
浄土宗開宗850年記念
オリジナル菓子のご案内



浄土宗開宗850年記念オリジナル菓子
ご案内について

浄土宗開宗 850 年慶讃事業の広報活動の一環として、有名菓子店

と提携し、オリジナル菓子を製作、５商品を販売しております。

森永製菓のハイチュウ（グレープ味のソフトキャンディ）は、檀

家様がお参りに来られた際に気軽にお渡しいただける安価な商品で

す。特にお子様には喜んでいただけるかと存じます。

京都の有名菓子店とコラボした聖護院八ッ橋総本店の型刷り八ッ

橋（にっきを漂わせ琴の形に焼き上げた商品）、鼓月の千寿せんべい

（ヴァッフェル）、鶴屋吉信の京べに（手作りもなか）、マールブラン

シュの茶の菓（濃茶のクッキーにホワイトチョコレートを挟んだ商

品）の４商品は、寺院の法要や行事の記念品としてお薦めいたします。

納品については、それぞれ業者によって、注文から納品までの日

数が異なりますので、ご注意ください。

商品毎に専用の FAX の注文用紙を用意しておりますので、直接お

申込みください。

また、FAXの注文用紙は、コピーしてご利用ください。

商品のお問い合わせは各業者にお願いいたしますが、全般的なお

問い合わせや冊子の再請求は、下記までご連絡ください。

浄土宗企画調整室

TEL075-525-0481



 

開宗850周年記念ハイチュウ（森永製菓） 

1.開宗850周年記念オリジナルハイチュウについて 
今年45周年を迎え、老若男女問わず人気の森永製菓を代表する商品のハイチュウが、浄土
宗様限定の“開宗850周年記念デザイン”のハイチュウを特別価格にてご用意しております。
安価な商品ですので、寺院に参拝された檀信徒へのお土産（開宗850周年に向けた広報商
品）としてお勧めします。味は一番人気のグレープ味となります。 
賞味期限は製造日より12ヶ月ですが、お手元に届く商品の賞味期限は在庫状況によって変
動いたします。基本6ヶ月以上の賞味期限の商品が配送されます。 

2.【重要】価格と最低発注数、電話番号の変更について 
原材料、人件費、物流コストの高騰の影響を受け、ハイチュウの価格及び最低発注数量が
変更となります。併せて、おかしプリント運営事務局にフリーダイヤルを導入しましたので
電話番号が変更となります。
価格及び最低発注数量の変更については2023年2月発注分からの適応となりますのでご理解
の程何卒宜しくお願い致します。

価格変更について
■現行価格　　　　　　　　　　　　　　　■価格改定後
　１本９５円（税抜）　　　　　　　　１本１４０円（税抜）
　　
最低発注数量の変更について
■現行最低発注数　　　　　　　　　　　　■価格改定後
　５０本～　　　　　　　　　　　　　１００本～

電話番号の変更について　
※電話番号は既に変更となっております。旧電話番号にお電話された場合は、新電話番号をご案内アナウンスが流れます

■旧電話番号　　　　　　　　　　　　　　■新電話番号

　03-3456-0148　　　　　　　　　0120-756-368
　　　　　　　　　　　

３.デザインについて 
オリジナルデザインは、全寺院共通の通常デザインと、オプションデザインの2 種類、ご用
意しております。
ご発注数量やお値段に応じて、ご選択いただけます。
■通常デザイン　※100本から１本単位でご発注頂けます。



■オプションデザイン（寺院名入り）
　１本140円（税抜き）　※ご発注数量500本以上　別途追加料金5,000円（寺院名入り）

４.ご発注方法について 
ご発注については、次頁添付の専用御発注書のご利用をお願いします。 
御発注書にご発注数量やお届け先などの必須情報をご記載いただき、FAX（03-3456-
0289）にてご発注をお願いします。 
なお、手書きではなく、パソコンを利用してのご入力をご希望の方は、以下のURLを記載
致しましたサイトより、エクセルファイルをダウンロードの上、ご入力下さい。 
エクセルを用いた記入方法 
下記URLにアクセスいただき、ファイル名「浄土宗様用開宗850年専用ご発注書.xlxs」を開
いて下さい。
URL: https://bit.ly/3RmwH9p 

