
グルメスタジオFOOVERの 
お歳暮 

ワンランク上のお歳暮をお届けします 

お世話になった方への感謝の気持ちを 
贅沢グルメに添えてお届けしませんか。 
店頭またはFAXにて承っております。 

ご注文締切日：2018年12月15日（土） 



フードラバーが集う新スポット 

グルメスタジオFOOVER（フーバー） 
店舗外観（２階にございます） 店舗のご紹介 

 
ワンランク上の料理教室グ『ルメスタジオ
FOOVER（フーバー）』は2017年11月 
大阪堀江にベルメゾンライフスタイリング堀江
に内設する形で誕生しました。 
ミシュラン掲載店や人気店のシェフから直接
学べる料理教室として、レッスン体験いただい
ております。 

ミシュラン掲載店や人気店のお店の人気メ
ニュー、定番メニュー、最新メニューを学び、
自分で作り味わうレッスンや、グルメな食材
やワインなどを食べ飲み比べて学ぶグルメ
レッスンなど、オリジナルレッスンが満載です。 
 
入会金や年会費は無料。予約するだけで
お好きなレッスンにご参加いただけます。 

店舗場所 
〒550-0015 
大阪市西区南堀江1丁目２０－１ 
日通南堀江ビル2F 
堀江公園の南側にございます。 
 

   https://foover.jp 



店頭またはFAXにて承っております 

※別途、消費税・送料を頂戴します。 
※在庫には限りがあります。なくなり次第終了となります。 ※パッケージは変更となる場合があります。 

商品 品番 参考価格 
特別価格 
（税抜） 

配送 

 ボランジェ グランダネ 2007 紅白セット W3 ¥44,000  ¥35,000 常温 

 ボランジェ グランダネ 2007 
  &キャビアセット 

F3 ¥31,000 ¥30,000 クール 

 ボランジェ スペシャル・キュベ 
    ＆キャビアセット 

F4 ¥19,500 ¥15,000 クール 

 ボランジェ 紅白セット（キュベ＆ロゼ） W9 ¥18,500 ¥15,000 常温 

 ボランジェ ハーフ紅白（キュベ＆ロゼ） 
    &生ハムセット 

F5 ¥16,800 ¥15,000 クール 

 ボランジェ &生ハムセット F6 ¥12,100 ¥10,000 クール 

 ボランジェ &海のリエットセット F25 ¥12,200 ¥10,000 常温 

 ボランジェ  スペシャル・キュベ 箱入り W14 ¥8,500 ¥8,000 常温 

 ボランジェ ハーフ（キュベ）&生ハムセット F7 ¥8,200 ¥7,000 クール 

 紅白スパークリングワインセット W15 ¥5,500 ¥5,000 常温 

 ティーピッグス 人気のティーセット F16 ¥6,000 ¥5,000 常温 

 アランミリア 高級濃厚ネクター 5本セット F17 - ¥5,000 常温 

 アランミリア 高級ストレートジュース 
    5本セット 

F18 - ¥5,000 常温 

 アランミリア 高級ストレートジュース 
    3本セット 

F22 - ¥3,000 常温 

 アランミリア 高級ジャム 3個セット F21 ¥3,260 ¥3,000 常温 



・シャンパーニュ・ボランジェは、1829年にジャッ
ク・ボランジェによって創設された名門シャンパー
ニュ・メゾン。 
・伝統的な醸造法によって支えられた製品の品
質の高さは、世界的な名声を確立しており、
1884年からは英国王室御用達を拝命する希
少なメゾンのひとつとなっています。 
・ボランジェは映画『007』シリーズでジェームズ・ボ
ンドが愛飲するシャンパーニュとしても世界的に知
られています。 

