
食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は売場係員までお申しつけくださいませ。 
※お申し込み時に宅配伝票を記入していただきます。

※価格は本体価格と税込価格を併記しております。  ※写真はすべてイメージの一例です。

●承り場所

●取り扱い店舗

※交通事情等により、ご指定日にお届けできない場合がございます。予めご了承くださいませ。
　（ご入り用の前日着でのご指定をおすすめします。前日着でも鮮度を落とさないように仕上げています。）
※離島は配送地域から除かせていただきます。

承り日より約1週間でお届けいたします。  お届け日をご指定の場合は、１週間前までにご注文くださいませ。

承り期間

2016年12月23日㊗㊎まで
商品お届け期間

2017年1月3日㊋まで

食品取り扱い全店

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

裏面にも商品がございます。

脚折れが混ざる場合がございます。脚折れが混ざる場合がございます。

2.5㎏入
※サイズに「ばらつき」がございます。 7,800円（税込8,424円）8 本体

価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
徳用ずわいがに（冷凍）

4Lサイズ 2㎏入（5肩入） 9,800円（税込10,584円）6 本体
価格

3Lサイズ 2㎏入（6肩入） 8,800円（税込9,504円）5 本体
価格

2Lサイズ 2㎏入（8肩入） 7,800円（税込8,424円）4 本体
価格

調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。 「かにすき・焼きがに・茹でがに」でお召し上がりください。「かにすき・焼きがに・茹でがに」でお召し上がりください。「かにすき・焼きがに・茹でがに」でお召し上がりください。

4Lサイズ 2㎏入（約5肩入） 11,800円（税込12,744円）3 本体
価格

3Lサイズ 2㎏入（約6肩入） 10,800円（税込11,664円）2 本体
価格

2Lサイズ 2㎏入（約8肩入） 9,800円（税込10,584円）1 本体
価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 ずわいがに上削ぎ（冷凍）

香住加工〔原産地：ロシア〕
ずわいがに（冷凍）

脚折れが混ざる場合がございます。脚折れが混ざる場合がございます。

1.6㎏入
●かにすきのだし150㎖×1本
※サイズに「ばらつき」がございます。 7,800円（税込8,424円）7 本体

価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 徳用ずわいがにしゃぶしゃぶ用（冷凍）
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■商品お届け期間／2017年1月3日㊋まで

■承り期間／2016年12月23日㊗㊎まで

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

店舗でのお受け取りができます。 店舗でのお受け取りは1個につき送料800円（本体）864円（税込）引となります。

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

き
り
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り
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ご予約申込書 〈お客様控え〉※商品お受け取り時に
　ご提示ください。

№ 商　　品　　名 本体価格（円）税込価格（円） 数量 税込価格合計（円）

お名前

店舗お受け取り専用

店舗でのお受け取りの場合はご入り用の7日前までにご注文くださいませ。

商品のお受け取りは 食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は売場係員までお申しつけくださいませ。
その際は必ず、この「お客様控え」をご持参くださいませ。

●お渡し日／　　月　 日（　）午前・午後　 時頃

●承り日／　　　　　月　　　　　日　●担当者／

●承り店／　　　　　　　　　　　店（お渡し店／　　　　　　　　店）

商品代金合計（税込）　　　　　　 　円

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

ご予約申込書 〈店控え〉 受付№（　　　）

№ 商　　品　　名 本体価格（円）税込価格（円） 数量 税込価格合計（円）

お電話番号

（　　　－　　　－　　　）お名前

ご住所
〒

様

店舗お受け取り専用

●お受け取り日／　　　　月　　　　日（　 ）　午前・午後　　　時頃

●承り店／　　　　　　　　店（お受け取り店／　　　　　　   　店）

●承り日／　　　 月　　　 日　 ●担当者／

商品代金合計（税込）　　　　　　 　円

お電話番号

（　　　－　　　－　　　）様

きりとり線

調理していますので、そのまま「かにすき・かにしゃぶ」でお召し上がりいただけます。調理していますので、そのまま「かにすき・かにしゃぶ」でお召し上がりいただけます。

8,800円（税込9,504円）10 本体
価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 かにすき・かにしゃぶセット（冷凍）
むきずわいがに（6肩分）、
かにすきのだし150㎖×1本、
ポン酢200㎖×1本

紅ずわいがにの「かに味噌・かに身」を甲羅に盛り付けました。紅ずわいがにの「かに味噌・かに身」を甲羅に盛り付けました。

調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。

8,800円（税込9,504円）9 本体
価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 かにすき・焼きがにセット（冷凍）
ずわいがに上削ぎ（5肩分）、
かにすきのだし150㎖×1本、
料理塩20g×2袋入

4,380円（税込4,730円）11 本体
価格

かに甲羅盛り（冷凍）

かに甲羅盛り100g×6個入

※宅配をご希望の場合は食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は売場係員までお申しつけくださいませ。

代金お支払い
レジNo.