※ 画 面 イ メ ー ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
※発注書ダウンロードＱＲコード

https://bit.ly/3RmwH9p


５.納品日及び問い合わせ先について 
通常時はご発注から２～４週間でのご納品が可能ですが、ご発注数量や休日等によっ
て、変動致します。余裕を持ったスケジュールでのご発注を宜しくお願い致します。
なお、出荷時の問合せ番号の連絡は実施いたしません。未着の場合は下記問い合わせ先に
個別でご連絡をお願いいたします。
販売委託先（問合せ先）森永製菓株式会社 
Mail：okashiprint@morinaga.co.jpまたは 
TEL：0120-756-368　FAX03-3456-0139

mailto:okashiprint@morinaga.co.jp


御発注書
発行日

森永製菓株式会社 御中 有効期限 12月31日2024年
見積書番号 2005005905

FAX： 03-3456-0139
Mail： okashiprint@morinaga.co.jp

件名：浄土宗開宗850年「おかしプリント」

下記の内容にて、発注いたします。何卒よろしくおねがいいたします。

合計金額
（消費税込）

金額欄枠内右側の※印は「軽減税率」対象商品の金額

 商品番号  商品名 単価（円） 数量 単位 金額（円）

商品０７ ハイデザインチュウ＜グレープ＞　１本　※50本以上から承ります。 95 本 ※

【オリジナル】寺院名入れ　 5,000 デザイン

寺院名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※寺院名の名入れに関しては、ご発注数量500本以上から承ります。

※ご納品スケジュールはご発注数量や休日等によって変動しますが、
２～４週間でのご納品が可能です。事前にご確認頂く際は、
Mail：okashiprint@morinaga.co.jp  TEL：03-3456-0148

【希望納品日】　　月　　　日　　　　 合計（税抜金額）

 消費税(軽減
税率対象

 8.0%

本見積書のとおり発注いたします。  消費税  10.0%

寺院名　氏名 年　　　　　 月　　　　　日　　　　　 合計(税込金額)

印　　 人物の画像やイラストの使用許可は
事前にとっていますか？　

☑はい  □いいえ

■商品お届け先　 商品お届け期日 月　　　　日
　フリガナ
 お届け先名

ご担当者名

 お届け先住所 〒
電話番号

■ご請求先（商品お届け先と同じ場合は、同上とご記載下さい） お取引区分  　□新規　  　□お取引有
※事前に与信審査をさせて頂きますので、法人様・個人様に関わらず、電話番号・住所を正しくご記入ください。
フリガナ
ご請求先名

ご担当者名

電話番号

ご請求先住所 〒

※請求先の送付先ご住所・送付先名がご請求先内容と違う場合は、別途メールにてご連絡ください。
お支払条件：商品出荷日の月末締め、翌月末払い。振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。
ご発注の場合、本御見積書　兼　御発注書に記入捺印後、メールまたはFAXにてご連絡ください。
お届先住所、お届け期日、電話番号等がご発注の段階で決まっていない場合は、“別途御連絡”と記載ください。
■お問い合わせ先

■デザインイメージ

令和５年１月３１日までの 
ご発注用（改訂前）

1



御発注書
発行日

森永製菓株式会社 御中 有効期限 12月31日2024年
見積書番号 2005005905

FAX： 03-3456-0289　
Mail： okashiprint@morinaga.co.jp

件名：浄土宗開宗850年「おかしプリント」

下記の内容にて、発注いたします。何卒よろしくおねがいいたします。

合計金額
（消費税込）

金額欄枠内右側の※印は「軽減税率」対象商品の金額

 商品番号  商品名 単価（円） 数量 単位 金額（円）

商品０７ ハイデザインチュウ＜グレープ＞　１本　※ 100本以上から承ります。 140 本 ※

【オリジナル】寺院名入れ　 5,000 デザイン

寺院名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※寺院名の名入れに関しては、ご発注数量500本以上から承ります。

