
商品番号 商品内容　　 商品番号 商品内容　　

Ｂ037
上カルビ１００ｇ・ミスジ１００ｇ
肩ロース１５０ｇ・バラ（カルビ）１５０ｇ

Ｓ024　　　
牛100％ハンバーグ２個
ビーフシチュー２個

商品番号 商品内容　 商品番号 商品内容　　

Ｂ048
上カルビ１００ｇ・ウチモモ１５０ｇ
肩ロース１５０ｇ
バラ（カルビ）１５０ｇ×２

Ｓ032 牛100％ハンバーグ６個
（デミグラス・トマト・和風 各2個）

商品番号 商品内容　 商品番号 商品内容　　

Ｂ067
上カルビ１００ｇ・肩ロース１５０ｇ
バラ（カルビ）１５０ｇ　各２
ウチモモ１５０ｇ×１

Ｓ033
バラカルビ１５０ｇ・肩ロース１５０ｇ
牛100％ハンバーグ２個

商品番号 商品内容　　 商品番号 商品内容　　

P051
国分牛プレミアムハンバーグ
１５０ｇ×６個

P031
プレミアムハンバーグ１５０ｇ
ビーフシチュー　各２個

商品番号 商品内容　　 商品番号 商品内容　

S058
サーロインステーキ２００ｇ×２
ビーフウィンナー・ビーフチョリソー
ビーフベーコン・ビーフジャーキー

S080

サーロインステーキ２００ｇ×２
ビーフウィンナー・ビーフチョリソー
ビーフベーコン・ビーフジャーキー・
コンビーフ・レバーペースト・生ハム

　　～安全な美味しい牛肉を牧場より直接お届けしています～

　国分牧場　2022年　夏のギフト商品

ステーキ・シャルキュトリー

焼肉セットB（３～４人前）　　合計７００ｇ 国分牛ハンバーグステーキ　６個セット

4,870円
（税込）

3,240円
（税込）

焼肉 ハンバーグ・ビーフシチュー

国分牛プレミアムハンバーグ６個セット 国分牛プレミアムハンバーグ２個ビーフシチュー2個セット

焼肉セットＡ（２～３人前）　　合計５００ｇ ハンバーグ・ビーフシチュー　各２個セット　

3,700円
（税込）

2,484円
（税込）

包装・送料別です。詳細は裏面をご覧ください。
２セット組み合わせ、単品追加などお気軽にご相談ください。

焼肉セットＣ（４～５人前）　　合計９５０ｇ 焼肉・ハンバーグギフト　

6,790円
（税込）

3,350円
（税込）

5,184円
（税込）

3,132円
（税込）

国分牛プレミアムハンバーグセット

5,800円
（税込）

8,000円
（税込）

サーロインステーキ＆シャルキュトリーセットＡ サーロインステーキ＆シャルキュトリーセットB

ＴＥＬ０８０‐１５２６‐６７４９



９３５円（税込）
東京都　埼玉県　神奈川県　千葉県　群馬県　栃木県　茨城県　山梨県
新潟県　長野県　岐阜県　静岡県　愛知県　三重県　
宮城県　山形県　福島県　富山県　石川県　福井県

１，０４５円（税込）
青森県　岩手県　秋田県　滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県

１，１５５円（税込）
鳥取県　島根県　岡山県　広島県　山口県

１，２６５円（税込）
徳島県　香川県　愛媛県　高知県

１，３６４円（税込）
北海道　福岡県　佐賀県　長崎県　大分県　熊本県　宮崎県　鹿児島県

１，５９０円（税込）
沖縄県　※８０サイズ　+５５０円

ご利用案内

●梱包について ・・・・・・・・・簡易包装（白段ボール） ＋１１０円

有料包装Ａ ＋４４０円 黒精肉ＢＯＸ

有料包装Ｂ ＋４４０円 白発泡箱 お持ち帰りギフトやオリジナルギフトの場合

●送料 ・・・・・・・・・・・・・・・・別

６０サイズ２ｋｇ迄

●お支払方法 ・・・・・・・・・・ □ 国分牧場直売所店頭でのお支払い

□ ご自宅用のみ代引き（現金） ※代引き手数料は、お客様負担になります。

1万円以内 330円（税込） 3万円以内440円（税込）

□ 銀行振込 振込手数料は、お客様負担になります。

（下記口座にお振込みください。）

※１ 埼玉りそな銀行 東松山支店

(普) ４８７０２３８ 國分 唯史（コクブ タダシ）

●取得した個人情報は、本件の発送業務、商品紹介、当牧場イベント案内等以外には使用いたしません。

●生鮮食品につき、お客様のご都合による返品は申し訳ございませんがご容赦いただきますようお願い申し上げます。

●クール便での発送となります。保管期間は配達日より４日以内となります。

長期不在の場合一度直売所に戻して再送となる場合もあります。その際送料を別途頂く場合もございます。

在宅の有無をご確認の上、配達日をご指定下さるようお願い申し上げます。

●ご注文方法 ・・・お電話または注文書をＦＡＸして下さい。

●お届け状態について ・・・冷凍（ヤマト運輸のクール便でお届けします。）

●お届け方法 ・・・ご入金を確認後、通常３～４日前後でお届けいたします。

尚、配達日ご指定の場合は、お振込日から４日以降のお届け日をご指定下さい。

●発送時期 ・・・□６月下旬 □７月上旬 □７月中旬 □７月下旬 □８月上旬 よりお選びください



注文書番号

NO.20220516 ＦＡＸ　0493-22-1362
ご注文日　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

