
FAX
この用紙を矢印方向にセットして下さい

075-873-2270FAX
株式会社 京都高雄倶楽部
定休日／土・日・祝日　営業時間／9:00～17:00

075-873-2170お問い合せはコチラ

糖質制限ドットコム ご注文お申込書①

様
主
頼
依
ご

フリガナ

お名前

自宅
住所

フリガナ

自　　宅
電話番号 返信ファックス

必　　要 不　　要

（　　　　　　　）
（　　　　　　　）ご連絡先

F　A　X

先
け
届
お

フリガナ

お届け先
お名前

お届け先
住所

フリガナ

お届け先
電話番号 （　　　　　　　）

お支払い方法 右記のいずれか１つに　  （チェック）をつけて下さい。 クロネコヤマト代金引換 郵便振替 銀行振込※

配送希望日 月　　　　　日

※配送希望日がございましたらご記入下さいませ。

配送希望時間帯
午前中（12:00まで） 14:00～16:00
16:00～18:00 18:00～20:00 19:00～21:00

配送希望時間帯がございましたらいずれか 1つに　 （チェック）をつけて下さい。

※ ※ ※※

※

※

※

※必須記入項目

配送日の指定は、ご注文日から 3日～4日ほど余裕を
もってご指定下さいませ。(当社休業日除く)
※おいしくってゼロアイスクリーム・シャーベットは4日以上
　をご指定下さい。

※銀行振込は入金確認後の発送となります。※代金引換はお支払い金額に対して別途手数料がかかりますので御了承下さいませ (別紙参照 )

配送時間をご指定頂きました場合でも交通諸事情により配送が遅れる場合がございます。
特に午前指定の場合、遅れる場合がございますので、御了承の程宜しくお願い致します。

●同梱についての注意事項

【メーカー直送商品をご注文の場合（菓子職人・高知アイス発送商品）】

冷凍商品につきましては、冷蔵商品、常温商品と同梱できないため、配送が２便になります。このような場合は送料が別途必要となりますのでご了承下さいませ。

同梱して冷蔵便配送となります。冷 冷蔵便 常温便常
常 常

常温便

同梱不可となります。糖 糖質制限ドットコムからの発送商品 菓 菓子職人からの発送商品

２便になるため、２便分の送料が別途必要となります。常温便常温便凍 冷凍便

冷

冷
凍

凍冷蔵便 冷常温便凍 冷凍便 ２便になるため、２便分の送料が別途必要となります。
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常
常
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FAX
送付枚数

お送りされたFAXの枚数を必ず
ご記入くださいませ。

枚

冷 送料1,512円糖 糖質制限ドットコム冷凍便
菓子職人冷蔵便

756円
756円凍糖質制限

パンケーキ 菓糖質制限
スティックケーキ

送
料
例

送り先が東京都で下記のご注文の場合



配送区分 小計 送料 金額

糖質制限ドットコムからの冷凍配送商品

糖質制限ドットコムからの冷蔵配送商品

糖質制限ドットコムからの常温配送商品

合計

北海道 北東北 南東北 本州・四国・九州（東北を除く）

②



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの冷凍配送商品 ※冷凍配送商品は他の冷蔵配送商品、常温配送商品との同梱はできません。

価格 数量 金額

1,220          

6,100          

1,428          

4,155          

853             

2,482          

1,150          

3,450          

830             

2,490          

1,000          

3,000          

1,420          

990             

2,970          

1,050          

3,150          

1,970          

5,910          

870             

2,610          

1,310          

890             

1,300          

6,400          

12,800        

2,480          

7,217          

1,188          

3,457          

小計

糖質制限 パンお試しセット
（糖質制限パン／食パン／シナモン／コルネ／ソーセージパン各1個）

糖質制限ドットコム　商品一覧①

商品名

おいしい 糖質制限 パン(5個入)

おいしい 糖質制限 パン(5個入)×5袋セット

おいしい 糖質制限 大豆食パン(5枚切）

おいしい 糖質制限 大豆食パン(5枚切）×3袋セット

おいしい 糖質制限 シナモンパン(3個入)×3袋セット

糖質制限 チョココルネ(3個入)×3袋セット

糖質制限 ソーセージパン(3個入)×3袋セット

糖質制限 ベーコンチーズパン(3個入)×3袋セット

おいしい 糖質制限 シナモンパン(3個入)

糖質制限 チョココルネ(3個入)

糖質制限 ソーセージパン(3個入)

糖質制限 ベーコンチーズパン(3個入)

糖質制限 山型食パン×10本セット

糖質制限 うなぎの白焼き[国産]×3袋セット

糖質制限 うなぎの白焼き[国産]

糖質制限 あんぱん(3個入)

糖質制限 クリームパン(3個入)

糖質制限 山型食パン(1本)

