2020 厳選した最高級のりんごをお届けします。
二戸のプレミアムりんご［ご予約販売会］
お届け期間

１２月上旬〜１２月下旬
限定
各 50 箱

岩手生まれのプレミアムりんご。
「女王」の名にふさわしい
上品な蜜の甘さと
香りのハーモニーを、
どうぞお楽しみください。
ふゆ

こい

プレミアム冬恋
Ｓ-１
約２.５kg （８～１３玉）

糖度 16 度以上
蜜入り度 3.0 以上

［JA 全農いわて冬恋研究会］

…… １０,０００円

（税込）

「プレミアム冬恋はるか」は、光センサー選別機で糖度と蜜入りを測
定し、基準を満たしたものだけを箱詰めにしています。
ふゆ

こい

冬恋はるか
Ｓ-２
約２.５kg （８～１２玉）

※写真はイメージです

お届け期間

１１月下旬〜１２月下旬

［JA 全農いわて冬恋研究会］

…… ７,０００円

（税込）

甘く黄色い品種「はるか」
。その中でも雪が降るまで糖度を高め、蜜
入りが優れた「冬恋（ふゆこい）
」というブランドは、香り、甘さ、
食感ともに最高級のりんごです。

りんごの王様「ふじ」の中で

も特に糖度が高く蜜が入ったも
のを、光センサーを使って厳

選した「カシオペア・クィーン

サンふじ」は贈答品として、人
気の高いブランドりんごです。

カシオペアサンふじ & シナノゴールド
［JA 新いわて］

Ｓ-３

…… ８,０００円
カシオペア ・ クイーンサンふじ
（税込）

約５kg （各９玉）

［JA 新いわて］

Ｓ-４
特秀 約５kg （１８玉）

…… ８,０００円

（税込）

●お申込締切は１１月３０日 ( 月 ) まで
（限定品は各限定数で終了。また、天候等により早期に締切る場合がございますので、ご了承ください。）
●各品種によって出荷時期が異なります。ご確認の上、お申込ください。
●ご注文いただいた順番に発送いたします。なるべくお早目にお申込みください。
[ 販売者 ・ お問合せ先 ]

二戸市ふるさと振興株式会社

なにゃーと物産センター

TEL 0195-22-4395
FAX 0195-23-1690
E-mail info@nanyato-bussan.jp

二戸生まれのプレミアムリンゴをお届けします。インターネットからもご注文いただけます。

なにゃーと物産センター

検索

二戸のプレミアムりんご ご注文用紙
お申込み用紙

FAX でお申込みの方はこちらから確認の電話を差しあげます。
ご連絡がない場合 FAX が流れていない場合もございますので
その時は下記の番号にお電話をおかけくださいますよう
お願い申しあげます。フリーダイヤル 0120-721-065

下記の番号まで FAX にてお申込みくださ
※郵便番号と電話番号は必ずご記入ください。

−

FAX.0195-23-1690
ご住所

都 道 府 県

市 郡 区

電話番号
FAX 番号
フリガナ

年

月

日

◎文字は楷書体でハッキリとご記入ください。
◎ご依頼主、お届け先の郵便番号・電話番号は必ずご
記入ください。また、団地・アパート等の場合は号室
番号もご記入ください。
◎配達指定日はお受けできません。

フリガナ

−

お届け先②

−

お届け先①
電話番号

電話番号

※必ずご記入ください

配達
希望時間

注文日 令 和

ご記入についてのお願い

フリガナ

様

お名前

ご依頼主

フリガナ

お問合せ（午前 10 時〜午後 6 時）

※必ずご記入ください

午前中・14 時〜 16 時・16 時〜 18 時・18 時〜 20 時・19 時〜 21 時

のし不要・お歳暮・無地のし・その他

のし
申込番号

商品名

価格

数量

配達
希望時間

午前中・14 時〜 16 時・16 時〜 18 時・18 時〜 20 時・19 時〜 21 時

のし

のし不要・お歳暮・無地のし・その他

申込番号

商品名

価格

数量

◎1 商品につき、1 伝票になります。

[ お支払方法 ]
いずれかに
〇をつけてくださ

1. 代金引換（代引手数料）

●１万円未満 [３３０円 ] ●１〜３万円未満 [４４０円 ]
※発送時、納品書を同封いたします。

[ お客様の個人情報について ]

ご記入いただきましたお客様のお名前・ご住所・お電話番号などの個人情報を、商品
発送・ご本人様確認、次回チラシのご案内に使用させていただきます。
来年度以降もりんごチラシを郵送させていただく場合が御座います。
不要のときは
をご記入ください。

不要

[ お申込み方法 ]

2. 銀行振込（前払い）

※請求書を郵送いたしますので、
指定の金融機関にお振込みください。

3. 店頭支払

※店頭にて現金またはクレジッ
ト 等でお支払ください。

[ 発送について ]

※収穫状況、作柄、天候などの条件により発送時期が前後する場合がございます。
※長期不在で持ち戻りの場合は、商品はご依頼主様へ回送いたします。

※りんごの最も美味しい時期を逃さず発送するために、配送指定日はお受けできません。
※箱のデザインは変わる場合があります。

ご来店か FAX で承ります。FAX の場合はこの用紙をご利用ください。
インターネットでも承ります。 なにゃーと物産センター
検索

[ 代金のお支払い方法／お支払い時期 ]

[ 販売者 ・ お問合せ先 ]

二戸市ふるさと振興株式会社

◎ご来店の場合／店頭にて現金またはクレジット等でお支払いください。
◎FAX の場合／銀行からのお振込（ご入金の確認をしてからの商品の手配となります。
）
◎ショッピングサイトの場合／代金引換・銀行振込（前払い）によるお支払いがございます。
◎代金引換の場合／当方指定の運送業者が責任を持ってお届け、現金のお預かりをしま
〒028-6103 岩手県二戸市石切所字森合 68 番地 （カシオペアメッセ なにゃーと 1F）
す。
配送時に商品と引換で代金をお支払ください。
[ 代引手数料：1万円未満 330 円・1〜 3 万円未満 440 円 ]
◎銀行振込の場合／ご注文後 7日以内にお支払いください。なお、ご注文から7日以内に
E-mail info@nanyato-bussan.jp

なにゃーと物産センター

TEL 0195-22-4395 FAX 0195-23-1690

[ 返品 ・ キャンセルについて ]

品質には万全を期しておりますが、万一問題があった場合は商品到着後 7 日以内にご連
絡ください。商品の性質上、出荷後の返品や交換はお断りさせていただいております。

[HP] http://nanyato-bussan.jp
●営業時間／午前 8 時 30 分～午後 7 時 （年中無休）

なにゃーと物産センター

検索

