
大変お手数ですが、下記欄内全てにご記入の程、宜しくお願いいたします。

□マークにチェックをお願いいたします。

ご利用方法については、当店の公式サイトのご利用案内をご覧ください。
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送付先ご記入欄

お申し込み日：00000年00000月00000日

お名前 電話番号

お名前フリガナ FAX番号

住所

0〒0000-

送料について

お届け時間帯 　□ 指定なし　　□ 午前中　　□ 14:00～16:00　　□ 16:00～18:00　　□ 18:00～20:00　　□ 19:00～21:00

　　　　　　　　　　　　　@

不良品につきまして

不良品・当方の発送ミスに関しては、弊社責任で新しいものをお届けいたします。

締め日

納品日

住所フリガナ

メールアドレス

備考

個人情報提供の同意

会員規約の同
意

返品について

お支払方法

当店の特定商取引法につきましては　http://owl-personal.shop/?mode=sk

ご注文の締め日・商品のお届け日につきまして

　平日週５回10時に締め切ります。

　平日週５回10時迄のご注文で、最短8日後にお届けいたします。
　※午前10時以降のご注文は翌日以降のお取扱いでございます。
　※北海道・沖縄・離島はご注文日から9日後お届けでございます。
　※最大30日までの期間で日付を指定いただけます。

不良品は返品または商品の破棄をお願いしております。商品の在庫がない場合はご返金させていただきます。

尚、返品にはお届け時の包装箱をご利用くださいませ。 ※到着した状態のままでご返品ください。

以下のご確認とチェックを必ずお願いいたします。

2022/8/17

ご注文書のファックス送信先は： 06-6210-3732

　□ 福老なごみの個人情報保護方針と利用目的に同意いたします。
　　　※個人情報保護法につきましては　http://owl-personal.shop/?mode=privacy

　□ 福老なごみの会員規約に同意いたします。
　　　※会員規約につきましては　http://owl-personal.shop/?tid=1&mode=f5

　冷凍食品ですので、箱・商品の開封状態に関わらず、原則としてお客様都合による返品はお断りさせていただきます。
　但し、発送前であればご注文のキャンセル依頼は受け付けております。
　お届けした商品が不良品であった場合、誤配の場合には、大変お手数ですが当店へご連絡をお願いいたします。
　不良品、誤品に対する交換については、商品受取り日より2日以内にご連絡をお願いいたします。

　□ 代金引換（配送業者：ヤマト運輸）

　ご購入代金の合計金額が税込25,380円以上の場合、配送料無料となります。
　本州エリア　　　　　　　　　 　：税込1,430円
　北海道・沖縄・離島エリア　：税込2,310円です。



介護のエキスパート「福老なごみ」　運営会社：(株)ボンズネット TEL 06-6210-2963

FAX 06-6210-3732

型番 価格（税込）価格（税別）

50160 おかずセットシリーズ　14食つめあわせ ¥7,560 ¥7,000 セット

50010 肉じゃが セット

50020 豚角煮 セット

50030 ハンバーグ　デミソース セット

50040 鶏の炭火焼き セット

50050 豚肉中華炒め セット

50060 鮭の照り焼き セット

50070 カレイのムニエル セット

50080 鯛の塩焼き セット

50090 海老旨煮 セット

50100 イカのチリ炒め セット

50120 うなぎの蒲焼き セット

50130 ぶり大根 セット

50140 筑前煮　 セット

50150 ビーフカレー セット

1401 セット

1402 セット

1403 セット

1404 セット

20010 やわらか押し寿司セット（一人前） ×10パック ¥5,292 ¥4,900 セット

40010 お肉のセット ＡＢＣＤ（１２食・１２種入り） セット

40020 お魚のセット ＡＢＣＤ（１２食・１２種入り） セット

40011 お肉のムースセットＡ（３種入り） セット

40021 お肉のムースセットＢ（３種入り） セット

40031 お肉のムースセットＣ（３種入り） セット

40041 お肉のムースセットＤ（３種入り） セット

40051 お魚のムースセットＡ（３種入り） セット

40061 お魚のムースセットB（３種入り） セット

40071 お魚のムースセットC（３種入り） セット

40081 お肉のムースセットＤ（３種入り） セット
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営業時間　平日10:00〜19:00

ご注文内容 　ご希望の商品の購入点数をご記入願います。

商品カテゴリー 　　品名 個数

おかずセット

盛り付け不要
温めるだけ

¥540 ¥500

ムーミーくん1人前セット　一週間分セット１週目

¥6,456 ¥5,978

ムーミーくん1人前セット　一週間分セット４週目

ムーミーくん1人前セット　一週間分セット２週目

ムーミーくん1人前セット　一週間分セット３週目

※午前10時以降のFAXのお申込みは翌営業日のお取扱いとなります。
※注文点数のご変更・キャンセルは、出荷後はお断りする場合がございます。

2022/8/17

1人前セット

調理が簡単リーズナブ
ル

栄養管理士 監修のもと
で開発された朝・昼・夕

の3食セット

やわらか押し寿司

¥1,397 ¥1,294

3食セット

お肉とお魚どちらかを
選べます

■大切なご案内
2022年7月22日

「3食セット」メーカー生
産が終了いたしました。

メーカーの在庫がなくな
り次第、当店でもお取
扱いが終了いたしま

す。悪しからずご容赦く
ださいませ。

¥5,587 ¥5,174



介護のエキスパート「福老なごみ」　運営会社：(株)ボンズネット TEL 06-6210-2963

FAX 06-6210-3732

型番 価格（税込）価格（税別）

1511 1週目の1 セット

1512 1週目の2 セット

1513 1週目の3 セット

1514 1週目の4 セット

1515 1週目の5 セット

1516 1週目の6 セット

1517 1週目の7 セット

1521 2週目の1 セット

1522 2週目の2 セット

1523 2週目の3 セット

1524 2週目の4 セット

1525 2週目の5 セット

1526 2週目の6 セット

1527 2週目の7 セット

1531 3週目の1 セット

1532 3週目の2 セット

1533 3週目の3 セット

1534 3週目の4 セット

1535 3週目の5 セット

1536 3週目の6 セット

1537 3週目の7 セット

1541 4週目の1 セット

1542 4週目の2 セット

1543 4週目の3 セット

1544 4週目の4 セット

1545 4週目の5 セット

1546 4週目の6 セット

1547 4週目の7 セット

¥922 ¥854

¥922 ¥854

2022/8/17

※午前10時以降のFAXのお申込みは翌営業日のお取扱いとなります。
※注文点数のご変更・キャンセルは、出荷後はお断りする場合がございます。

おかずセット 1人前セット やわらか押し寿司 3食セット

1人前セット
（1日分の献立のみ）

調理が簡単
リーズナブル

栄養管理士 監修の
もとで開発された朝・

昼・夕の3食セット

¥922 ¥854

¥922 ¥854
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営業時間　平日10:00〜19:00

ご注文内容 　ご希望の商品の購入点数をご記入願います。

商品カテゴリー 　　品名 個数
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