
更新日 2017/6/20

 お支払方法：

お 届 先 住 所 ：

 お届先名：

 電話番号：  FAX番号：

 商品番号 単価（税抜） 数量 単位 金額

1 どぶろく　江戸開城 290ml 725 本

2 どぶろく　江戸開城 720ml 1600 本

3 純米どぶろく　江戸開城 290ml 800 本

4 純米どぶろく　江戸開城 700ml 1800 本

5 高精白どぶろく　江戸開城 720ml 4000 本

6 MEAD 500ml 5000 本

7 PLUM 290ml 725 本

8 PLUM 720ml 1600 本

9 BLUEBERRY 290ml 725 本

10 BLUEBERRY 720ml 1600 本

11 純米吟醸原酒　江戸開城　山田錦 720ml 2000 本

12 純米吟醸原酒　江戸開城　山田錦 1800ml 3200 本

13 純米吟醸原酒　江戸開城　美山錦 1800ml 3000 本

14 純米吟醸原酒　江戸開城　雄町 1800ml 3200 本

15 純米吟醸原酒　東京　芝の酒 【美山錦】720ml 1800 本

16 純米吟醸原酒　東京　麻布の酒 【美山錦】720ml 1800 本

17 純米吟醸原酒　東京　六本木の酒 【雄町】720ml 2000 本

18 純米大吟醸原酒　江戸開城　720ml 4500 本

19 純米大吟醸原酒　江戸開城　1800ml 9000 本

20 東京あまざけ 300g 685 本

21 東京あまざけ 750g 1389 本

22 東京紅糀あまざけ 300g 685 本

23 東京紅糀あまざけ 750g 1389 本

24 酒粕　純米吟醸　500g 500 個

25 酒粕　純米吟醸　1kg 800 個

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

　　　円

資材代

ご不明な点等ございましたらこちらまでお電話ください
TEL：03-3451-2626

/             /           （　　　　：　　　　AM/PM　まで）

□　銀行振込　【みずほ銀行 芝支店 普通口座1001190 株式会社 若松 】
＊入金確認後の発送準備となります。お振込手数料はお客様負担となりますのでご了承ください。

送料＜2頁参照＞

クール便料金

代引き手数料

小計

消費税

合計

 商品名

□　代引き
＊発送準備が出来次第、即日発送いたします。代引き手数料として300円お支払いください。

【備考】箱などの資材(有料)は各種ご用意ありますので下記備考欄にてお申し付けください。返信
FAXにて金額など詳細をご確認の上、ご変更の場合はお電話にてご連絡ください。

F　A　X　発　注　書　　東京港醸造

納品期日:

〒

必要事項をご記入の上 FAX 03-3451-3572 へお送りください
ご注文内容に応じてお支払い金額を記載しFAXにてご返信いたします



送料 ¥600 ¥700 ¥800 ¥1,000 ¥1,200 ¥1,300
地域 関東 関東 中部 北東北 中国 九州 沖縄

千葉県 茨城県 静岡県 青森県 岡山県 福岡県 沖縄県
神奈川県 栃木県 愛知県 秋田県 広島県 佐賀県

東京都 群馬県 三重県 岩手県 山口県 長崎県
埼玉県 山梨県 岐阜県 関西 鳥取県 熊本県

南東北 信越 大阪府 島根県 大分県
宮城県 新潟県 京都府 四国 宮崎県
山形県 長野県 滋賀県 香川県 鹿児島県
福島県 北陸 奈良県 徳島県 北海道

富山県 和歌山 愛媛県 北海道

石川県 兵庫県 高知県
福井県

クール便送料 4月～11月発送分に関しては品質保持の為すべてクール便（別途¥200）になります

納品期日:

 お支払方法： 代引きのみ（手数料：300円）

お 届 先 住 所 ：

 お届先名： 若松　みなと

 電話番号： 03-3451-3572

 商品番号 単価 数量 単位 金額

1 どぶろく　江戸開城 290ml
725

2 本 ¥1,450

9 BLUEBERRY 290ml
725

1 本 ¥725

13 純米吟醸原酒　江戸開城　美山錦 720ml
1800

5 本 ¥9,000

備考 ¥600

¥200

¥300

¥12,275

¥982

¥13,257

F　A　X　発　注　書　　（記入例）

2017/ 6 / 1　　（　12：00　AM/PM　まで）

小計

消費税

合計

代引き手数料

パンフレットと1本箱を5部ずつ同封お願いします。

〒108-0014 東京都港区芝4-7-10　若松ビル201号室

 商品名

送料

クール便料金
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