【一度名入れを注文したリピート発注の寺院様用】前回の注文の名入れ内容を　□利用する　・　□利用しない

※ご納品スケジュールはご発注数量や休日等によって変動しますが、
２～４週間でのご納品が可能です。事前にご確認頂く際は、
Mail：okashiprint@morinaga.co.jp  TEL：TEL：0120-756-368

【希望納品日】　　月　　　日　　　　 合計（税抜金額）

 消費税(軽減
税率対象

 8.0%

本見積書のとおり発注いたします。  消費税  10.0%

寺院名　氏名 年　　　　　 月　　　　　日　　　　　 合計(税込金額)

印　　 人物の画像やイラストの使用許可は
事前にとっていますか？　

☑はい  □いいえ

■商品お届け先　 商品お届け期日 月　　　　日
　フリガナ
 お届け先名

ご担当者名

 お届け先住所 〒
電話番号

FAX番号

■ご請求先（商品お届け先と同じ場合は、同上とご記載下さい） お取引区分  　□新規　  　□お取引有
※事前に与信審査をさせて頂きますので、法人様・個人様に関わらず、電話番号・住所を正しくご記入ください。
フリガナ
ご請求先名

ご担当者名

電話番号

ご請求先住所 〒

※請求先の送付先ご住所・送付先名がご請求先内容と違う場合は、別途メールにてご連絡ください。
お支払条件：商品出荷日の月末締め、翌月末払い。振込手数料は貴社にてご負担をお願いいたします。
ご発注の場合、本御見積書　兼　御発注書に記入捺印後、メールまたはFAXにてご連絡ください。
お届先住所、お届け期日、電話番号等がご発注の段階で決まっていない場合は、“別途御連絡”と記載ください。
■お問い合わせ先

