
 

 
ご優待セールご購入の方に、弊社グループ工場製造の 

「不揃いウインナー400ｇ」を 1 パック 

プレゼントいたします！！ 
 

※国産豚のウインナーです。規格外になったウインナーの 
 詰め合わせなので形や味が違う物が入っております。 

※調理例はイメージです。  

 
 ご注文方法は裏面をご確認下さい 

商品をお引き取りに来ていただけるご近所様に限り特別価格のご案内     ※商品は全て冷凍品です 
 

 

 

弊社の豚肉は、全て弊社グループの肥育農場で徹底した衛生管理のもとで生産されたこだわりの豚肉です。 

ジューシーで奥行きのある旨味と、脂身に甘みがあり風味が良いのが特徴です。 

その品質の高さとおいしさを一度召し上がってみてください 

 
 

\1,991（税抜） 

［1］ （税込 \2,150） 
国産豚や牛肉が 2.5 ㎏も入って、100ｇあたり\80 です！ 

 

国産豚  グループ農場産 

たくさん買うほどお得です！ 
とんかつ・とんてきに最適です 

 
 

国産豚モモスライス 300ｇ 

国産豚小間(切落し)350ｇ×2Ｐ 

国産豚挽肉 350ｇ×2Ｐ 

国産合挽肉 500ｇ 
牛肉も 
こだわりの 
国産牛!! 

牛バラ切落し(薄切)300ｇ（アメリカ産） 
 

黒毛和牛  黒毛和牛生産者応援企画 国産豚    グループ農場産 国産豚    グループ農場産 

   
たくさん買うほどお得です！ たくさん買うほどお得です！ たくさん買うほどお得です！ 
スーパーの店頭価格や 角煮や焼き豚 脂身がとても美味しい！ 
通販価格と比べてみてください カレーもおすすめ 「炒めて良し・煮込んで良し」のバラ肉です 

《高級Ａ4 ランク》 ２枚 \2,963 (税抜) １Ｐ  \510 (税抜) １Ｐ \417 (税抜) １Ｐ（2 枚） \417 (税抜) 
  [2]100ｇあたり \741（税込 \3,200） [5]100ｇあたり \102（税込 \550） [8]100ｇあたり \119（税込 \450） [11]100ｇあたり \174（税込 \450） 

  ３枚 \4,167 (税抜) ２Ｐ  \880 (税抜) ２Ｐ \741 (税抜) ２Ｐ（4 枚） \741 (税抜) 
  [3]100ｇあたり \695（税込 \4,500） [6]100ｇあたり  \88（税込 \950） [9]100ｇあたり \106（税込 \800） [12]100ｇあたり \155（税込 \800） 

  ４枚 \5,371 (税抜) ３Ｐ\1,204 (税抜) ３Ｐ \926 (税抜) ３Ｐ（6 枚） \926 (税抜) 
  [4]100ｇあたり \672（税込 \5,800） [7]100ｇあたり \81（税込 \1,300） [10]100ｇあたり \89（税込 \1,000） [13」100ｇあたり \129（税込 \1,000） 
               



●特別ご優待セール ご注文書  FAX : 045-979-2939 E-mail : juchu@daiwafoods.co.jp  左のご注文書を切り離して専用ポストに投函して下さい。 

ご注文用紙に必要事項をご記入の上、 

弊社設置の専用ポストに投函して頂くか、 

FAX または、メールにご注文書の画像を 

添付してお送りください。 
 
※弊社から、ご注文内容等ご確認の連絡を 

させていただく場合がございますので、 

ご連絡の取りやすい電話番号やメールを 

ご記入ください。 
 
★お支払いは、商品お引渡し時に 

現金でのお支払いに限ります。 
 

★地方発送を（送料別途にて）承りますので、 

 お気軽にご相談ください。 

●お客様情報   〒225-0014 

横浜市青葉区荏田西 1-7-7 

TEL ： 045-979-3929 

FAX ： 045-979-2939 

URL ： http://www.daiwafoods.co.jp 

E-mail ： juchu@daiwafoods.co.jp 

お申込日 2020 年    月    日  

お名前   

フリガナ   

ご住所 

〒   

  

電話番号   

FAX 番号   

メール 
アドレス 

  