「ボランジェ ラ・グランダネ 2007」 
グランダネ（＝偉大な年）の特別なシャンパーニュ 
 
ボランジェでは非常に品質の高いブドウが収穫された年にのみヴィ
ンテージ・シャンパーニュを生産します。 
 
「ボランジェ ラ・グランダネ 2007」はグランクリュとプルミエクリュ※1で
2007年に収穫されたブドウのみを使用しています。 
 
例年と比べ早く収穫したフレッシュ感のあるブドウを用いて、 
「キュヴェ」と呼ばれる一番搾りのみを樽発酵させています。 
長期間※2の熟成を経て、成熟感がありながら驚くほどフレッシュな
後口を持つ、香り高いシャンパーニュとなりました。 
 
※1 ブドウの畑の格付けのこと。グランクリュは最上級の特級畑、プルミエクリュ（1級
畑）はグランクリュに次ぐ品質を生み出すブドウ畑。 
※2 ヴィンテージ・シャンパーニュとして規定された最少の熟成期間（3年）の2倍以
上。 

グルメスタジオFOOVERのグルメレッスンにおいても 
人気を博している「ボランジェ ラ・グランダネ 2007」をギフトセットに。 

先様に喜んでいただけると確信いたします。 

シャンパーニュ・ボランジェ 
 

英国王室御用達、ジェームズ・ボンドが愛する名門シャンパーニュ 



シャンパーニュ・ボランジェ 
 

英国王室御用達、ジェームズ・ボンドが愛する名門シャンパーニュ 

■セット内容／ボランジェ ラ・グランダネ
2007、ボランジェ ラ・グランダネ・ロゼ2007 
750ml×各1本 化粧箱入り 

W9：ボランジェ 紅白セット（キュベ＆ロゼ）   
価格 ¥15,000 ＋税・送料 【常温便】 

W3：ボランジェ グランダネ 2007 紅白セット 
価格 ¥35,000＋税・送料  【常温便】 

※ボランジェ共通：●種別／果実酒●輸入業者／(株)アルカン●製造加工／フランス●原産国／フランス 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュ
ベ、ボランジェ・ロゼ 750ml×各1本 化粧
箱入り 

英国王室御用達、ジェームズ・ボンドが愛す
る名門シャンパーニュ「ボランジェ」。”偉大な
年”を意味する「ラ・グランダネ」の白泡とロゼ
泡の希少なセット。今年一番お世話になった
方へ感謝の気持ちをお届けしませんか。 

ベルベットのように滑らかな泡立ちのシャン
パーニュ「ボランジェ スペシャル キュベ」と「ボ
ランジェ ロゼ」の紅白セット。年末年始のお
めでたい席に贈りたい一品です。 

【Web】 



ボランジェ＆キャビア 

F3：ボランジェ グランダネ 2007&キャビアセット    
価格 ¥30,000 ＋税・送料  【冷蔵便】 

F4：ボランジェ スペシャル・キュベ＆キャビアセット   
価格 ¥15,000 ＋税・送料  【冷蔵便】 

■セット内容／ボランジェ ラ・グランダネ2007 750ml×1
本 化粧箱入り、フランス産養殖キャビア50g×1個  
●フランス産養殖キャビア：賞味期限／冷蔵で12ヵ月、製
造加工／フランス 

※ボランジェ共通：●種別／果実酒●輸入業者／(株)アルカン●製造加工／フランス●原産国／フランス 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ 750ml×1
本 化粧箱入り、フランス産養殖キャビア50g×1個 
●フランス産養殖キャビア：賞味期限／冷蔵で12ヵ月、製
造加工／フランス 

 天然キャビアを産出する野生のチョウザメは密漁・乱獲などにより
激減する中、キャビアの生産を目的としたチョウザメの養殖が世界
各地で行われています。 
 スタージョン社はフランス南西部に位置するアキテーヌ地方ジロン
ド県を中心に活動を行う養殖キャビアの先駆者であり、世界中の
トップシェフやミシュラン星付きのレストランにも高く評価されています。 
 
