部町(なんぶちょう)産 数多くの果実、野菜栽培が盛んでフルーツの香りが漂う町

三戸郡
南部町

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



人気
商品

Page6

お届け時期 通年

青森県横浜町の菜の花畑から生まれた純国産なたね油

御なたね油ギフトセット４７５
＜セット内容＞

・御なたね油レギュラー(475g)１本

・ガーリックオイル(45g)２本

・あねっこ揚げ(50g)

商品No. 品 名 販売価格 備 考

20302 御なたね油ギフトセット４７５ ¥4,167円 ギフト用

お届け時期 通年

青森県横浜町の菜の花畑から生まれた純国産なたね油

御なたね油ギフトセット１８０
＜セット内容＞

・御なたね油ロング(180g)１本

・ガーリックオイル(45g)２本

・あねっこ揚げ(50g)

商品No. 品 名 販売価格 備 考

20303 御なたね油ギフトセット１８０ ¥3,241円 ギフト用

「御なたね油」は、天日干しで非焙煎の一番搾り菜種油を、一週間前後静置し、あめ色になった「上澄み部分」をさ
らに精油しています。
特別な手を加えず、でも手を抜かず、時間をかけてひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げています。

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

青森県 横浜町(よこはままち)産 日本一の菜の花畑

上北郡
横浜町

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

（各送料別・税別）

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）



人気
商品

お届け時期 通年

南郷村産の長期熟成の黒にんにく。１～２片 毎日お召し上がり下さい

無農薬 無化学 黒にんにく
無農薬、無化学、無添加で自然発酵された長期熟成の黒にんにくです。

しっとりとした食感ですので、フルーツ感覚で頂けます。

管理No. 品 名 品 種 販売価格 備 考

10101 黒にんにく 福地ホワイト六片 ¥1,111円/100g

（各送料別・税別）
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お届け時期 通年

日本有数のながいも生産地（全国２位）であり、五戸町産ながいもは寒暖差がある厳しい環境の中で育った
瑞々しく甘いながいもです。食べればもりもりと元気が沸きます。

農薬50%減、化学肥料50%減 ながいも
春堀りながいも：旨味、成分も凝縮され熟成された美味しさがあります。収穫時期 ３～４月

秋堀りながいも：瑞瑞しく、皮も薄く、ヒゲ根を火でかるくあぶれば皮ごと食べられます。収穫時期１１月～１２月

管理No. 品 名 品 種 販売価格 備 考

16301 ながいも ３Kg ガンクミジカ 価格帯¥3,500～ ギフト用

16302 ながいも ５Kg ガンクミジカ 価格帯¥4,500～ ギフト用

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

注）画像はイメージです。果実、野菜類はその年の出来高で実際とは異なる場合があります。

三戸郡
五戸町

八戸市
南郷村

青森県 南郷村(なんごうむら)産 山間部に位置した野菜、果実が盛んな地域
青森県 五戸町（ごのへまち）産 馬肉や畜産も盛んな地で栄養豊富な土壌で育った野菜や

果実が盛んな地域

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

※1)価格帯：収穫時期の気候や台風等の影響で価格変動がございますので、購入の際にはお問い合わせ下さい

冬ギフト便り

20180116

ギフトも可能ご相談下さい

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）
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0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

コスモふじは、枝変わりという現象によって「ふじ」から生まれた新しい品種です。
「サンふじ」に比べて着色と蜜入りがよく、歯ごたえもあります。甘さだけでなく酸
味が少し加わっており、バランスの良い味です。「サンふじ」なみの甘さながら、
最後まで飽きずに食べられる後を引く美味しさが特徴です。

「ぐんま名月」はその人気から、市場に多く出回らず希少な品種とされています。
味わいとして何よりも際立つのがその甘さ！果実は大きめ（280g～330g）で、一度

かじれば溢れるほどの果汁とパイナップルのような風味が口の中いっぱいに広が
ります。
真ん中から横に割れば、まるで花びらのように蜜が入っており、目にも鮮やか。

葉取らず完熟リンゴでおいしさを詰め込みました

コスモふじ りんご

（各送料別・税別）

商品No. 品 名 販売価格 備 考

----- 葉取らずサンふじ りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/箱,3Kg/箱の３種類をご用意 価格帯¥1,800～※1) ギフト用/ご家庭用の２タイプ ※2)

