
◆Mサイズ定番「竹鶏たまご」（ケース） ◆単品商品（パック）
品名 内容量 品　　名 価　格 注文数

竹鶏たまご 個数 1セット 注文数 2セット 注文数 3セット 注文数 Mサイズ定番「竹鶏たまご」4個入 200
10 1,200 1,700 2,200 Mサイズ定番「竹鶏たまご」6個入　 250
20 1,450 2,200 2,950 Mサイズ定番「竹鶏たまご」10個入　 300

TEL FAX 30 1,700 2,700 3,700 濃厚旨味「竹鶏あかたまご」4個入 250
40 1,950 3,200 4,450 濃厚旨味「竹鶏あかたまご」6個入 300
50 2,200 3,700 5,200 濃厚旨味「竹鶏あかたまご」10個入 500
60 2,350 4,000 5,650 黄身が双子「竹鶏ふたごたまご」4個入 200
70 2,600 4,500 5,700 黄身が双子「竹鶏ふたごたまご」6個入 300

TEL FAX 80 2,700 4,700 6,000 黄身が双子「竹鶏ふたごたまご」10個入 500
90 2,950 5,200 6,750 ３Ｌサイズ「竹鶏ぱぱたまご」4個入 200
100 3,200 5,700 8,900 ３Ｌサイズ「竹鶏ぱぱたまご」6個入 300
110 3,450 6,200 9,650 ３Ｌサイズ「竹鶏ぱぱたまご」10個入 500
120 3,700 6,700 10,400 ＳＳサイズ「竹鶏ちびたまご」12個入 600
130 3,950 7,200 11,150 燻製卵「竹鶏のくんたま」4個入 400
140 4,200 7,700 11,900 燻製卵「竹鶏のくんたま」10個入 600
150 4,450 8,200 12,650 燻製卵「竹鶏のくんたま」6個入 1,000

TEL FAX 160 4,700 8,700 13,400 温泉卵「竹鶏のおんたま」4個入 320
170 4,950 9,200 14,150 温泉卵「竹鶏のおんたま」6個入 480
180 5,200 9,700 14,900 温泉卵「竹鶏のおんたま」10個入 800

円（送料込）

ご
住
所

ご
住
所

  □ 代金引換　　　□ お振込

□ 12:00～14:00　　　　 　　□ 14:00～16:00　　

お支払方法

フリガナ
〒　　－

フリガナ

店　舗
返信用

　　　　　ご注文内容を確認しました。金額は下記金額となり
　　　　 ます。振込の場合は口座までお振込下さい。
　　　　 ご入金確認次第発送します。

〒　　－

□ 18:00～20:00　　
□ 20:00～21:00　　　　

お届け希望日 　年　　　　　月　　　　　日

□ 16:00～18:00　　　　

□ 午前中□ 希望なし
お届け希望時

間
(✔をつけて下さい)

お
名
前

フリガナ

ご注文者様  （必ずご記入下さい。変更がある場合もご記入下さい。）

フリガナ

ご 注 文 書  　　　　をご購入したい方　　　　　　FAXでご注文の場合、こちらからお送り下さい。

価格（税込・送料込）

FAX：0224－25－2865

30個箱

お
名
前

50個箱
フリガナ

　お届け先様  （必ずご記入下さい。変更がある場合もご記入下さい。）

ご注文者様 (以下へは初めてご注文される方、変更のある方のみご記入下さい。）

お
名
前 5kg箱

10kg箱

ご注文、ご意見、お問合せ、何でもご記入下さい。   
 

 [運営会社] 有限会社 竹鶏ファーム 

[tel] 0224-25-2814 [fax]0224-25-2865 

[住所] 宮城県白石市福岡深谷字児捨川向1-2 

「竹鶏物語」オンラインショップ 

インターネットからもご注文を承ります 

＜お支払い方法＞ 

●代引き：代金引換をご希望された場合、商品の受渡時に配送員へお支払い下さい。別途手数料（全国一律315円）が発生致します。 

●銀行振込・郵便振替：商品のご注文から10日以内に下記の口座へ合計金額をお振込みください。 入金を確認後、商品を発送させていただきます。 

【お振込先口座】※振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。 

●ゆうちょ銀行 【記号】18140 【番号】14921781 ユ）タケトリファーム  ●ジャパンネット銀行 すずめ支店 （普）7175104 ユ）タケトリファーム 

＜送料について＞ 

●1ヵ所につき5,000円以上なら送料無料となります。【常温便の場合】送料全国一律700円（沖縄・離島1,300円）【クール便の場合】送料全国一律910円（沖縄・離島1,510円） 