■デザインイメージ

令和５年２月１日以降の 
ご発注用（改訂後）

1



浄土宗開宗 850 年型刷り八ッ橋　

  1.  商品について
《八ッ橋》米粉と砂糖と水のみで仕上がった生地ににっきを漂わせ、琴の形に焼き上げたものです。

にっきの独特な香りが、古都の風情を思わす、昔から変わらぬ伝統の京銘菓です。

  3.  納品について　　　　
お届け希望日の2週間前までにご注文ください。
※数量や納品日によりまして、ご相談させていただく場合があります。

販売委託先（問合せ先）
株式会社 聖護院八ッ橋総本店　　TEL   075-761-5151　　FAX   075-771-2114

〒606-8392　京都市左京区聖護院山王町 6

　送料について

 商品価格 送料

全国（北海道・沖縄を除く）
 4,999円以下 600 円 

 5,000 円以上 無  料

  4. ご発送方法および
　   販売委託先（問合せ先）について
ご発注については次頁添付の FAX 注文書にて

注文をお願いします。

 商品価格 送料

 4,999円以下 1,200 円

北海道・沖縄 5,000 円 ～ 9,999 円    600 円

 10,000 円以上 無  料

  2.  商品の価格および送料について
浄土宗開宗 850 年を記念したパッケージをご用意致しました。

八ッ橋には宗紋や、なむちゃんなどを型刷りしております。

丸筒八ッ橋（3枚入×6袋入）

商品価格  540円（税込）
◯ 特定原材料等 大豆

◯賞味期限 90 日



株式会社聖護院八ッ橋総本店

お申込み日　　　月　　　日

フリガナ

〒606-8392　京都市左京区聖護院山王町６番地

10,000円以上　   送料　   0円

0円～4,999円　送料　600円

5,000円以上　   送料　   0円

0円～4,999円　送料1,200円

5,000円～9,999円　送料600円

ＴＥＬ：075-761-5151　　ＦＡＸ：075-771-2114

16-18　/　18-20　/　19-21

お電話番号 （　　　  　　）　　　　  　　-

商品名

ごご注注文文商商品品

ご住職
または

代理様名

指定なし　/　午前中　/ 14-16

数量

ご住所

　〒　　　　　　　-
FAX （　　　　　）　　　　　　-

□ 代金引換　（ヤマト宅急便の方にお支払いください*代引手数料200円）

北北海海道道･･沖沖縄縄

送送料料　　**特特注注分分**

全全国国
（（北北海海道道・・沖沖縄縄をを除除くく））

型刷り八ッ橋　丸筒　（浄土宗様）
（３枚入×６袋入）

＊お届けご希望日より２週間前までにご注文ください。

＊数量により到着日のご相談をさせて頂く場合がございますのでご了承ください。

＊ＦＡＸを確認次第、リファックスをさせて頂きます。

540 円

□ 振込用紙　（振込用紙到着後一週間以内にお支払いください）

商品代金税込合計金額商品代金税込合計金額

ごご希希望望のの方方ははおお届届けけ時時間間帯帯にに

１１つつだだけけ○○でで囲囲んんででくくだだささいい。。

　　㈱㈱聖聖護護院院八八ッッ橋橋総総本本店店　　FFAAXX  ごご注注文文書書　　【【００７７５５－－７７７７１１－－２２１１１１４４】】

おお届届けけごご希希望望日日

月　　　　　日

おお支支払払いい方方法法　　

ごご希希望望ののおお支支払払いい方方法法のの□□にに印印ををおお付付けけ下下ささいい

組

寺院№

金額(税込)

教区

寺院名
おお
届届
けけ
先先



  3.  納品について　　　　
お届け希望日より１ヶ月前までにご注文ください。

  4. ご発送方法および
　   販売委託先（問合せ先）について
ご発注については次頁添付の FAX 注文書にて

注文をお願いします。

千寿せんべい

販売委託先（問合せ先）
株式会社 鼓月　四条烏丸店（担当：戸間）

TEL/FAX   075-221-1641（平日 9：00 ～ 19：00　日曜・祝日 9：00 ～ 18：00）

〒604-8153　京都市中京区烏丸通錦小路南東角

　送料について

地域により送料が異なりますので、FAX 注文書を確認後、ご請求額（送料含む）

発送日などをご連絡させていただきます。

  1.  商品について
昭和 38 年に新しい時代にふさわしい美味しさの菓子を求めてドイツの機械を取り寄せ、京菓子處鼓月が生み

出した波型のクッキー生地にクリームをはさんだヴァッフェル菓子です。    

 賞味期限はお届け日よりおよそ 2ヶ月です。

  2.  商品の価格および送料について

  5 枚入 税込 1,188円（本体価格 1,100 円）
  〈①宗紋×2枚・ ②浄土宗 850 年×2枚・ ③なむちゃん×1枚〉

  8 枚入 税込 1,620円（本体価格 1,500 円）
  〈①宗紋×3枚・ ②浄土宗 850 年×3枚・ ③なむちゃん×2枚〉

  12 枚入 税込 2,376円（本体価格 2,200 円）
  〈①宗紋×4枚・ ②浄土宗 850 年×4枚・ ③なむちゃん×4枚〉

  16 枚入 税込 3,240円（本体価格 3,000 円）
  〈①宗紋×6枚・ ②浄土宗 850 年×6枚・ ③なむちゃん×4枚〉

 ※浄土宗価格として上記、本体価格より10％の値引きがあります。

 ※上記以外に 24 枚入・30 枚入・40 枚入もございます。

 ※上記以外の注文内容の場合は、下記の鼓月 四条烏丸店にて
 　お尋ねください。



住所 都道

府県

数量 手提げ袋 熨斗

　　　　個 要・不要 内・外

　　　　個 要・不要 内・外

　　　　個 要・不要 内・外

　　　　個 要・不要 内・外

FAX送信方向

【浄土宗寺院専用】

送信日  　　年　  　月  　　日　　鼓月　FAXご注文書【０７５-２２１-１６４１】

　〒　　　　-

※上記に、別途送料がかかります

お電話番号 　(　　　　)　　　　　　　-　　 　(　　　　)　　　　　　　-　　

表書き/お名前

　カ）コゲツ

お支払い方法

※ご希望のお支払い方法の□に印をお付けください。

※お振込みの場合は、ご入金確認後の発送となります。

□代金引換(ヤマトコレクトサービス）(手数料がかかります）

　　【浄土宗開宗８５０年オリジナル千寿せんべい専用】

ご依頼主様　(送付先）　　※送付先が異なる場合は、下記の備考欄にご記入ください。

寺院名
お名前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　寺・院 　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　(ﾌﾘｶﾞﾅ）　(ﾌﾘｶﾞﾅ）