----- コスモふじ りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/箱,3Kg/箱の３種類をご用意 価格帯¥1,800～※1) ギフト用/ご家庭用の２タイプ ※2)

----- ぐんま名月 りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/箱,3Kg/箱の３種類をご用意 価格帯¥1,800～※1) ギフト用/ご家庭用の２タイプ ※2)

葉取らずサンふじ りんご

お届け時期 12月上旬～12月下旬

大人気の葉取らず完熟リンゴでおいしさを詰め込みました

葉取らずサンふじは、色づけをよくする為の袋をかけず、太陽の光を当てながら
育てたふじりんごです。

葉が残っていることで、光合成がより多く行われ果実に収穫の寸前まで養分を
送り続けるのでりんごが甘くなっていきます。

ぐんま名月 りんご

お届け時期 12月上旬～12月下旬

葉取らず完熟リンゴでおいしさを詰め込みました

※1)価格帯：収穫時期の気候や台風等の影響で価格変動がございますので、購入の際にはお問い合わせ下さい
※2）ギフト用：厳選した形の良い均一な商品が入ります。ご家庭用：ギフト用に比形、サイズに多少バラツキがございます。）

青森県 板柳町(いたやなぎまち)産 青森県代表するりんごの名産地

お届け時期 12月上旬～12月下旬

注）画像はイメージです。果実、野菜類はその年の出来高で実際とは異なる場合があります。

北津軽郡
板柳町

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）
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青森県 南部町(なんぶちょう)産 数多くの果実、野菜栽培が盛んでフルーツの香りが漂う町
青森県 十和田市（とわだし）産 にんにく生産量日本一。その他多くの根菜中心に栽培

サンふじ りんご

お届け時期 11月下旬～12月下旬

南部町産 大人気のサンふじリンゴでおいしさを詰め込みました

甘味・酸味・歯ごたえの三拍子が揃った人気品種。蜜が入りやすく、果汁もたっ
ぷりです。

南部地域は広陵地帯が多いので、収穫数が限定された希少なりんごとなってい
ます。

商品No. 品 名 販売価格 備 考

----- サンふじ りんご(サイズ：5Kg/箱,3Kg/箱の２種類をご用意 価格帯¥3,250～※１） ギフト用

注）画像はイメージです。果実、野菜類はその年の出来高で実際とは異なる場合があります。

三戸郡
南部町

十和田市

0178-38-6191
お問い合わせ：TEL

受付時間

9:30～18:30 （祝休）

〒039-1103 青森県八戸市長苗代2-2-7
E-mail:info@dennouassist.co.jp
www.dennouassist.co.jp

あおもりから厳選した
旬の商品を紹介します

（各送料別・税別）

※1)価格帯：収穫時期の気候や台風等の影響で価格変動がございますので、購入の際にはお問い合わせ下さい

冬ギフト便り

20180116

FAX:050-3488-3211 (24時間受付）
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支