◆詰め合わせギフト ◆竹鶏オリジナル商品
価　格 注文数 品　　名 価　格 注文数
1,980 卵かけご飯専用「竹鶏の姫しょうゆ」100ml 200

1,980 卵かけご飯専用「竹鶏の姫しょうゆ」300ml 250

2,380 卵かけご飯専用「竹鶏の姫しょうゆ」1,800ml 300

TEL FAX 2,720 本醸造丸大豆仕込み「竹鶏の翁醤油」100ml 250

5,650 本醸造丸大豆仕込み「竹鶏の翁醤油」300ml 300

1,500 本醸造丸大豆仕込み「竹鶏の翁醤油」1,800ml 500

3,150 竹鶏の味噌「月見草」1kg 1,000

1,820 竹鶏の鶏肉味噌「月光」120g 500

TEL FAX 2,320 竹鶏のお米「かぐや姫」3合 300

5,580 竹鶏のお米「かぐや姫」1kg 500

6,580 竹鶏のお米「かぐや姫」2kg 1,000

10,000 竹鶏のお米「かぐや姫」5kg 2,500

価格 注文数 竹鶏のお米「かぐや姫」10kg 5,000

350 竹鶏のお米「かぐや姫」20kg 10,000

1,500 竹鶏のお米「かぐや姫」30kg 15,000
2,150 竹鶏たまごの原点「竹炭」100g 500

TEL FAX 竹鶏たまごの原点「竹炭」500g(風呂用ネット入) 2,000
竹鶏たまごの原点「竹炭」1kg 4,000

円

品　　名

 ご 注 文 書  『詰め合わせギフト』
『竹鶏オリジナル商品』を購入したい方

品　　名

カスタードフォンデュ＋素材セット

竹鶏紅白セット ※送料無料

竹鶏夜のおつまみセット
竹鶏よくばり丼セット(小)

竹鶏十三種詰め合わせギフト※送料無料

「カスタード・フォンデュ」1箱入
「カスタード・フォンデュ」4箱入

□ 16:00～18:00　　　　

　お届け先様  （必ずご記入下さい。変更がある場合もご記入下さい。）

お
名
前

フリガナ

「カスタード・フォンデュ」6箱入

ご注文者様  （必ずご記入下さい。変更がある場合もご記入下さい。）

フリガナお
名
前

フリガナ 竹鶏十一種詰め合わせギフト※送料無料

竹鶏よくばり丼セット(大) ※送料無料

竹鶏たまご以外セット
竹鶏詰め合わせA

ご
住
所

〒　　－
竹鶏詰め合わせギフト デラックス※送料無料

　　　　　　FAXでご注文の場合、こちらからお送り下さい。

FAX：0224－25－2865

はじめての竹鶏セット ※送料無料

竹鶏詰め合わせB

フリガナ
ご注文者様 (以下へは初めてご注文される方、変更のある方のみご記入下さい。）

お
名
前

お届け希望日 　年　　　　　月　　　　　日

□ 18:00～20:00　　
□ 20:00～21:00　　　　

ご
住
所

フリガナ
〒　　－

お支払方法   □ 代金引換　　　□ お振込

店　舗
返信用

　　　　　ご注文内容を確認しました。金額は下記金額となり
　　　　 ます。振込の場合は口座までお振込下さい。
　　　　 ご入金確認次第発送します。

お届け希望時
間

(✔をつけて下さい)

□ 希望なし □ 午前中
□ 12:00～14:00　　　　 　　□ 14:00～16:00　　

＜お支払い方法＞ 

●代引き：代金引換をご希望された場合、商品の受渡時に配送員へお支払い下さい。別途手数料（全国一律315円）が発生致します。 

●銀行振込・郵便振替：商品のご注文から10日以内に下記の口座へ合計金額をお振込みください。 入金を確認後、商品を発送させていただきます。 

【お振込先口座】※振込手数料はお客様ご負担でお願い致します。 

●ゆうちょ銀行 【記号】18140 【番号】14921781 ユ）タケトリファーム  ●ジャパンネット銀行 すずめ支店 （普）7175104 ユ）タケトリファーム 

＜送料について＞ 

●1ヵ所につき5,000円以上なら送料無料となります。【常温便の場合】送料全国一律700円（沖縄・離島1,300円）【クール便の場合】送料全国一律910円（沖縄・離島1,510

ご注文、ご意見、お問合せ、何でもご記入下さい。   
 

 [運営会社] 有限会社 竹鶏ファーム 

[tel] 0224-25-2814 [fax]0224-25-2865 

[住所] 宮城県白石市福岡深谷字児捨川向1-2 

「竹鶏物語」オンラインショップ 

インターネットからもご注文を承ります 

http://www.taketori-monogatari.com 

↑「カスタード・フォンデュ」はクール便でのお届けとなりますので、クール

料金を別途ご負担いただきます。常温品を同時にご購入の場合も、まとめて
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