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※名入れ等のご相談は、ネットの問い合わせ・お電話でご相談ください。

年 月 日

㈲大藤漆器店　受注担当者　宛 FAX　0768-22-5669

〒 -

〒 -

□ 代金引換 ※商品の準備が整い次第発送させていただきます。

□ 銀行振込

お振込み手数料につきましては、お客様の御負担でお願いいたします。
※発送は、入金確認後基本3日営業日以内とさせていただきます。

月 日

□ 午前 (9：00-12：00) □ 午後 (12：00-17：00)

□ 夕方 (17：00-19：00) □ 夜間 (19：00-21：00)

お振込み口座について
北國銀行　輪島支店　当座　008069
(有)大藤漆器店　ﾕ）ｵｵﾌｼﾞｼｯｷﾃﾝ

※お預かりしました個人情報は当店において厳重に管理いたします。お客様とのご連絡・
　商品発送のみに使用し、その他の目的において使用及び利用することは有りません。

※注文商品によって、発送に数日かかる場合があります。
　　その際は、電話・メールにて御連絡・御確認させていただきます。

御届け先
御氏名・御住所
※御注文者様と同
　様の場合は記載
　不要です。

（前払い制）

※注文商品によって、発送に数日かかる場合があります。

御支払い方法

配達希望日

御届け先ＦＡＸ

カタログ商品の注文は、電話・FAXで承ります。

①電話注文の方は、上記の電話番号までご連絡ください。

　・注文用紙発注数量をご記入ください。
②FAX注文される方は、この用紙をご利用ください。

　　　（金額は弊社で記入を行い、確認の為にＦＡＸさせていただきます。）

　・お手数ですが３枚全てをＦＡＸ送付してください。

配達業者
クロネコヤマト宅急便で発送させていただきます。
（変更希望の方は通信欄にてご記入ください）

通信欄

配達希望時間帯

御住所

ＦＡＸ

御届け先電話番号

ＦＡＸ注文書

御注文者氏名

御電話番号

メールアドレス
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ＷＡ6-5 丸盆　尺1　黒 ¥16,000
ＷＡ6-6 丸盆　9寸　溜 ¥14,000