■美味しいキャビアの味わい方■ 
シベリアチョウザメのキャビアは中粒で、ナッツのようなコクを持ち、味
は高貴で繊細。その品質の良さには定評があります。 
オードブルとしてそのまま、または、無塩バターをわずかに塗ったトー
スト等にのせて、キャビア本来の味をお楽しみください。お好みでゆ
で卵やポテトにのせたり、サワークリームと一緒にお召し上がり下さい。 

英国王室御用達、ジェームズ・ボンドが愛する名門シャンパーニュ「ボランジェ」と、世界中の
トップシェフやミシュラン星付きのレストランにも高く評価されているスタージョン社のフランス産
キャビアをセットに。年末のご挨拶が印象的なものになります。 

【Web】 



ボランジェ＆ 
生ハム（ホセリート社 ハモン・イベリコ） 

F5：ボランジェ ハーフ紅白（キュベ＆ロゼ）&生ハムセット 
価格 ¥15,000＋税・送料  【冷蔵便】 

F6：ボランジェ &生ハムセット 
価格 ¥10,000 ＋税・送料  【冷蔵便】 

F7：ボランジェ ハーフ（キュベ）&生ハムセット  
価格 ¥7,000 ＋税・送料  【冷蔵便】 

※ボランジェ共通：●種別／果実酒●輸入業者／(株)アルカン●製造加工／フランス●原産国／フランス 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ ハーフ 、ボラ
ンジェ ロゼ ハーフ 375ml×各1本 化粧箱入り、ホセ
リート ハモン・イベリコ グラン・レゼルバ スライス（もも肉）
70g×1個、ホセリート ハモン・イベリコ グラン・レゼルバ パ
レタ・スライス（前足）70g×1個  
●ホセリート ハモン・イベリコ：賞味期限／冷蔵で9ヵ月、
製造加工／スペイン 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ 750ml×1
本 化粧箱入り、ホセリート ハモン・イベリコ グラン・レゼル
バ スライス（もも肉）70g×1個 
●ホセリート ハモン・イベリコ：賞味期限／冷蔵で9ヵ月、
製造加工／スペイン 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ ハーフ 
375ml×1本 化粧箱入り、ホセリート ハモン・イベリコ グ
ラン・レゼルバ スライス（もも肉）70g×1個 
●ホセリート ハモン・イベリコ：賞味期限／冷蔵で9ヵ月、
製造加工／スペイン 

ホセリート社は、1860年スペイン中西部ギフエロ
に設立。世界的ブランドとしての認知を得ています。 

もも肉 

前足 

もも肉 

もも肉 

世界中の著名な料理人たちが同社のハモンを「世界最高峰のハモン・
イベリコ」と称賛しています。 
■美味しい生ハムの味わい方■ 
ご賞味頂く前に室内温度（18度～22度）にて15分ほど置いてくださ
い。室温に戻り、表面に汗をかきはじめる頃が食べ頃。赤身の塩味と
脂身の甘さが口の中で混ざり合う最高の味わいをお楽しみください。 

375ml 375ml 

375ml 

750ml 

ベルベットのように滑らかな泡立ちのシャンパーニュ「ボランジェ スペシャル キュベ」と「世界一
のハモン・イベリコ」と称賛されるホセリート社の生ハムをセットに。お酒好きな方への贈り物に最
適です。 

【Web】 



ボランジェ、厳選の紅白の泡 

W14:ボランジェ  スペシャル・キュベ 箱入り   
価格 ¥8,000＋税・送料  【常温便】 

W15：紅白スパークリングワインセット 
価格 ¥5,000＋税・送料  【常温便】 

F25：ボランジェ & 海のリエットセット   
価格 ¥10,000＋税・送料  【常温便】 

※ワイン共通：●種別／果実酒●輸入業者／(株)アルカン●製造加工／フランス●原産国／フランス 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ 750ml×1
本 化粧箱入り 