払

方

法

FAX：050-3488-3211

E-mail:info@dennouassist.co.jp

ふりがな

申込者の会社名
、お名前

ご住所

電話番号

お

届

け

先

お届け先のお名前

お届け先ご住所

お届け先電話番号

ふりがな

お

申

込

者

様

※お届け先がお申込者様と異なる場合のみ【お届け先】をご記入ください↓

FAX方向

お支払い方法

□ 銀行振込(前払)
みちのく銀行河原木支店
２６８５９９８
デンノウアシスト（カ

□ 代金引換

※商品が届きましたら直接配送業者に
商品代金＋手数料をお支払ください

※振込み手数料はお客様負担でお願いします

FAX注文用紙

商品送料につきましては、ご注文を頂いた際に、送付先、内容等を元に
ご回答させて頂きます。
その際のご連絡先を以下に記載願います。

ふりがな

ご担当のお名前

ご住所

電話番号

E-mail

■お申込者様と同じ

↓お申込者様とご担当様が違う場合には以下に記載願います

E-ｍail

Page１



商品No. 品 名 販売価格 備 考 発注数

80002 紅の夢 ジュース 720ml (1本/化粧箱) ¥5,000円 ギフト用

86002 紅の夢 ジュース 180ml ¥602円

80203 紅の夢 ジャム 120mg ¥648円

80004 黄金の至福 500ｍｌ （1本／化粧箱) ¥2,700円 ギフト用

82303 青森県産プレミアムジュースセット ¥4,860円 ギフト用

80005 黄金の至福 500ｍｌ （2本／化粧箱) ¥4.500円 ギフト用

80006 黄金の至福 180ｍｌ （3本／化粧箱) ¥2,130円 ギフト用

82302 青森県産プレミアムジュースセット ミニ ¥2,269円 ギフト用

80007 黄金の至福 180ｍｌ ¥602円

80102 いっちゃん星りんご はつ恋ぐりん 40g ¥602円

80105 いっちゃん星りんご 早生ふじ 40g ¥602円

80106 いっちゃん星りんご ジョナゴールド 40g ¥602円

10501 豆菓子＋nikonikoにんじんジュースギフトセット ¥2,778円 ギフト用

10502 nikonikoにんじんジュース 350ml 6本ギフトセット ¥ 3,149円 ギフト用

10503 nikonikoにんじんジュース 1,000ml 3本ギフトセット ¥ 3,426円 ギフト用

10504 nikonikoにんじんジュース 1,000ml 2本ギフトセット ¥ 2,408円 ギフト用

10302 nikonikoにんじんジュース 1,000ml  6本/箱 ¥6,176円

10304 nikonikoにんじんジュース 350ml 12本/箱 ¥5,612円

10306 nikonikoにんじんジュース 200ml 12本/箱 ¥3,380円

10301 nikonikoにんじんジュース 1,000ml  1本 ¥1,019円

FAX方向

FAX注文用紙
Page２

※希少品等在庫が無い場合もございます。
※同一場所からの出荷となりますので、送付先が同一の場合には送料を下げられる
場合もございます。 送料等は、受注後 ご連絡させて頂きます。事前確認も承ります。

（各送料別・税別）

以下の内容を注文致します。

メモ欄

20171101

FAX：050-3488-3211

E-mail:info@dennouassist.co.jp



FAX方向

FAX注文用紙
Page３

※希少品等在庫が無い場合もございます。
※同一場所からの出荷となりますので、送付先が同一の場合には送料を下げられる
場合もございます。
送料等は、受注後 ご連絡させて頂きます。事前確認も承ります。

（各送料別・税別）

以下の内容を注文致します。

メモ欄

管理No. 品 名 販売価格 備 考 発注数

90005 LED照明付インテリアポット ¥29,800円

管理No. 品 名 販売価格 備 考 発注数

10303 nikonikoにんじんジュース 350ml  1本 ¥463円

10305 nikonikoにんじんジュース 200ml  1本 ¥278円

30301 菊の里 ギフトセット ¥2,200円 ギフト用

30002 菊花のかけら ギフトセット ¥2,200円 ギフト用

20302 御なたね油ギフトセット４７５ ¥4,167円 ギフト用

20303 御なたね油ギフトセット１８０ ¥3,241円 ギフト用

16301 ながいも ３Kg お問合わせ下さい ギフト用

16302 ながいも ５Kg お問合わせ下さい ギフト用

----- 葉取らずサンふじ りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/
箱,3Kg/箱の３種類をご用意

お問合わせ下さい ギフト用/
ご家庭用
の２タイプ

----- コスモふじ りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/
箱,3Kg/箱の３種類をご用意

お問合わせ下さい ギフト用/
ご家庭用
の２タイプ

----- ぐんま名月 りんご(サイズ：10Kg/箱,,5Kg/
箱,3Kg/箱の３種類をご用意

お問合わせ下さい ギフト用/
ご家庭用
の２タイプ

----- サンふじ りんご(サイズ：5Kg/箱,3Kg/箱の２種類をご
用意

お問合わせ下さい ギフト用

（各送料含・税別）

20171101

FAX：050-3488-3211

E-mail:info@dennouassist.co.jp