商品名

5枚入

8枚入

12枚入

16枚入

　備考欄午前/14～16/16～18/18～20/19～21

□銀行振込　京都銀行白梅町支店　　当座102517

　　　　　　この度はご注文を頂き誠に有難うございます。

　　　　　　上記のFAX番号までご注文書をお送り下さい。

　　　　　　確認次第、折り返しご請求額・発送日などをご連絡させて頂きます。

　　　　　　可能な限り早くお返事のご連絡をさせて頂きますが、

　　　　　　18時以降・休業日にお受けしたものは、翌営業日のお返事になります。

　　　　　　なお、お支払い方法が振込みの場合は、先に代金をお振込みいただいてからの

　　　　　　発送とさせて頂いております。ご了承ください。

◆熨斗の表書きの種類※上記へご記入ください

金額

11.記念　12.心ばかり　13.その他(備考欄へ記入してください）

要・不要

　月　　日までに

時間帯指定をご希望の方は

1つだけ○で囲ってください

6.粗菓　7.紅白無地　8.御供　9.粗供養　10.黄白無地

領収書

お届けご希望日 1.お中元　2.お歳暮　3.御礼　4.内祝　5.御祝　



浄土宗開宗 850 年 オリジナル京べに　

1.  商品について
《京べに》「あん」も「もなかだね」も缶に密封。お日保ちも長く、いつでも開けたての新鮮なおいしさをお楽しみ

いただける「手作りもなか」です。浄土宗開宗 850 年を記念して特別の意匠でご用意させていただきます。

2.  商品の価格および送料について
《浄土宗開宗850年記念　京べに》
6 組入　通常価格 1,404円（税込）のところ

3.  納品について　　　　
お届け希望日の2週間前までにご注文ください。

販売委託先（問合せ先）
株式会社　　　　　　　　　　TEL   075-441-0105　　FAX   075-431-1234

〒602-8434　京都市上京区今出川通堀川西入　

　送料について《段ボール1箱につき下記の価格（税込）となります。》

北海道・沖縄 1,540 円 東北 1,100 円 関東・信越 990 円 北陸・中部・東海 880 円 

関西 660 円 中国・四国 880 円 九州 990 円

京
の
お
手
づ
く
り
最
中

京
の
お
手
づ
く
り
最
中

京
の
お
手
づ
く
り
最
中

お日保ち
約 1年

特
別
意
匠

特
別
意
匠

写真はイメージです。 オリジナルパッケージ

10％
割引

1,264円（税込）浄土宗寺院様
特別価格

▼ オリジナルパッケージの
　 空きスペースに

「慶祝」等の文言を
付け加えることも可能です。

※文言を追加する際は、
最低発注数30箱にて承ります。

4. ご発送方法および
　   販売委託先（問合せ先）について
ご発注については次頁添付の FAX 注文書にて

注文をお願いします。

※京べには段ボール1箱で24箱まで入ります。



鶴屋吉信　ＦＡＸご注文書 ≪０７５ー４３１ー１２３４≫

　　≪浄土宗開宗８５０年記念　オリジナル京べに専用≫ 送信日　　　年　　　月　　　日

ご依頼主様（送付先）　　送付先が異なる場合は、下記の備考欄にご記入ください。
（フリガナ） （フリガナ）

　〒　　　　ー　　　　　
　都　道
　府　県

℡番号 ＦＡＸ

　　　有・無 表書き／お名前 指定なし 午前中 14－16
　内のし・外のし 16－18 18－20 19ー21

ご希望に〇を付けてください

　備考欄

・ご注文承り後、弊社担当者より確認のお電話もしくはリファックスをお送りさせて頂きます。
・ご請求書は後日、郵送にてお送りさせて頂きます。（商品に同封する事も可能です。）

