
FAXご注文時のご注意　FAXが届きましたら、2営業日以内に弊社よりご連絡いたします。前払いの方は弊

社より連絡があるまで、お振込はお待ちください。 
ご注文の商品 
商品番号  商品名  単価（税込）  数 量  金　額 

1  自然薯化粧箱入り500g  2,268円  円 
2  自然薯化粧箱入り800g（1～2本入り）  3,564円  円 
3  自然薯化粧箱入り1.5kg（2～3本入り）  5,940円  円 
4  自然薯業務用　5kg  15,120円  円 
5  自然薯屋のとろろ大根おろし急速冷凍350ｇ 

※ (製氷皿タイプ)
2,300円 円 

6  自然薯屋のとろろ大根おろし急速冷凍100ｇ×5
袋(化粧箱入り) 

3,100円 円 

7  むかご 1kg  2,057円  円 
8  むかご500gとルイボスティ105gのセット  3,085円  円 
9  自然薯入りそうめん（250g×5箱）  3,240円  円 

10  自然薯入りそうめん（250g×5袋）  2,900円  円 
11  自然薯粉じねんじょ美人200g 2,500円 円 
12  こだわり自然薯のお試しセット  2,900円  円 

13  こだわり自然薯と自然薯入りそうめん、 
自然薯粉じねんじょ美人のセット 

4,100円  円 

14  こだわり自然薯と自然薯入りそうめん2袋のセット  3,300円  円 

15  冷凍むかご（500g x 1袋）  1,340円  円 

16  冷凍むかご（500g x 2袋）  2,057円  円 

17  自然薯入り乾麺バラエティセット小  1,900円  円 

18  自然薯入りラーメン  2,076円  円 

19  自然薯入り乾麺バラエティセット《ラーメン》  2,974円  円 

20  自然薯入り乾麺バラエティセット《冷し中華》  2,974円  円 

21  自然薯入り冷し中華  2,076円  円 

22  自然薯入り素麺＆うどんセット  3,280円  円 

23  自然薯急速冷凍とろろ（6個入り贈答セット）  3,670円  円 

24  高原の恵みセット（6個入り贈答セット）  3,240円  円 

25  自然薯入り乾麺バラエティセット小(そば)  1,900円  円 

26  自然薯乾麺バラエティセット(全種類入り)  3,240円  円 
代金引換のお客様は商品の到着時に商品代金と送料、代引手数料をお支払い下さい。 
ご注文者とお届け先が異なる（ギフトやご贈答等）場合は必ず送料を合計してご記入くださ
い。 
※送料は商品１個当たりの送料です。複数個の商品をご購入の際は送料を合算してください。
※自然薯の場合、季節（6月中旬～9月中旬頃）によってはクール便でのお届けとなりますが、
60と80サイズのクール代220円はサービスいたします。1.5kg化粧箱は660円ご負担をお願いいた
します。
業務用5㎏以上はおがくずをたくさん入れますのでクールで発送しなくても大丈夫です。

※急速冷凍とろろ大根おろしはクール(冷凍)代220円合算済です。
送料は次ページの送料表をご確認いただき、右の送料欄にご記入ください。

送料 円 

合　計  円 

送料のご案内 



化粧箱小送料 

地域  北海
道 

北東
北 

南東
北 

関東 
信越 

北陸 
中部 

関西 
中国 

四国  九州  沖縄 

送料  1,804  1,064  892  806  721  721  721  1,364 

《下記商品は商品1箱当たりに送料がかかります。2箱の場合、送料は変わります。》 
自然薯化粧箱入り 500g、自然薯化粧箱入り800g、むかご 1kg、むかごとルイボスティーのセット、自然薯500g・   
そうめん１袋・むかご70gお試しセット、自然薯500g・そうめん１袋・粉100gのこだわりセット、こだわり自然薯
と自然薯入りそうめん２袋のセット 

《下記商品は2箱まで同梱できます。》 
自然薯入りそうめん（250g×３袋）、自然粉じねんじょ美人 200g 

地域  北海
道 

北東
北 

南東
北 

関東 
信越 

北陸 
中部 

関西 
中国 

四国  九州  沖縄 

送料  2,024  1,235  1,064  978  892  892  892  1,914 
化粧箱中送料 

《下記商品は2箱まで同梱できます。》 
自然薯入りそうめん（250g×5箱）、自然薯入りそうめん（250g×5袋）、自然薯入り乾麺バラエティセット 

地域  北海
道 

北東
北 

南東
北 

関東 
信越 

北陸 
中部 

関西 
中国 

四国  九州  沖縄 

送料  2,486  1,596  1,425  1,339  1,253  1,253  1,253  3,036 
化粧箱大送料 

《下記商品は1箱注文の場合です。2箱重ねると送料が変わります。》 
自然薯化粧箱入り　1.5kg 

《下記商品は2箱まで同梱できます。》 
自然薯業務用 5kg 



ご注文者様（アパート・マンションの場合は部屋番号、棟番号までお願いします） 
ご住所  〒 

お電話番号  （ ） － 

お名前  ふりがな 

お支払方法  □ 代金引換（ヤマト運輸　宅急便コレクト）
※ 代引き手数料として商品代（送料含む）が1万円未満は324円、1万円以上3万円未満は432

円、3万円以上10万円未満は648円かかります

□ 前払い
ご注文者とお届け先が異なる（ギフトやご贈答等）場合「前払い」とさせて頂きます。送料
を合わせてお振込みください。振込み手数料はご負担ください。
ゆうちょ銀行
[店名]五一八（ゴイチハチ）[店番]518　[預金種目]普通預金
[口座番号]0976262　　　　[名義]ユ）センセキグミ
※ゆうちょ銀行の通帳から通帳への口座間送金はATMの場合、手数料がかかりません。
その際の(有)仙石組の記号は15160、番号は9762621です。

配送先がご注文者様と異なる場合、希望お届け先をご記入ください。 
お届け先１ 
ご住所  〒 

お名前  ふりがな（ ） 
お電話番号  （ ） － 
お届け商品番
号と数量 

商品番号：商品名  数量 

のし（無料） 
□必要　□不
要

のしに書く内容をお書きください　例）お歳暮 

お届け先２ 
ご住所  〒 

お名前  ふりがな（ ） 
お電話番号  （ ） － 
お届け商品番
号と数量 

商品番号：商品名  数量 

のし（無料） 
□必要　□不
要

のしに書く内容をお書きください　例）お歳暮 



 
 

備考欄（希望がございましたらご記入ください） 
 
 
 

 
※ FAXが届きましたら、2営業日以内に弊社よりご連絡いたします。前払いの方は弊社より連絡があるま

で、お振込はお待ちください。 
※ もし連絡が無い場合は大変お手数ですが電話0847-32-8380までご連絡下さい。 
 
 
 
 
自然薯販売のせんチャンファーム 
〒722-1416　広島県三原市久井町山中野2142　 
TEL：0847-32-8380 /  FAX：0847-32-8380 
WEB：http://www.jinenjosenchan.com/ 

 
 