★お引き渡しは、2020 年 9 月 25 日（金）～2020 年 10 月 9 日（金）、平日午前 9：00～午後 16：00 迄の期間限定です。 

★ご注文は、お引き取り日の 2 日前（土日・祝日除く）、午前 12：00 までにお願いいたします。 

 

お引き取り日時 2020 年    月    日 （   ） 午前 ・ 午後 :     時    分頃  お引取り日時 2020 年  月  日（  ）   時   分頃 

注文番号 商  品  名 内容量（規格） 価格（税込） 数量 小  計  № 商 品 名 内容量 税込価格 数量 小 計 

1 お買得お肉セット（7 パック）   2,500g ¥2,150    1 お買い得お肉ｾｯﾄ（7 パック） 2,500ｇ ￥2,150   

2 黒毛和牛サーロインステーキ 200g  2 枚（400g） ¥3,200    2 
黒毛和牛 
サーロインステーキ 200ｇ 

2 枚 
（400ｇ） 

￥3,200   

3 黒毛和牛サーロインステーキ 200g  3 枚（600g） ¥4,500    3 
黒毛和牛 
サーロインステーキ 200ｇ 

3 枚 
（600ｇ） 

￥4,500   

4 黒毛和牛サーロインステーキ 200g  4 枚（800g） ¥5,800    4 
黒毛和牛 
サーロインステーキ 200ｇ 

4 枚 
（800ｇ） 

￥5,800   

5 国産豚バラブロック 500g   1P（500g） ¥550    5 国産豚バラブロック 500ｇ 
1P 

（500ｇ） 
￥550   

6 国産豚バラブロック 500g 2P（1,000g） ¥950    6 国産豚バラブロック 500ｇ 
 2P 

（1,000ｇ） 
￥950   

7 国産豚バラブロック 500g 3P（1,500g） ¥1,300    7 国産豚バラブロック 500ｇ 
 3P 

（1,500ｇ） 
￥1,300   

8 国産豚バラ切落し（薄切）350g   1P（350g） ¥450    8 
国産豚 
バラ切落とし（薄切）350ｇ 

1P 
（350ｇ） 

￥450   

9 国産豚バラ切落し（薄切）350g   2P（700g） ¥800    9 
国産豚 
バラ切落とし（薄切）350ｇ 

 2P 
（700ｇ） 

￥800   

10 国産豚バラ切落し（薄切）350g 3P（1,050g） ¥1,000    10 
国産豚 
バラ切落とし（薄切）350ｇ 

 3P 
（1,050ｇ） 

￥1,000   

11 国産豚ロース切身 240g（約 120g2 枚）   1P（240g） ¥450    11 
国産豚ロース 
切身 240ｇ（約120ｇ×2 枚） 

1P 
（240ｇ） 

￥450   

12 国産豚ロース切身 240g（約 120g2 枚）   2P（480g） ¥800    12 
国産豚ロース 
切身 240ｇ（約120ｇ×2 枚） 

 2P 
（480ｇ） 

￥800   

13 国産豚ロース切身 240g（約 120g2 枚）   3P（720g） ¥1,000    13 
国産豚ロース 
切身 240ｇ（約120ｇ×2 枚） 

 3P 
（720ｇ） 

￥1,000   

★商品は全て冷凍でのお渡しとなります。 
 

合計    ★商品は全て冷凍でのお渡しとなります。 合計   

○ご注文の際は、お客様情報、商品名・数量・お引き取り日・時間などをご記入後、もう一度ご確認ください。  ↑お客様控えとしてご利用ください↑ 
 

○ご注文後のキャンセルや、お引き取り日の変更は、 

事前にご連絡をいただけますようお願いいたします。 

○お問い合わせ受付時間 平日（土日・祝日を除く） 

午前 9：00～午後 16：00 です。 

←専用ポストです。ご注文をお待ちしております。 

【お客様のご意見・ご要望がございましたら、ご自由にご記入ください 例：こんなお肉が食べてみたい。こんな規格があると使いやすいなど】  

 

 

 

 

【個人情報の取り扱いについて】 ご注文等で得ましたお客様の個人情報（住所、氏名、電話番号など）を出荷業務の委託先に提供する場合を除き、第三者への譲渡や、 
                           弊社運営目的以外に利用する事は一切ございません。裁判所・警察機関等、公共機関からの提出要請があった場合は例外とします。  
 

荏田富士塚公園 

 ダイワフーズは青葉郵便局の裏通り側の隣です 