お届け希望日

月 日

包装紙
普通包装
御祝包装
仏事包装

お届け時間帯のし紙、手さげ袋について

　のし紙　　

手さげ袋 要・不要

寺院名
お名前

住所

ご注文商品

浄土宗開宗850年記念
京べに 箱



京 宇治 白川の厳選茶葉をはじめとする宇治茶を使用。
お濃茶ラングドシャ「茶の菓」。
マールブランシュの顔、京スイーツの定番・お濃茶ラングドシャ「茶の菓」。
京都の土地の力に私たちの技術と心を重ねて「京のほんまもん」をお届けしたい。
茶畑からお手元まで安心安全のおいしさづくりを追求しています。

香り高く甘みのある山の茶葉を多く配合。
色・味・香りを極めた「茶の菓」専用のお濃茶です。

シェフの技と五感で
絶妙な甘みと渋みに。

熱に負けない色・味・香り。
シェフの技と五感で
繊細な口どけのラングドシャに。

お濃茶を引き立てる
オリジナルのチョコレートを
挟みました。

浄土宗開宗 850 年を祝う、特別仕様【オリジナル茶の菓】

茶の菓 3枚入には、浄土宗開宗 850年のシンボルマークを配したスペシャルスリーブを。
新しく登場する、8枚入、10枚入、16枚入、24枚入には、オリジナルシールをご用意しました。
さらにお濃茶ラングドシャには、全商品オリジナルの焼印を施しています。
すべてが浄土宗開宗 850年をお祝いする特別仕様です。

茶の菓  3枚入
税込¥540（本体価格 ¥500）/1箱

30箱から承ります。
縦 28×横 57×高さ 112mm

茶の菓  8枚入
税込¥1,296（本体価格 ¥1,200）/1箱

20箱から承ります。
縦 207×横 115×高さ 30mm

茶の菓  10枚入
税込¥1,620（本体価格 ¥1,500）/1箱

20箱から承ります。
縦 250×横 115×高さ 30mm

茶の菓  16枚入
税込¥2,592（本体価格 ¥2,400）/1箱

10箱から承ります。
縦 207×横×高さ 112mm

茶の菓  24枚入
税込¥3,888（本体価格 ¥3,600）/1箱

10箱から承ります。
縦 207×横 328×高さ 30mm

〈お願い〉
包装・のし・リボンはご容赦下さいませ。

お濃茶ラングドシャ「茶の菓」
特定原材料等　　　　小麦・卵・乳・大豆

お日持ち　　　　　　出荷日より約 15日

保存方法　　　　　　直射日光をさけ、28℃以下で保存して下さい。

オリジナル焼印

浄土宗
開宗 850 年



京 宇治 白川の厳選茶葉をはじめとする宇治茶を使用。
お濃茶ラングドシャ「茶の菓」。
マールブランシュの顔、京スイーツの定番・お濃茶ラングドシャ「茶の菓」。
京都の土地の力に私たちの技術と心を重ねて「京のほんまもん」をお届けしたい。
茶畑からお手元まで安心安全のおいしさづくりを追求しています。

香り高く甘みのある山の茶葉を多く配合。
色・味・香りを極めた「茶の菓」専用のお濃茶です。

シェフの技と五感で
絶妙な甘みと渋みに。

熱に負けない色・味・香り。
シェフの技と五感で
繊細な口どけのラングドシャに。

お濃茶を引き立てる
オリジナルのチョコレートを
挟みました。

浄土宗開宗 850 年を祝う、特別仕様【オリジナル茶の菓】

茶の菓 3枚入には、浄土宗開宗 850年のシンボルマークを配したスペシャルスリーブを。
新しく登場する、8枚入、10枚入、16枚入、24枚入には、オリジナルシールをご用意しました。
さらにお濃茶ラングドシャには、全商品オリジナルの焼印を施しています。
すべてが浄土宗開宗 850年をお祝いする特別仕様です。