ご住所 メールアドレス　　　　　　　　　　　           　　＠

TEL FAX

数量

商品番号 1パック内容 100g単価
（税込）

数量

A01 100g/1枚 ¥1,296

A02 200g/1枚 ¥918

A03 200g/1枚 ¥864

A04 200g/1枚 ¥864

A06 200g/1枚 ¥810

A07 100g/1枚 ¥723

B01 100g ¥702

B02 100g ¥702

B03 150g ¥702

B04 150g ¥594

B05 150g ¥810

B06 150g ¥702

B07 150ｇ ¥561

B08 100g ¥723

C02 150g ¥810

D01 約５００ｇ ¥561

E01 500ｇ ¥324

F01 150ｇ ¥388

F02 200ｇ ¥415

F03 100ｇ ¥324

F04 １Ｐ/30ｇ ¥604

F05 3本 ¥453

F08 １Ｐ ¥1,080

F09 １Ｐ/260ｇ ¥415

F16 1個 ¥864

F21 1Ｐ ¥702

F22 1Ｐ ¥648

F24 1Ｐ ¥594

F25 1Ｐ ¥918

F26 １P ¥820

F27 １P ¥648

F28 １P ¥648

国分牧場　牛肉注文書
自宅配達　　月　　日着希望　・　　　予約　・　　　入荷連絡希望

お名前　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　様 店頭引取日時　　 　　月　　 　　日　　 　　時　・　未定　・　　　　   　日前後

〒　　　　　     -

単品商品一覧　　※量り売りとなりますので数量のみご記入ください。後程正式な価格在庫状況等ご連絡させて頂きます。

種類 部位 小計

　　　　　　　　　　　　　□TEL・FAXと一緒

セット商品 小計

ハンバーグ（540円） 和風　　　　個　トマト　　　個　デミグラス　　　　個

肩ロース

ミスジ

焼肉

三角バラ

トモサンカク

ステーキ

ヒレ

サーロイン

リブロース

ランプ

バラ肉(カルビ)

ウチモモ

ミスジ

イチボ・ランプ

シンタマ

肩ロース

煮込み（カレー・シチュー用） ネック

切り落とし

スライス(薄切り)肉 肩ロース

ブロック ウチモモ(ローストビーフ用）

ビーフジャーキー

ビーフウィンナー 普通（　　　　）チョリソー（　　　　）

牛丼用（タレ付）

牛ひき肉

国分牛ハンバーグ プレミアム（１５０ｇ）

メンチカツ 100ｇ×4個入り

味付けカルビ 焼肉（　　　　）・ネギ塩（　　　　）　　

ブレザオーラ（牛生ハム）

牛肉餃子

ビーフシチュー

ビーフベーコン

送料　　　　　　　　　円　箱代　　　　　　　　　　　円　代引き手数料　　　　　　　円 その他（消費税１０％）

合計

シュラードミンガー 牛豚合挽ウィンナー

小計（消費税８％）

コンビーフ 量り売り

レバーペースト 量り売り



受付日（　　　／　　　）

〒

様
総合計金額（税込）

℡ 円

商品番号 商品価格(税込）

商品名 円

送料 その他小計

円 円

商品番号 商品価格(税込）

商品名 円

送料 その他小計

円 円

商品番号 商品価格(税込）

商品名 円

送料 その他小計

円 円

商品番号 商品価格(税込）

商品名 円

送料 その他小計

円 円

☎　080-1526-6749

国分牧場　ギフト注文書

贈
り
主

ご
住
所

ＦＡＸ　0493-22-1362

ご注文が弊社に届いた時点で確認の連絡を
ご希望の場合は☑をお願い致します。
□確認連絡希望（ＴＥＬ・ＦＡＸ）お

名
前

お
届
け
先
１

ご
住
所

〒 お名前

℡

備考

熨斗　 □白段ボール(＋110円）
□黒精肉箱 　(＋440円）
□白発泡箱　 (＋440円）

合計（税込）
□無
□有

円

お
届
け
先
２

ご
住
所

〒 お名前

℡

備考

熨斗　 □白段ボール(＋110円）
□黒精肉箱 　(＋440円）
□白発泡箱　 (＋440円）

合計（税込）
□無
□有

円

お
届
け
先
３

ご
住
所

〒 お名前

℡

備考

熨斗　 □白段ボール(＋110円）
□黒精肉箱 　(＋440円）
□白発泡箱　 (＋440円）

合計（税込）
□無
□有

円

備考

※カタログ・注文書すべて税込価格表記となっております。

※ご注文内容のご確認・ご質問はこちらへ　国分牧場直売所

熨斗　 □白段ボール(＋110円）
□黒精肉箱 　(＋440円）
□白発泡箱　 (＋440円）

合計（税込）
□無
□有

円

お
届
け
先
４

ご
住
所

〒 お名前

℡