糖質制限 あんぱん(3個入)×3袋セット

糖質制限 クリームパン(3個入)×3袋セット

糖質制限 バターインバターパン(3個入)

糖質制限 クリームチーズシナモンロール(5個入)

糖質制限 クリームチーズシナモンロール(5個入)×3袋セット

糖質制限 山型食パン×5本セット

糖質制限 あげどーなつ

糖質制限 バターインバターパン(3個入)×3袋セット

糖質制限 生くりぃむあんぱん

糖質制限 餃子(2人前 12個入)×3袋セット

糖質制限 餃子(2人前 12個入)

糖 凍

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの冷凍配送商品 ※冷凍配送商品は他の冷蔵配送商品、常温配送商品との同梱はできません。

価格 数量 金額

470             

2,350          

470             

2,350          

470             

2,350          

470             

2,350          

265             

1,550          

265             

1,550          

265             

1,550          

275             

1,600          

275             

1,600          

275             

1,600          

285             

1,650          

【夏季限定】糖質制限 ジェラート チョコミント 285             

1,650          

1,570          

小計

糖質制限 ジェラート ブルーベリークリームチーズ

糖質制限 ジェラート ブルーベリークリームチーズ×6個セット

糖質制限 ジェラート アソートセット(6種×各1個)

糖質制限 ジェラート ヘーゼルナッツ×6個セット

糖質制限 ジェラート いちご

糖質制限 ジェラート いちご×6個セット

糖質制限 ジェラート 抹茶

糖質制限 ジェラート 抹茶×6個セット

糖質制限 ジェラート ヘーゼルナッツ

糖質制限 ジェラート チョコチップ

糖質制限 ジェラート チョコチップ×6個セット

【夏季限定】糖質制限 ジェラート チョコミント×6個セット

糖質制限 ジェラート 生チョコ×6個セット

糖質制限 ジェラート バニラ

糖質制限 ジェラート バニラ×6個セット

糖質制限 ジェラート 生チョコ

糖質制限 中華麺

糖質制限ドットコム　商品一覧②

商品名

糖質制限 うどん

糖質制限 そば粉入り麺

糖質制限 生パスタ

糖質制限 中華麺×5袋セット

糖質制限 うどん×5袋セット

糖質制限 そば粉入り麺×5袋セット

糖質制限 生パスタ×5袋セット

糖 凍

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの冷凍配送商品 ※冷凍配送商品は他の冷蔵配送商品、常温配送商品との同梱はできません。

価格 数量 金額

340             

1,985          

2,200          

6,402          

450             

1,478          

1,478          

1,478          

4,093          

242             

242             

2,268          

1,095          

3,186          

935             

1,029          

1,134          

1,078          

550             

1,568          

748             

2,177          

8,250          

16,450        

小計

日替わり糖質制限おかず7食セット　×2

日替わり糖質制限おかず7食セット

糖質制限 満点焼きチョコドーナツ(3個入)×3袋セット

糖質制限 京のどら焼き(3個入)×3袋セット

糖質制限 京のどら焼き(3個入)

糖質オフ パウンドケーキ プレーン

糖質オフ パウンドケーキ チョコ

糖質オフ パウンドケーキ レモンクリームチーズ

糖質制限 シュークリーム(3個入)

糖質制限 満点焼きドーナツ(3個入)×3袋セット

糖質制限 満点焼きドーナツ(3個入)

糖質制限 満点焼きチョコドーナツ(3個入)

糖質制限ドットコム　商品一覧③

商品名

京まんじゅう まいこ 彩［いろどり］(こしあん)

京まんじゅう まいこ 綾［あや］(ココア風味)

京まんじゅう まいこ10個セットおまとめ価格(彩5個＋綾5個)

糖質制限 プリン(5個入)

糖質制限 フローズンヨーグルト

糖質制限 フローズンヨーグルト×6個セット

糖質制限 プリン(5個入)×3セット

京のおからパウンド 抹茶

京のおからパウンド ココア

京のおからパウンド 三種セット(シナモン・抹茶・ココア各1本)

【夏季限定】 糖質制限 わらび餅

京のおからパウンド シナモン

糖 凍

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの冷凍配送商品 ※冷凍配送商品は他の冷蔵配送商品、常温配送商品との同梱はできません。

価格 数量 金額

765            

765            

765            

765            

857            

2,980          

小計

糖質制限ドットコムからの冷蔵配送商品 ※冷蔵配送商品は糖質制限ドットコムよりお送りする常温配送商品と同梱可能。

価格 数量 金額

600            

710            

670            

1,880          

641            

3,205          

6,410          

641            

3,205          

6,410          

モリドル 糖質制限 ダークチョコレート・袋入り 1kg[冷蔵] 4,860

モリドル 糖質制限 ミルクチョコレート・袋入り 1kg[冷蔵] 4,860

 【数量限定】モリドル 糖質制限 チョコバー ヘーゼルナッツ・ダークチョコレート　24本 8,400

 【数量限定】モリドル 糖質制限 チョコバー アーモンド・ミルクチョコレート　24本 8,400

小計

モリドル 糖質制限チョコレート ダーク(1枚)