■セット内容／ボランジェ スペシャル・キュベ 750ml×1
本 化粧箱入り、グロワ・エ・ナチュール カニのリエット、貝柱
のリエット、サーディンのリエット 100g×各1個 
●リエット：賞味期限／常温で36ヵ月、7大アレルゲン／
乳・小麦・かに、フランス産 

■セット内容／ラングロワ・シャトー クレマン･ド･ロワール 
ブリュット（白泡）、ラングロワ・シャトー ヴァン･ムスー･
ルージュ カルマンドライ（赤泡） 750ml×各1本 

ロワール地方「ラングロワ・シャトー」のお手頃で高品質のス
パークリングワインの紅白をセットにしました。年末年始の
集まりに華を添えてくれます。 

※イメージ ※イメージ 

ベルベットのように滑らかな泡立ち。力強さと深みがあるテイ
スト。食前酒はもちろんのこと、料理との相性もピッタリ。魚
介類や白身のお肉などに良く合います。 

魚介料理との相性もピッタリのボランジェ・スペシャル・キュ
ヴェに、グロワ・エ・ナチュール社の海の食材を使ったリエット
3種をセットにしました。年末年始のちょっとしたパーティに最
適です。 

【Web】 



ティーピッグスの紅茶 

F16：ティーピッグス 人気のティーセット 
価格 ¥5,000＋税・送料 【常温便】 

■セット内容／ダージリンアールグレイ、イングリッシュブレックファスト、スーパーフルーツ、カモミール、レモンジ
ンジャー 各15包×1袋 
●賞味期限／常温で36ヵ月●最終仕上／インド他 
●原料原産地／ダージリンアールグレイ：インド、イングリッシュブレックファスト：インド、ルワンダ、スリランカ、
スーパーフルーツ：ドイツ、カモミール：クロアチア、レモンジンジャー：ドイツ 

ティーピッグス社は、2006年11月イギリスにて創業。大手紅茶専
門企業に長年勤務したノウハウを活かし、選び抜いた品質の茶葉の
みを使用し、品質において決して妥協しない、「no airs. no 
graces. just fine tea.（＝上品ぶらない。気取らない。本物の
お茶）」を製品作りのモットーとしています。 

素材が持つ味と香りを最大限に引き
出すために、茶葉、ハーブ、花、フ
ルーツを細かく砕かずホールで使用し
て、中で茶葉がジャンピングする
「ティーテンプル」につめました。 

【Web】 



アランミリア 

F17：アランミリア 高級濃厚ネクター5本セット   
価格 ¥5,000＋税・送料  【常温便】 

F18：アランミリア 高級ストレートジュース5本セット  
価格 ¥5,000＋税・送料  【常温便】 

F22:アランミリア 高級ストレートジュース3本セット  
価格 ¥3,000＋税・送料  【常温便】 

F21：アランミリア 高級ジャム3個セット 
価格 ¥3,000＋税・送料  【常温便】 

ストレートジュースの王様と言われるフランスの高級ジュースの
ブランド「アランミリア」。フランス・リヨン郊外で果樹園を営むア
ラン・ミリア氏が、1997年にソムリエと意見交換をしながら原
材料の産地の選定や製法にこだわり、フランス産高級ワイン
のように開発されたジュースです。フランスの４つ星、５つ星の
ホテルで採用されています。 

アランミリアギフトBOX入り 

5本セットギフトBOX 

3本セットギフトBOX 

ジャム3個セットギフトBOX 

■セット内容／葡萄畑のピーチネクター、サマーペアー
ネクター、ライチネクター、ラズベリーネクター、アプリコッ
トネクター 330ml×各1本 
●賞味期限／常温で36ヵ月●製造加工／フランス 

■セット内容／メルロー種赤グレープジュース、カベル
ネ種ロゼグレープジュース、ソーヴィニヨン・ブラン種白グ
レープジュース、コックス種アップルジュース、マンダリン
ジュース 330ml×各1本 
●賞味期限／常温で36ヵ月●製造加工／フランス 

