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ふじ　　　の　　　　ほ

半生うどん〈270ｇ〉
1袋： 400円（税別）　賞味期限3ヶ月1

半生そば〈230ｇ〉
1袋： 400円（税別）　賞味期限3ヶ月2

3

4

スープ付半生うどん〈260ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月1

スープ付半生そば〈260ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月2

スープ付半生きしめん〈260ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月3

スープ付半生カレーうどん〈236ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月4

スープ付半生茶そば〈260ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月5

新商品

半生シリーズ スープ付半生（２人前）
※スープ付半生は１袋２人前です。

2023年5月現在

※それぞれ 1袋から発送いたします。

半生ひやむぎ〈270ｇ〉
1袋： 400円（税別）　賞味期限3ヶ月

半生そうめん〈240ｇ〉
1袋： 400円（税別）　賞味期限3ヶ月

夏期限定商品

夏期限定商品

スープ付半生そうめん〈260ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月6

スープ付半生味噌煮込み〈300ｇ〉
1袋： 500円（税別）　賞味期限3ヶ月7

夏期限定商品

冬期限定商品

乾麺 どうする たまねぎそうめん〈200ｇ〉
1袋： 300円（税別）　賞味期限24ヶ月

乾麺シリーズ

日本一早く出荷される
静岡県浜松市の「新たまねぎ」を
鮮度を落とさず粉末化させ
麺に練りこみました。
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井伊篤麦シリーズ
ギ
フ
ト
も

ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。
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乾麺うどん〈420ｇ〉
1袋： 550円（税別）　賞味期限24ヶ月

乾麺そば〈360ｇ〉
1袋： 550円（税別）　賞味期限24ヶ月

乾麺太口そうめん〈420ｇ〉
1袋： 550円（税別）　賞味期限30ヶ月

乾麺 井伊篤麦にゅうめん〈200ｇ〉
1袋： 300円（税別）　賞味期限30ヶ月

乾麺 井伊篤麦茶そば〈200ｇ〉
1袋： 300円（税別）　賞味期限18ヶ月

乾麺 井伊篤麦そうめん〈200ｇ〉
1袋： 300円（税別）　賞味期限36ヶ月

乾麺 井伊篤麦そば〈200ｇ〉
1袋： 300円（税別）　賞味期限24ヶ月

乾麺ひやむぎ〈430ｇ〉
1袋： 550円（税別）　賞味期限30ヶ月

乾麺そうめん〈250ｇ〉
1袋： 350円（税別）　賞味期限36ヶ月

乾麺そうめん〈360ｇ〉
1袋： 550円（税別）　賞味期限36ヶ月

ギフトシリーズ

※ご予算に合わせてご用意もできます。
　スタッフにお尋ねください。

ギ
フ
ト
の
品
は

お
選
び
い
た
だ
け
ま
す
。

◆乾麺セット〈２袋～６袋〉
　　　　　1,100円～3,300円（税別）

◆半生セット〈４袋～12袋〉
　　　　　1,600円～4,800円（税別）

◆スープ付半生セット〈４袋～12袋〉
　　　　　2,000円～6,000円（税別）

遠州手延べ麺遠州手延べ麺 ラインナップ奥浜名湖



お届先　お名前 お届先住所・電話番号

商 品 名 個数単価（円） 価格（円） 商 品 名 個数単価（円） 価格（円）

〒　　      －
ＴＥＬ（　　　　 　）　　        　－

様

FAX
送信
方向

053-544-1333FAX:
※  番号はおかけ間違いのないようご注意してください。

乾麺うどん 〈420ｇ〉

乾麺そば 〈360ｇ〉

乾麺太口そうめん 〈420ｇ〉

乾麺ひやむぎ 〈430ｇ〉

乾麺そうめん 〈250ｇ〉

乾麺そうめん 〈360ｇ〉

半生うどん 〈270ｇ〉

半生そば 〈230ｇ〉

半生ひやむぎ 〈270ｇ〉

半生そうめん 〈240ｇ〉

スープ付半生（２人前）うどん 〈260ｇ〉

スープ付半生（２人前）そば 〈260ｇ〉

スープ付半生（２人前）きしめん 〈260ｇ〉

スープ付半生（２人前）カレーうどん 〈236ｇ〉

スープ付半生（２人前）茶そば 〈260ｇ〉

スープ付半生（２人前）そうめん 〈260ｇ〉

井伊篤麦 にゅうめん 〈200ｇ〉

井伊篤麦 茶そば 〈200ｇ〉

井伊篤麦 そうめん 〈200ｇ〉

井伊篤麦 そば 〈200ｇ〉

とうする たまねぎそうめん 〈200ｇ〉
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ギフト乾麺２袋セット

ギフト乾麺４袋セット

ギフト乾麺６袋セット

ギフト半生４袋セット

ギフト半生６袋セット

ギフト半生８袋セット

ギフト半生１０袋セット

ギフト半生１２袋セット

ギフトスープ付半生４袋セット

ギフトスープ付半生６袋セット

ギフトスープ付半生８袋セット

ギフトスープ付半生10袋セット

ギフトスープ付半生12袋セット

合　計 ※税別表示です

●太枠内に黒のボールペンで、はっきりとご記入下さい。

ご依頼人　お名前

ご注文 年　　月　　日

ご住所・電話番号・FAX 番号

〒　　　　－ ＴＥＬ（　　　　）　　  　－
ＦＡＸ（　　　　）　　  　－

様

に　 印をお入れ下さい

ご本人様届
ご指定先様届け
ギフト

FAX 用紙申込書

「おとりよせ」ご注文承り書
ご自宅用でも、ご贈答用でも、この用紙にて承っております。

FAX
送信方向

（2023年5月現在）

●上記の申込書に記入の上、FAXでご注文してください。 （こちらから確認の電話をさせていただきます。）●ご本人様お届けの際は、お届先名に「本人」と明記し、商品内容をご記入ください。●上記ご注文に
は別途送料と消費税のご負担をお願いいたします。送料は全国一律850円（税別）になります。●尚、お買い上げ金額が1つのお届け先に対して5,000円（税別）以上の場合は弊社負担とさせていただきます。
●ご注文日からお届けまでは、在庫を確認の上迅速に対応させていただきます。●ご贈答品にお使いになる場合、のしは（無料サービス）ですのでお電話にてお申しつけ下さい。●個人情報は厳重に管理・保
護の上、その取扱につきましては、法令その他の規範を遵守し細心の注意を払っております。●お支払い方法はゆうちょ銀行振込でお願いいたします。（お振込確認後、発送の手配をさせていただきます）

※恐れ入りますがお振込手数料は、
　お客様のご負担でお願いいたします。

ゆうちょ銀行　記号１２３８０　番号３３３５６２６１
有限会社藤野保（ふじのほ）

振込先

※ギフトはご予算に合わせてご用意もできます。スタッフにお尋ねください。