レシートNo.

未

済

•ご記入いただきましたお客様の情報（お名前、ご住
所等）は来年のかにの宅配、及びお買得情報などの
ご案内ダイレクトメールの送付に利用させていただく
場合がございます。
　ご案内が ご不要のお客様は、右の□枠内に
　×印をお付けくださいませ。

承り期間・商品お届け期間のご案内
■承り場所／
食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は
売場係員までお申しつけくださいませ。

■商品お届け期間／2017年1月3日㊋まで

■承り期間／2016年12月23日㊗㊎まで

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

店舗でのお受け取りができます。 店舗でのお受け取りは1個につき送料800円（本体）864円（税込）引となります。

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

き
り
と
り
線

ご予約申込書 〈お客様控え〉※商品お受け取り時に
　ご提示ください。

№ 商　　品　　名 本体価格（円）税込価格（円） 数量 税込価格合計（円）

お名前

店舗お受け取り専用

店舗でのお受け取りの場合はご入り用の7日前までにご注文くださいませ。

商品のお受け取りは 食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は売場係員までお申しつけくださいませ。
その際は必ず、この「お客様控え」をご持参くださいませ。

●お渡し日／　　月　 日（　）午前・午後　 時頃

●承り日／　　　　　月　　　　　日　●担当者／

●承り店／　　　　　　　　　　　店（お渡し店／　　　　　　　　店）

商品代金合計（税込）　　　　　　 　円

・価格は本体価格と税込価格を併記しております。

ご予約申込書 〈店控え〉 受付№（　　　）

№ 商　　品　　名 本体価格（円）税込価格（円） 数量 税込価格合計（円）

お電話番号

（　　　－　　　－　　　）お名前

ご住所
〒

様

店舗お受け取り専用

●お受け取り日／　　　　月　　　　日（　 ）　午前・午後　　　時頃

●承り店／　　　　　　　　店（お受け取り店／　　　　　　   　店）

●承り日／　　　 月　　　 日　 ●担当者／

商品代金合計（税込）　　　　　　 　円

お電話番号

（　　　－　　　－　　　）様

きりとり線

調理していますので、そのまま「かにすき・かにしゃぶ」でお召し上がりいただけます。調理していますので、そのまま「かにすき・かにしゃぶ」でお召し上がりいただけます。

8,800円（税込9,504円）10 本体
価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 かにすき・かにしゃぶセット（冷凍）
むきずわいがに（6肩分）、
かにすきのだし150㎖×1本、
ポン酢200㎖×1本

紅ずわいがにの「かに味噌・かに身」を甲羅に盛り付けました。紅ずわいがにの「かに味噌・かに身」を甲羅に盛り付けました。

調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。調理していますので、そのまま「かにすき・焼きがに」でお召し上がりいただけます。

8,800円（税込9,504円）9 本体
価格

香住加工〔原産地：ロシア〕
調理済 かにすき・焼きがにセット（冷凍）
ずわいがに上削ぎ（5肩分）、
かにすきのだし150㎖×1本、
料理塩20g×2袋入

4,380円（税込4,730円）11 本体
価格

かに甲羅盛り（冷凍）

かに甲羅盛り100g×6個入

※宅配をご希望の場合は食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は売場係員までお申しつけくださいませ。

代金お支払い
レジNo.

レシートNo.

未

済

•ご記入いただきましたお客様の情報（お名前、ご住
所等）は来年のかにの宅配、及びお買得情報などの
ご案内ダイレクトメールの送付に利用させていただく
場合がございます。
　ご案内が ご不要のお客様は、右の□枠内に
　×印をお付けくださいませ。

承り期間・商品お届け期間のご案内
■承り場所／
食品サービスカウンター（サービスコーナー）又は
売場係員までお申しつけくださいませ。

商品ご予約のお申し込みはこちらから

お近くの　　　　　　　　　　　　　 食品取り扱い店舗にてお申し込みくださいませ。

店舗でのお受け取りは１個につき「送料８６４円（税込）引」となります。