■セット内容／メルロー種赤グレープジュース、ソー
ヴィニヨン・ブラン種白グレープジュース、コックス種アップ
ルジュース 330ml×各1本 
●賞味期限／常温で36ヵ月●製造加工／フランス 

■セット内容／アプリコットジャム、ストロベリージャム、
葡萄畑のピーチジャム 230g×各1個 
●賞味期限／常温で36ヵ月●製造加工／フランス 

「アランミリア」のフルーツジャム。完熟フルーツの美味しさがぎゅっと凝
縮された濃厚かつ繊細な味わい、滑らかで心地よい舌触りが特長
です。FOOVERショップで指名買いやリピ買いの多い逸品。 

【Web】 



ご注文ガイド 
項目 要項 

ご注文 店頭受付または、FAXにてご注文ください。 

・店頭：大阪・堀江「グルメスタジオFOOVER（フーバー）」 受付 
      大阪市西区南堀江１丁目２０－１ 日通南堀江ビル２階 

・FAX：別紙のご注文用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。 
     【個人の方】前払いとなります。入金確認を以て注文確定とします。 
     【法人の方】担当よりお見積書を送付。ご依頼主様の確認を以て注文確定とします。 

     FAX番号：06-7507-2347        

ご注文締切日 ：2018年12月15日（土） 
※注文確定まで数日かかる場合がありますので、日数に余裕を持ってご注文ください。 

送料 別途、送料を頂戴いたします。 
原則、ご注文1点につき  クール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込） 
 ※お届け先が同一の場合、できるだけまとめて配送いたします。 

お支払い 
 

・店頭：ご注文時、レジにてお支払いください。 
     現金・クレジットカード（VISA・MasterCard・JCB・AMEX）がご使用いただけます。 
・FAX：【個人の方】 前払いとなります。担当より合計金額の確認をいたします。 
              店頭または銀行振込にてご入金ください。※振込手数料はお客様負担 
     【法人の方】 注文確定後、商品発送し、ご依頼主様に請求書をお送りします。 
             請求書到着後、14日以内にお支払いください。※振込手数料はお客様負担 
【振込口座】 三井住友銀行 大阪中央支店 普通 ８５３９８８７ 
         株式会社千趣会 グルメスタジオフーバー 

お届け ・ご注文確定から1～2週間程度でヤマト便にてお届けします。 
・お届け日時のご指定はご注文確定の10日後からご指定いただけます。 
 ※沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。 

キャンセル・
返品・交換 

商品の特性上、キャンセル・返品はお受けできません。 
万が一、不良品が発生した場合、交換させていただきます。 

酒類販売
管理者標
識 

販売の名称及び所在地／グルメスタジオFOOVER（フーバー） 
大阪市西区南堀江１丁目２０－１ 
・酒類販売管理者の氏名／渡邊直之  ・酒類販売管理研修受講年月日／平成29年8月30日 
・研修実施団体名／一般社団法人 日本ボランタリーチェーン協会 

事業者 株式会社千趣会 グルメスタジオFOOVER（フーバー） 

お問合せ MAIL：info@foover.jp  
電話番号：06-7507-2346 電話受付時間：11時～18時 
担当： 近藤 ・ 加藤     ※レッスン時間外は不在の場合があります。 

【個人情報の取り扱い】 

お申込み時にいただいた個人情報は、商品の配送・問い合わせのためにのみ利用いたします。また商品発送の為、
株式会社アルカンに委託いたします。 ｢個人情報保護に関する千趣会の取り組み」の全文は、当社ホームページ 
https://www.senshukai.co.jp/privacy をご覧ください。 



