
 

株式会社淡路製粉 TEL：018-877-3270 FAX：018-877-6285 URL：http://www.awajiseifun.co.jp 

ご注文用紙 
お客様氏名             〒        ご住所                        

電話番号              FAX番号              e-mail              

支払方法  代引決済 ・ 郵便振替 ・ 銀行振込 ・ 現金  （いずれかに○をつけて下さい） 

※代引手数料とお振込手数料はお客様ご負担となります。          ご希望配達日：   月  日   

※ご注文等の詳細については、別紙「通信販売のお知らせ」をご参照下さい。 

JAN コード 商 品 名 （容量）  ご注文数量 備考 

49-70527-999001 白兎蔵ＡＢ                          1000g  箱
秋田もち×1 

練りあん×1、青きな粉×1 

49-70527-999100 白兎四畳半Ａ                        2100g  箱
秋田もち×4 

練りあん×1 

49-70527-999117 白兎四畳半Ｂ                        1700g  箱
秋田もち×4 

青きな粉×1 

49-70527-999216 白兎Ｍ６                            2400g  箱
秋田もち×6 

 

49-70527-999223 白兎Ｍ５ＡＢ                        2600g  箱
秋田もち×5 

練りあん×1、青きな粉×1 

49-70527-999230 白兎Ｍ５ＢＢ                        2200g  箱
秋田もち×5、青きな粉×2 

 

49-70527-999247 白兎Ｍ５ＢＲ                        2200g  箱
秋田もち×5 

青きな粉×1、大豆きな粉×1 

49-70527-999315 白兎Ｍ８ＡＢＲ                      3900g  箱
秋田もち×8、練りあん×1 

青きな粉×1、大豆きな粉×1 

49-70527-999414 白兎特選ギフト                      4000g  箱
秋田もち×10 

 

49-70527-242244 白兎限定作付栽培秋田もち 1kg   個  

49-70527-242251 白兎限定作付栽培秋田もち 800g  個  

49-70527-229276 白兎限定作付栽培秋田もち 400g  個  

49-70527-229313 白兎限定作付栽培 1P 秋田もち 340g  個  

49-70527-242268 白兎限定作付栽培 1P 秋田もち 570g  個  

49-70527-464424 白兎いなか青きな粉    100g  個  

49-70527-465469 白兎いなか大豆きな粉   100g  個  

49-70527-116217 白兎練あん粒       500g  個  

49-70527-116316 白兎練あんこし      500g  個  

49-70527-921910 白兎金印白玉粉      200g  個  

49-70527-932930 白兎ゴールド白玉粉    250g  個  

49-70527-943950 白兎白玉粉        250g  個  

49-70527-954970 白兎雪娘白玉粉      225g  個  

49-70527-943004 白兎白玉粉        200g  個  

49-70527-876883 白兎ソフト白玉餅     300g  個  

49-70527-557515 白兎いなかもち粉     250g  個  

49-70527-642655 白兎いなか上新粉     250g  個  

49-70527-798710 白兎赤金帯いなかだんご粉 300g  個  

49-70527-720766 白兎赤金帯いなかだんご粉 1kg  個  

49-70527-734787 白兎青帯いなかだんご粉  300g  個  

49-70527-386344 白兎道明寺        200g  個  

49-70527-000240 白兎上南粉        400g  個  

49-70527-000257 白兎雲平山科粉      400g  個  

49-70527-000349 餅草よもぎ粉末      35g  個  

49-70527-390013 白兎もちとり粉      200g  個  

49-70527-390129 白兎片栗粉        1kg  個  

49-62246-010204 吉野葛          150g  個  

※新商品の追加に伴い一部商品名が変更になりました。 

※米相場により、お客様にお知らせすることなく価格変更がある場合があります。 

ご注文の際は、弊社お客様係にお問い合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 

※お客様のご要望に合わせた特注ギフトも承ります。また、歳事・仏事関連商品も承ります。 

特注ギフトは箱のサイズにより商品に制限（ギフト規格外）がある場合があります。 



 