モリドル 糖質制限チョコレート ダーク×5枚セット

モリドル 糖質制限チョコレート ダーク×10枚セット

商品名

糖質制限 りんごジャム　[冷蔵]

糖質制限 りんごバタージャム　[冷蔵]

糖質制限 あんずジャム　[冷蔵]

【数量限定】低カロリー粒あん2㎏　[冷蔵]

モリドル 糖質制限チョコレート ミルク×5枚セット

モリドル 糖質制限チョコレート ミルク×10枚セット

糖質ＯＦＦ まるパン よもぎ

糖質制限ドットコム　商品一覧④

商品名

糖質ＯＦＦ まるパン プレーン

糖質ＯＦＦ まるパン 紅芋

糖質ＯＦＦ まるパン 黒糖

糖質ＯＦＦ まるパン チョコ

糖質制限 ショコラテリーヌ

モリドル 糖質制限チョコレート ミルク(1枚)

糖 凍

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚

糖 冷



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの常温配送商品 ※常温配送商品は糖質制限ドットコムよりお送りする冷蔵配送商品と同梱可能。

価格 数量 金額

245            

735            

630            

648            

630            

987            

3,470         

10,410       

640            

640            

1,180         

3,540         

1,815         

10,672       

1,058         

1,170         

1,130         

1,080         

700            

1,020         

小計

糖質制限 クッキー チーズ（65g）

【夏季限定】糖質制限 スパニッシュドレッシング（300ml）［常温］

お家de簡単♪糖質制限 ミックス粉(1kg)

糖質制限 万能だし醤油〈3倍濃縮タイプ〉(1,000ml)

糖質制限 万能だし醤油〈3倍濃縮タイプ〉(500ml)

糖質制限 サウザンアイランドドレッシング(300ml)

糖質制限 焼肉のたれ(500ml)×3本セット

とば屋シリーズ 壺の酢

糖質制限 焼肉のたれ(500ml)

糖質制限 メープル風味シロップ(20g×10袋入)

糖質制限 万能ごまドレッシング(300ml)

糖質制限ドットコム　商品一覧⑤

商品名

鮭皮チップ

京のごま板

鮭皮チップ×3袋セット

糖質制限 クッキー ショコラ（65g）

糖質制限 クッキー 玉露（65g）

糖質制限 万能だし醤油〈3倍濃縮タイプ〉(1,000ml)×6本セット

とば屋シリーズ 味付けぽん酢

お家de簡単♪糖質制限 ミックス粉(1kg)×3袋セット

糖質制限 青じそ ドレッシング(300ml)

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚

常糖



商品金額の合計は別紙注文用紙にご記入下さい。

糖質制限ドットコムからの常温配送商品 ※常温配送商品は糖質制限ドットコムよりお送りする冷蔵配送商品と同梱可能。

価格 数量 金額

594             

715             

594             

1,729          

880             

2,640          

958             

2,788          

1,080          

2,980          

3,654          

2,867          

モリドル センタナリー オリーブオイル 2,980          

モリドル センタナリー オリーブオイル×6本セット 17,480        

940             

499             

2,410          

163             

1,549          

284             

小計

糖質制限でもつかっていいお砂糖

糖質制限ドットコム　商品一覧⑥

商品名

糖質制限 みりん風調味料(360ml)×3本セット

糖質制限 みりん風調味料(360ml)

糖質オフ ぽん酢(360ml)×3本セット

糖質オフ ぽん酢(360ml)

糖質オフ 中濃ソース(360ml)

糖質オフ ウスターソース（360ml)

ラカントシリーズ ラカントホワイト 1kg

ラカントシリーズ ラカントS顆粒 1kg

糖質制限 トマトケチャップ(300g)×3本セット

糖質制限 トマトケチャップ(300g)

糖質制限 合わせ酢（500ml）

こんにゃくごはん(150g)

糖質制限 ダイエットライス(1袋/75g)

こんにゃくごはん(150g)×10袋セット

糖質制限 おからパウダー(500g)

糖質制限 カレー(160g)

糖質制限 カレー(160g)×5袋セット

FAX

冷凍便

FAX 075-873-2270
この用紙を矢印方向にセットして下さい 株式会社 京都高雄倶楽部

定休日／土・日・祝 営業時間／10:00~17:00

お問い合わせはコチラ☎075-873-2170

常 冷 凍 糖常温便 冷蔵便 糖質制限ドットコムからの発送商品

お送りされたFAXの枚数を必ず

ご記入下さいませ。

FAX送付枚数＿＿＿＿＿＿枚

常糖