注文用FAX：　０６－７５０７－２３４７

太線の枠内に必要事項をご記入の上、店頭受付でのご注文またはＦＡＸ送信をお願いいたします。 ご注文締切日：2018年12月15日（土）

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

TEL（ご自宅）

TEL（携帯）

お支払方法 ※前払いとなります。

　　□　店頭で前払い

フリガナ 　　□　銀行振込で前払い（振込手数料はお客様負担）

お名前

ご注文日 年 月　　　　　　　日　

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：千趣　花子 □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：千趣　花子 □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：千趣　花子 □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

数量 税抜金額

円

商品代金計（税込）：
円

送料（税込）：
円

お支払い合計：
円

合計

名入れ表書き

お届け希望

　　　グルメスタジオFOOVER　お歳暮ギフト注文書（個人用）

お
届
け
先
②

お届け希望

表書き 名入れ

e-mail

お
届
け
先
③

お届け希望

表書き 名入れ

ご
依
頼
主
様

お
届
け
先
①

グルメスタジオFOOVER（フーバー）  大阪市西区南堀江１丁目２０－１ 日通南堀江ビル２階 

■ご注文：店頭受付または、FAXにてご注文ください。 ご注文締切日 ：2018年12月15日（土）  

 ※注文確定まで数日かかることがあります。日数に余裕を持ってご注文ください。 
 ●店頭：大阪・堀江「グルメスタジオFOOVER（フーバー）」 受付  

 ●FAX このご注文用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。  FAX番号：06-7507-2347 
 【個人の方】前払いとなります。担当より合計金額の確認をいたします。入金確認を以て注文確定とします。  

 【法人の方】担当よりお見積書を送付。ご依頼主様の確認を以て注文確定とします。 

■送料：別途、送料を頂戴いたします。原則、ご注文1点につき  クール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込） 

     ※お届け先が同一の場合、できるだけまとめて配送いたします。 

■お支払い：●店頭：ご注文時、レジにてお支払いください。現金・クレジットカード（VISA・MasterCard・JCB・AMEX）がご使用いただけます。 

●FAX：【個人の方】 前払い。担当より合計金額の確認をいたします。店頭または銀行振込にてご入金ください。※振込手数料はお客様負担 

 【法人の方】 注文確定後、商品発送し、ご依頼主様に請求書をお送りします。請求書到着後、14日以内にお支払いください。※振込手数料はお

客様負担  【振込口座】 三井住友銀行 大阪中央支店 普通 ８５３９８８７ 株式会社千趣会 グルメスタジオフーバー 

■お届け： ご注文確定から1～2週間程度でヤマト便にてお届けします。お届け日時のご指定はご注文確定の10日後からご指定いただけます。 

※沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。 
■キャンセル・返品・交換：商品の特性上、キャンセル・返品はお受けできません。万が一、不良品が発生した場合、交換させていただきます。 

■事業者：株式会社千趣会 グルメスタジオFOOVER（フーバー） 

■お問合せ：MAIL： info@foover.jp 電話番号：06-7507-2346 電話受付時間：11時～18時 担当： 近藤 ・ 加藤 
※レッスンの時間外は不在の場合があります。 

フーバー記入欄 

個人情報の取り扱い：お申込み時にいただいた個人情報は、商品の配送・問い合わせのためにのみ利用いたします。また商品発送の為、株式会社アルカンに委託いたします。 ｢個人情報保護に関する千趣会の取り組み」の全文は、当社

ホームページ https://www.senshukai.co.jp/privacy をご覧ください。 



注文用FAX：　０６－７５０７－２３４７

太線の枠内に必要事項をご記入の上、店頭受付でのご注文またはＦＡＸ送信をお願いいたします。 ご注文締切日：2018年12月15日（土）

ご住所　 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

TEL（会社）

TEL（携帯）

お支払方法

　　□　法人：銀行振込（振込手数料はお客様負担）

フリガナ

お名前

ご注文日 年 月　　　　　　　日　

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：株式会社○○○ □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：株式会社○○○ □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