株式会社淡路製粉 TEL：018-877-3270 FAX：018-877-6285 URL：http://www.awajiseifun.co.jp 

ご注文用紙（ご贈答用） 
お客様氏名             〒        ご住所                        

電話番号              FAX番号              e-mail              

支払方法  郵便振替 ・ 銀行振込 ・ 現金  （いずれかに○をつけて下さい） 

※お振込手数料はお客様ご負担となります。 

※ご注文等の詳細については、別紙「通信販売ご利用の表記」をご参照下さい。 

 

のし  有 ・ 無  （いずれかに○をつけて下さい。有の場合は、下の印字文字も記入下さい）  

印字文字（上）          （例：お歳暮） 

印字文字（下）                    （例：○○○株式会社 代表取締役□□□□□） 

ご希望配達日     月  日  （例：12 月 25 日） 

 

発送先（お名前） 郵便番号・ご住所 電話番号 商品名 数量

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※商品代金と送料の代金総額をご連絡致しますので、お支払いは直接お持ち頂くか、「通信販売ご利

用の表記」にある口座にお振込ください。ご依頼先に商品発送後、弊社からお客様宛に納品書と発送

委託業者の送り状（写）を同封し送付致します。 

メ  モ 



 

株式会社淡路製粉 TEL：018-877-3270 FAX：018-877-6285 URL：http://www.awajiseifun.co.jp 

通信販売ご利用の表記 
平素は弊社白兎印商品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。 

ご注文方法は、白兎印商品価格案内及び白兎印ギフト商品価格案内をご参照頂き、①お電話、②FAX 送信（「ご注文用

紙」もしくは、「ご注文用紙（ご贈答用）」にご記入）、③オンラインショッピングからご選択頂けます。 

※ご利用前に下記の「通信販売ご利用の表記」を必ずご参照下さい。 

■ ■ ■ 通信販売ご利用の表記 ■ ■ ■ 
製造・販売業者名 株式会社淡路製粉 

運営統括責任者 代表取締役社長 淡路 徹 

所在地 

〒018-1402 秋田県潟上市昭和乱橋開上関田 122 番地 

TEL：018-877-3270 FAX：018-877-6285 

URL：http://www.awajiseifun.co.jp  e-mail：info@awajiseifun.co.jp 

販売数量 在庫範囲内で数量制限無し 

ご注文方法 電話、FAX（ご注文用紙ご利用）、オンラインショッピング 

商品代金（税込）以外の 

お客様ご負担費用 

送料、代引手数料（代引決済時のみ）、消費税 

※複数口の場合は送料と代引手数料が口数ごとに発生します。 

※送料と代引手数料については、別紙「送料・代引手数料一覧表」をご参照下さい。 

お支払方法 

お客様には代引決済及び前払での銀行振込・郵便振替でお願い致しております。 

1.代引決済（代引手数料お客様ご負担） 

※代引手数料とは、配送業者にお支払いする集金代行手数料です。 

※代引決済のご利用は、商品ご購入限度額が 300,000 円未満となります。 

2.銀行振込・郵便振込（手数料お客様ご負担） 

※前払振込が原則となっております。入金確認に数日要する場合がございます。 

尚、御買上商品と同封する納品書には、商品代金、送料、代引手数料、消費税の全てを

含めたお支払い合計金額を記載します。ご理解頂けますようお願い申し上げます。 

＜便利なお支払い方法のお知らせ＞ 

ご在宅の方：代引決済が振込より煩わしさが少なくご利用頂けます。 

外出の多い方：郵便、銀行の振込からご選択頂けます。 

お振込口座 
銀行口座：秋田銀行大久保支店 （普通）No.077437 口座名義：株式会社淡路製粉 

郵便口座：02530-1-  10176 加入者名：株式会社淡路製粉 