茶の菓  3枚入
税込¥540（本体価格 ¥500）/1箱

30箱から承ります。
縦 28×横 57×高さ 112mm

茶の菓  8枚入
税込¥1,296（本体価格 ¥1,200）/1箱

20箱から承ります。
縦 207×横 115×高さ 30mm

茶の菓  10枚入
税込¥1,620（本体価格 ¥1,500）/1箱

20箱から承ります。
縦 250×横 115×高さ 30mm

茶の菓  16枚入
税込¥2,592（本体価格 ¥2,400）/1箱

10箱から承ります。
縦 207×横×高さ 112mm

茶の菓  24枚入
税込¥3,888（本体価格 ¥3,600）/1箱

10箱から承ります。
縦 207×横 328×高さ 30mm

〈お願い〉
包装・のし・リボンはご容赦下さいませ。

お濃茶ラングドシャ「茶の菓」
特定原材料等　　　　小麦・卵・乳・大豆

お日持ち　　　　　　出荷日より約 15日

保存方法　　　　　　直射日光をさけ、28℃以下で保存して下さい。

オリジナル焼印

浄土宗
開宗 850 年



■ご注文書■

教区

組

寺院NO.

寺院名

ご住所

手提げ袋

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

指定なし 午前中 14時～16時

16時～18時 18時～20時 19時～21時

■マールブランシュ記入欄

※それぞれ記載しております個数以上でのご注文を承ります
※お届け日より10日前までにご注文ください
※茶の菓3枚入の包装はご容赦ねがいます
※すべてのサイズにおいて熨斗掛けはご容赦ねがいます
※ご請求書は商品発送後に郵送にてお届けいたします
※ご注文承り後、24時間以内にリファックスをお送りします
　お問い合わせの際には注文番号をお知らせくださいませ

注文番号 　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　

茶の菓　24枚入　特別仕様（10箱～）

お届けご希望日 月　　　日（　　　） お届けご希望時間帯

茶の菓　3枚入　オリジナルパッケージ（30箱～）

（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

ご注文詳細

商品 単価（税込） 数量

ご記入日　　　　年　　　月　　　日

お
届
け
先

ご住職
または
代理様名

フリガナ

様

〒

茶の菓　16枚入　特別仕様（10箱～）

茶の菓　10枚入　特別仕様（20箱～）

茶の菓　8枚入　特別仕様（20箱～）

FAX 0120-139-357
（２４時間受付）



■ご注文書■

教区

組

寺院NO.

寺院名

ご住所

手提げ袋

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

指定なし 午前中 14時～16時

16時～18時 18時～20時 19時～21時

■マールブランシュ記入欄

※それぞれ記載しております個数以上でのご注文を承ります
※お届け日より10日前までにご注文ください
※茶の菓3枚入の包装はご容赦ねがいます
※すべてのサイズにおいて熨斗掛けはご容赦ねがいます
※ご請求書は商品発送後に郵送にてお届けいたします
※ご注文承り後、24時間以内にリファックスをお送りします
　お問い合わせの際には注文番号をお知らせくださいませ

注文番号 　　　　　　　　・　　　　　　　　　　・　　　　　　　　

茶の菓　24枚入　特別仕様（10箱～）

お届けご希望日 月　　　日（　　　） お届けご希望時間帯

茶の菓　3枚入　オリジナルパッケージ（30箱～）

（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

（　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　-

ご注文詳細

商品 単価（税込） 数量

ご記入日　　　　年　　　月　　　日

お
届
け
先

ご住職
または
代理様名

フリガナ

様

〒

茶の菓　16枚入　特別仕様（10箱～）

茶の菓　10枚入　特別仕様（20箱～）

茶の菓　8枚入　特別仕様（20箱～）

FAX 0120-139-357
（２４時間受付）




	bc4bd42906bfb65688ac2fbd416be4eaa7eb94d1eef1c164dd568d4b91048cea.pdf
	R4.12
	開宗850周年記念ハイチュウ（森永製菓）
	1.開宗850周年記念オリジナルハイチュウについて
	2.【重要】価格と最低発注数、電話番号の変更について
	３.デザインについて
	４.ご発注方法について
	エクセルを用いた記入方法

	５.納品日及び問い合わせ先について


	ハイチュウ改定前
	ハイチュウ改定後
	bc4bd42906bfb65688ac2fbd416be4eaa7eb94d1eef1c164dd568d4b91048cea.pdf