ＷＡ6-3 丸盆　9寸　黒 ¥12,000
ＷＡ6-4 丸盆　尺　黒 ¥14,000

ＷＡ6-1 丸盆　8寸　黒　向鶴沈金 ¥10,000

ＷＡ6-2 丸盆　8寸　朱　向鶴沈金 ¥10,000

ＷＡ5-10茶托　5客揃　4.5だるま　黒　小紋沈金 ¥40,000

ＷＡ5-11銘々皿　5客揃　5.0　黒　小紋沈金 ¥40,000

ＷＡ5-8 菓子鉢　7寸　黒内朱　雅松沈金 ¥10,000
ＷＡ5-9 鉄鉢　8寸　黒　ラン沈金 ¥15,000

ＷＡ5-6 茶托　5客揃　4.5だるま　溜 ¥37,000
ＷＡ5-7 銘々皿　5客揃　くつわ型　黒　孔雀の羽根沈金 ¥40,000

ＷＡ5-4 茶托　5客揃　4.5だるま　黒 ¥35,000
ＷＡ5-5 茶托　5客揃　4.2だるま　溜 ¥32,000

ＷＡ5-2 銘々皿　5客揃　5.0　溜　宝相華沈黒 ¥70,000
ＷＡ5-3 茶托　5客揃　4.2だるま　黒 ¥30,000

ＷＡ4-9 フォトフレーム　黒　赤富士沈金 ¥35,000
ＷＡ5-1 茶托　5客揃　4.5だるま　溜　宝相華沈黒 ¥70,000

ＷＡ4-8 フォトフレーム　黒　桜沈金 ¥35,000

ＷＡ4-6 ボールペン　黒　山水蒔絵 ¥25,000
ＷＡ4-7 ボールペン　黒　蔦蒔絵 ¥20,000

ＷＡ4-4 ボールペン　黒　鳳凰蒔絵 ¥30,000

ＷＡ4-5 ボールペン　黒　龍蒔絵 ¥30,000

ＷＡ4-2 ボールペン　朱　ふくろう蒔絵 ¥20,000
ＷＡ4-3 ボールペン　朱　鉄線蒔絵 ¥20,000

ＷＡ3-7 文庫　黒呂色　宝相華沈黒 ¥50,000
ＷＡ4-1 ボールペン　朱　牡丹蒔絵 ¥30,000

ＷＡ3-5 小箱　長方　黒呂色　桜梨地蒔絵 ¥70,000

ＷＡ3-6 文庫　黒呂色　松沈金 ¥30,000

ＷＡ3-3 フリートレー　黒呂色　孔雀羽根沈金 ¥15,000

ＷＡ3-4 小箱　長方　黒呂色　朝もや沈金 ¥60,000

ＷＡ3-1 小物入　丸型　黒呂色　桜沈金 ¥25,000
ＷＡ3-2 小物入　丸型　黒呂色　孔雀羽根沈金 ¥25,000

ＷＡ2-6 花器　壺型　黒呂色　遠山蒔絵 ¥100,000
ＷＡ2-7 花器　角銅張　秋草蒔絵 ¥50,000

ＷＡ2-4 花器　一文字　黒　金箔松沈金 ¥10,000
ＷＡ2-5 花器　鶴首　黒朱ぼかし　彩の松沈金 ¥30,000

ＷＡ2-2 花台　H型　黒塗 ¥50,000

ＷＡ1-1

飾皿　尺　黒呂色　遠山に相生松蒔絵ＷＡ1-3

商品名

飾皿　尺1　黒呂色　赤藤蒔絵

飾皿　尺　黒呂色　ダイヤモンド富士沈金ＷＡ1-2 ¥100,000

型番

¥150,000

パネル　横長　風神雷神蒔絵

¥50,000ＷＡ1-4 飾鉢　8寸　黒呂色　月に鶴沈金

パネル　1号　ふくろう沈金

¥150,000ＷＡ1-5

ＷＡ2-3 花器　口切　朱　桜沈金 ¥18,000

ＷＡ1-6 ¥30,000

¥35,000花器　球型　黒朱ぼかし　雅松沈金ＷＡ2-1

御注文商品一覧

¥200,000

金額発注数量単価
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その他御連絡事項

ＷＡ6-7 丸盆　尺　溜 ¥16,000

①地域・商品によっては、お届けにお時間がかかる場合がありますことを、あらかじめご了承く
ださい。その際はメール及び電話等でご連絡致します。

7-1 お喰い初め膳　男子用　朱 ¥200,000

③商品の発送は日本国内に限らせて頂きます。

④返品・交換について不良品や品違いの場合は、弊社負担とさせていただきます。
お客様のご都合による場合は、申し訳ありませんが、商品到着後7日以内にご連絡を頂き、お客様
の負担にて返送してください。
尚、ご使用された商品につきましては返品・交換にはお答えできませんのでご了承ください。

消費税（8%）

本体価格（税抜）

税込合計金額

7-2 お喰い初め膳　女子用　黒内朱 ¥200,000

②一部地域(離島など)についてはご希望のお届け日、時間帯にそえない場合もございますこと
を、予めご了承ください。

ＷＡ10-6合鹿椀　黒 ¥30,000

ＷＡ10-4夫婦汁椀　黒内朱・朱　鶴蒔絵 ¥50,000
ＷＡ10-5合鹿椀　うるみ ¥35,000

ＷＡ10-2夫婦汁椀　黒内朱・朱　蘭沈金 ¥35,000
ＷＡ10-3夫婦汁椀　黒内朱・朱　飛花沈金 ¥35,000

ＷＡ9-9 スプーン　黒 ¥4,000

ＷＡ10-1夫婦汁椀　黒内朱・朱　雪月花蒔絵 ¥50,000

ＷＡ9-7 夫婦箸　黒・朱　熨斗蒔絵 ¥25,000

ＷＡ9-8 スプーン（大）黒 ¥6,000

ＷＡ9-5 夫婦箸　黒・朱　市松麻の葉蒔絵 ¥25,000

ＷＡ9-6 夫婦箸　五角　黒・朱梨地 ¥15,000

ＷＡ9-3 夫婦箸　溜　遠山蒔絵 ¥10,000
ＷＡ9-4 夫婦箸　黒・朱　飛花沈金 ¥6,000

ＷＡ9-1 夫婦箸　箸置付　黒・朱　桜沈金 ¥10,000
ＷＡ9-2 夫婦箸　黒・朱　向鶴蒔絵 ¥10,000

ＷＡ8-5 重箱　6.5寸角銅張　溜呂色 ¥150,000

ＷＡ8-6 雑煮椀　5客揃　溜内朱 ¥180,000

ＷＡ8-3 雑煮椀　5客揃　溜内朱　金箔松沈金 ¥300,000
ＷＡ8-4 屠蘇器　平盆足付銅張　溜呂色 ¥150,000

ＷＡ8-1 屠蘇器　平盆角銅張　溜呂色　金箔松沈金 ¥200,000
ＷＡ8-2 重箱　6.5寸角銅張　溜呂色　金箔松沈金 ¥200,000

ＷＡ7-5 ぐい呑み　黒　富士山蒔絵 ¥25,000
ＷＡ7-6 夫婦吸物椀　黒・朱　春秋蒔絵 ¥80,000

ＷＡ7-1 屠蘇器　平盆角銅張　溜呂色　宝相華沈金 ¥300,000

ＷＡ7-2 重箱　6.5寸角銅張　溜呂色　宝相華沈金 ¥250,000

ＷＡ6-11丸盆　尺1　曙　全波沈金 ¥30,000
ＷＡ6-12夫婦椀　朱・黒内朱 ¥20,000

ＷＡ6-9 丸盆　尺1　溜　松ケ枝沈金 ¥30,000
ＷＡ6-10小判盆　尺2　溜　宝相華沈黒 ¥25,000

ＷＡ6-8 丸盆　尺1　溜 ¥18,000

型番 商品名 単価 発注数量 金額

ＷＡ7-4 ぐい呑み　朱　富士山蒔絵

ＷＡ7-3 雑煮椀　5客揃　溜呂色　宝相華沈金 ¥420,000

¥25,000

御注文商品一覧
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