配送業者 

当社指定配送業者 

※配送地域によって配送業者が異なります。 

※離島への代引発送は 30kg 迄となっております。尚、離島への 30kg 以上で発送ご希望

のお客様は、お手数ですが事前にご連絡下さい。弊社取扱別配送業者にてお見積の上、

前振込で対応致します。 

※配送業者のご指定は承っておりませんので、予めご了承下さい。 

ご注文の 
キャンセルについて 

必ず電話にてご連絡下さい。 
商品発送以降のキャンセルはお断り致しております。 

引渡し期間 

ご注文受付確認後の発送となります。 

＜受付からお手元まで届く目安＞ 

代引決済（コレクトサービス/e-コレクト）：4～5日前後。 

銀行振込・郵便振込：入金確認後 4～5日前後。 

※受付確認後、発送が当日出荷に間に合わない場合には翌日発送となります。 

※週末や連休中のご注文の場合は休日明けの発送となります。 

※また、配送時の天候事情で遅れる場合もございます。 

返品と不良品について 

不良品や注文商品と異なる商品が届いた場合のみ対応させて頂きます。尚、不良品に関

してましては、お客様より着払いで発送して頂き現物商品確認後となります。それ以外

につきましては、対応を致しかねますのでご理解頂けますようお願い致しております。

※また、良品の返品はお断りしております。 

お客様情報について 発注時のお客様の個人情報につきまして、弊社の業務以外には一切使用しません。 

お客様からのご注文を全国各地に発送致します。 

ご注文の際にお客様名、ご住所、電話番号とご依頼先名、ご住所、電話番号、ご希望商

品名、数量を弊社専用用紙「ご注文用紙（ご贈答用）」もしくは、同上の内容をお客様

が作成して頂き FAX 等でご連絡下さい。 

詳しくは、弊社お客様係にお問い合わせ下さい 

送  料 お客様のご負担となります。 

支払方法 

（1）銀行振込（手数料はお客様ご負担となります） 

（2）郵便振替（手数料はお客様ご負担となります）  

※商品の発送は振込の入金確認後とさせて頂きます。 

※銀行振込では振込金受取書、郵便振替では払込金受領書をもって領収書

に代えさせていただきます。 

お振込口座に関しては、上記の「お振込口座」をご参照下さい。 

ご贈答 

お中元・お歳暮・ご進物 

発送確認 
お客様に商品発送後、弊社からお客様宛に納品書と発送委託業者の送り状

（写）を同封し送付致します。 



 

株式会社淡路製粉 TEL：018-877-3270 FAX：018-877-6285 URL：http://www.awajiseifun.co.jp 

送料・代引手数料一覧表 
※ご利用前に下記の「送料・代引き手数料」と※印の注意書きを必ずご参照下さい。 

ご購入商品の合計重量が 500g 以内は、お得なレターパックでの発送となります。 

全国一律税込 360 円 

  支払い方法 秋田県内 
その他 

（離島を除く） 
沖縄 離島各地 

500g まで 

レターパック 前払 
360 円 

（税込） 

360 円 

（税込） 

360 円 

（税込） 

360 円 

（税込） 

2ｋｇまで 前払 ／ 代金引換 400 円 500 円 1,300 円 

5ｋｇまで 前払 ／ 代金引換 500 円 600 円 1,600 円 

20ｋｇまで 前払 ／ 代金引換 600 円 700 円 2,800 円 

該当地域・金額は

お問い合わせ 

ください 

注）レターパック以外は税別表示となっております。海外発送はいたしません。 

当社指定配送業者で発送となります。 

※コレクトサービス（代引決済）をご利用の際には、代引手数料（下記参照）が別途かかります。 

 

代金の合計金額 手数料（税別）

5,000 円未満 300 円 

5,000 円以上 無料 

※代金＝商品代金＋送料 

※上記代引手数料は税込です。円（単位）は省略しています。 

※郵便振込及び銀行振込の場合には、代引手数料は発生しません。 

※代引手数料は発送口数ごとに発生します。 

※商品ご購入限度額は 300,000 円未満となっております。 

 