ご住所 〒　　　　　　　-
都　道
府　県

品名 品番 数量 税抜金額 フーバー記入欄

□常　□ク

□常　□ク

□常　□ク

フリガナ ※別途、送料を頂戴いたします。1点につきクール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込）

お名前 様

電話番号 　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　- □　午前中

のしご希望 包装紙 月　　　 日　 □　14時－16時

□内のし □お歳暮 例：株式会社○○○ □要 □　16時－18時

□外のし □その他 □不要 □　18時－20時

□不要 （　　　　　　　　） ※ご注文確定の10日後からご指定いただけます。 □　19時-21時

数量 税抜金額

円

商品代金計（税込）：
円

送料（税込）：
円

お支払い合計：
円

合計

名入れ表書き

お届け希望

　　　グルメスタジオFOOVER　お歳暮ギフト注文書（法人用）

お
届
け
先
②

お届け希望

表書き 名入れ

法人名
部署・
役職名

法人名
部署・
役職名

法人名
部署・
役職名

法人名
部署・
役職名

e-mail　※法人の方は必須　後日お見積りを送付いたします。

お
届
け
先
③

お届け希望

表書き 名入れ

ご
依
頼
主
様

お
届
け
先
①

グルメスタジオFOOVER（フーバー）  大阪市西区南堀江１丁目２０－１ 日通南堀江ビル２階 

■ご注文：店頭受付または、FAXにてご注文ください。 ご注文締切日 ：2018年12月15日（土）  

 ※注文確定まで数日かかることがあります。日数に余裕を持ってご注文ください。 
 ●店頭：大阪・堀江「グルメスタジオFOOVER（フーバー）」 受付  

 ●FAX このご注文用紙に必要事項をご記入の上、FAXにてお送りください。  FAX番号：06-7507-2347 
 【個人の方】前払いとなります。担当より合計金額の確認をいたします。入金確認を以て注文確定とします。  

 【法人の方】担当よりお見積書を送付。ご依頼主様の確認を以て注文確定とします。 

■送料：別途、送料を頂戴いたします。原則、ご注文1点につき  クール便：￥1,296（税込）・常温便：￥864（税込） 

     ※お届け先が同一の場合、できるだけまとめて配送いたします。 

■お支払い：●店頭：ご注文時、レジにてお支払いください。現金・クレジットカード（VISA・MasterCard・JCB・AMEX）がご使用いただけます。 

●FAX：【個人の方】 前払い。担当より合計金額の確認をいたします。店頭または銀行振込にてご入金ください。※振込手数料はお客様負担 

 【法人の方】 注文確定後、商品発送し、ご依頼主様に請求書をお送りします。請求書到着後、14日以内にお支払いください。※振込手数料はお

客様負担  【振込口座】 三井住友銀行 大阪中央支店 普通 ８５３９８８７ 株式会社千趣会 グルメスタジオフーバー 

■お届け： ご注文確定から1～2週間程度でヤマト便にてお届けします。お届け日時のご指定はご注文確定の10日後からご指定いただけます。 

※沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。 
■キャンセル・返品・交換：商品の特性上、キャンセル・返品はお受けできません。万が一、不良品が発生した場合、交換させていただきます。 

■事業者：株式会社千趣会 グルメスタジオFOOVER（フーバー） 

■お問合せ：MAIL： info@foover.jp 電話番号：06-7507-2346 電話受付時間：11時～18時 担当： 近藤 ・ 加藤 
※レッスンの時間外は不在の場合があります。 

フーバー記入欄 

個人情報の取り扱い：お申込み時にいただいた個人情報は、商品の配送・問い合わせのためにのみ利用いたします。また商品発送の為、株式会社アルカンに委託いたします。 ｢個人情報保護に関する千趣会の取り組み」の全文は、当社

ホームページ https://www.senshukai.co.jp/privacy をご覧ください。 


