
断糖と美味(うま)く付合う SHOP 行き (FAX:050-3493-1262) ※最初の２枚を FAX してください 

FAXご注文書 

個人情報のお取り扱い □ 同意する □ 同意しない 

お申込日       年    月    日 

 

お

申

込

者

情

報 

お名前 

フリガナ  

 

住所 

フリガナ  

〒                    都・道・府・県                 市 

TEL  

FAX  

E-Mail                                   ＠ 

お支払方法 

□代金引換 

商品お届けの際、商品代金+代金引換手数料を運送

会社のドライバーに直接お支払いください。手数料は

一律 324円となります。 

□銀行振込(ゆうちょ銀行) 

金額が確定次第、メールまたはお電話にて振込先をご

連絡致します。また、振込手数料はお客様にてご負担

くださいますようお願いいたします。 

送料 その他 

◆ 「○冷 」が付いている商品はクール便にてお届けいたします。 

九州～東北 790円  北海道・沖縄 1,290円 

クール代金 210円  代金引換手数料 324円 

◆ クール便商品と常温便商品は同梱できません。ご了承ください。 

◆ １回のご注文がたて横奥行き合計 120cm の箱に入りきらない場合、別途送料を

いただきます。 

◆ 商品合計が 10,000円を超える場合、送料無料となります。 

到着ご希望日 

ご指定がない場合は最短でのお届けとなります。 

      年     月     日（ご注文日翌日より５日目以降１４日目まででご指定ください） 

※銀行振込の場合は振込確認後の発送となりますのでご了承ください。 

配達ご希望 

時間帯 

□ 午前中         □ 14～16時 

□ 16～18時      □ 18～20時        □ 19～21時 

商品送付先 

（ご注文者と異

なる場合ご記入

ください） 

お名前 

フリガナ 

 

住所 

フリガナ 

〒                    都・道・府・県                 市 

ご希望・ご要望 
 

 



ご注文書 

商品名 価格 個数 小計 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

商品合計 
 

代金引換手数料 ３２４ 

送料 ※一枚目をご参考ください 別途 

商品合計が 10,000円を超える場合、送料無料となります。 



商品一覧 

商品名 内容 価格 

健康ふすまパン・健康ぬかパン 

○冷  バンズパン 1個 309 円 

○冷  ロールパン 1個 309 円 

○冷  ロールパン甘味 1個 309 円 

○冷  クロワッサン 1個 381 円 

○冷  シナモンデニッシュ 1個 391 円 

○冷  ミニ食パン 1個 411 円 

○冷  ぬかロールパン 1個 309 円 

○冷  照り焼きチキンバーガー 照り焼きチキンのパテとバンズパンのセット 494 円 

○冷  チーズバーガー チーズバーガーのパテとバンズパンのセット 504 円 

セット 

○冷  お試しセットＡ（6種類） バンズパン・ロールパン・ロールパン甘味・クロワッサ

ン・シナモンデニッシュ・ミニ食パン  各２個 

4,220 円 

○冷  お試しセットＢ（７種類） バンズパン・ロールパン・ロールパン甘味・クロワッサ

ン・シナモンデニッシュ・ミニ食パン・ぬかパン 

各２個 

4,838 円 

○冷  お試しセットＣ（８種類） バンズパン・ロールパン・ロールパン甘味・クロワッサ

ン・シナモンデニッシュ・ミニ食パン・ぬかパン・あみ

のらいす  各２個 

5,578 円 

○冷  ミニ食パンセット ミニ食パン１０個 4,110 円 

○冷  甘味タイプセット ロールパン甘味・クロワッサン・シナモンデニッシュ  

各５個 

5,405 円 

○冷  サンドイッチセット 糖質ゼロ ソーセージ２パック、糖質ゼロ ハム３パ

ック、ミニ食パン２個、ロールパン２個 

4,140 円 

○冷  バーガーセット 照り焼きチキンバーガー・チーズバーガー  各５個 4,990 円 

 かりんとうセット 断糖スナック かりんとう５袋 3,240 円 

○冷  あみのらいすセット あみのらいす 10個 3,200 円 

その他 

○冷  あみのらいす 80g 370 円 

 万能だし 300g瓶 972 円 

 万能ソース 215g瓶 833 円 

 ブランヌードル 3人前・万能だし３パック付き 1,296円 

 ヘルシートーフラワー（てんぷら） 200g 720 円 

 ヘルシートーフラワー（ホットケーキ） 200g 772 円 

 ヘルシートーフラワー（お好み焼き） 200g 720 円 

○冷  糖質ゼロ ソーセージ 40g×４本 540 円 

○冷  糖質ゼロ ハム 130g 540 円 

 断糖スナック かりんとう 130g 648 円 

※瓶モノは冷凍商品○冷と同梱できません 

◇商品詳細は断糖と美味(うま)く付合う SHOPホームページ(http://low-carb.co.jp)からご覧になれます。 

http://low-carb.co.jp/


個人情報のお取扱いについて 

 

有限会社ローカーボ食品研究所（以下「当社」といいます）は、お預かりしたお客様の個人情報を、下記の通り

取り扱います。内容をご確認・同意いただいた上でお申込いただきますよう、お願い致します。 

 

１．事業者の氏名または名称 有限会社ローカーボ食品研究所 

２．個人情報の定義 個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子

メールアドレス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。 

３．個人情報の収集・利用 当社は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・

利用いたします。当社による個人情報の収集・利用は、お客様の自発的な提供によるものであり、お客様が個

人情報を提供された場合は、当社が本方針に則って個人情報を利用することをお客様が許諾したものとしま

す。 

 ・ご注文された当社の商品をお届けするうえで必要な業務 

・ 新商品の案内など、お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供 

・ 業務遂行上で必要となる当社からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見収集 

・ 各種のお問い合わせ対応 

４．個人情報の第三者提供  当社は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に

本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 

５．委託先の監督 当店は、お客様へ商品やサービスを提供する等の業務遂行上、個人情報の一部を

外部の委託先へ提供する場合があります。その場合、業務委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理い

たします。 

６．個人情報の管理 当社は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責

任者を設置し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、また最新なものに保つよう、お預かりした

個人情報の適切な管理を行います。 

７．情報内容の照会、修正または削除 当社は、お客様が当社にご提供いただいた個人情報の照会、修

正または削除を希望される場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲ですみや

かに対応させていただきます。 

８．個人情報を入力するにあたっての注意事項 お問い合わせへの対応は電子メールにて行います。電子メ

ールでのご連絡が取れないときに、お電話を差し上げることがあります。 

９．個人情報保護方針 断糖と美味(うま)く付合う SHOPホームページ(http://low-carb.co.jp)の 

個人情報保護方針(http://low-carb.co.jp/hpgen/HPB/shop/policy.html) 

をご覧ください。 

１０．個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 E-Mail:info@low-carb.co.jp 

http://low-carb.co.jp/
http://low-carb.co.jp/hpgen/HPB/shop/policy.html

