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余計な物は加えない
安全で、本当に美味しいお菓子をみなさまに召し上がってい

ただくために、G線ではできるかぎり余計ものは加えず、「厳

選した素材を使用し、天然素材の味を生かす洋菓子作り。」

それが長年受け継がれるG線の伝統です。

出来たてのおいしさをお楽しみいただけるよう、常に作りた

ての商品を発送するように心がけております。そのため、少

し納期を長めにいただいている場合がございます。

チーズケーキやロールケーキなどは、製造後直ちにショック

フリーザーにて瞬間冷凍し、特殊フィルムにて密封包装し、

新鮮さ、おいしさを封じ込めます。お手元に到着後は、お

召し上がり時間に合わせて、常温で自然解凍または冷蔵庫

でゆっくり解凍していただきますと美味しくお召し上がりい

ただけます。

洋菓子の街、神戸から心を込めて丁寧に焼き上げ 64年。

G線の洋菓子をぜひご賞味ください。



G線神戸サブレ
無添加、天然素材にこだわり続けた伝統の味。
神戸の街の表情をサブレに焼き込みました。
サクサクッとしていて、お口の中でフワッと
とろけるまさに本物のサブレ！

●日持ち／80日
●原材料／小麦粉、砂糖、バター（鳥取県産）、
アーモンド、黒ごま、ココア、ココナッツ、鶏卵、
食塩、膨張剤（炭酸ナトリウム）

風見鶏/バター イカリ/ココア 船/黒ごまココア異人館/ココナッツ

G線神戸サブレ［6枚入り］
¥550（税込 ¥594）
バター、ココア 各2枚
ココナッツ、黒ごまココア 各１枚
※熨斗（のし）対応/不可
袋サイズ：W205 × H190 × D25mm

G線神戸サブレ［4枚入り］
¥400（税込 ¥432）
バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア 各１枚
※熨斗（のし）対応/不可
箱サイズ：W85 × H45 × D110mm

G線神戸サブレ［12枚入り］
¥1,100（税込 ¥1,188）
バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア 各3枚
※熨斗（のし）対応/不可
箱サイズ：W185 × H45 × D245mm

G線神戸ワッフル＆サブレ 2種セット
¥1,250（税込 ¥1,350）
サブレ／ココナッツ、黒ごまココア 各3枚 　　
ワッフル／バター2枚、ココア2枚
※熨斗（のし）対応/不可
箱サイズ：W185 × H45 × D245mm

G線神戸サブレ［8枚入り］
¥750（税込 ¥810）
バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア 各2枚
箱サイズ：W205 × H27 × D246mm

G線神戸サブレ［16枚入り］
¥1,250（税込 ¥1,350）
バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア 各4枚
箱サイズ：W350 × H30 × D255mm

G線神戸サブレ［32枚入り］
¥2,500（税込 ¥2,700）
バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア 各8枚
箱サイズ：W350 × H55 × D255mm



G線職人手焼きワッフル
産地直送の新鮮なバターと卵に、北海道産の上質な小麦を使用し、
G線独自の調合と創業以来変わらぬ製法で、職人が一枚一枚手焼きした
他店では味わえないサクッとしたハードワッフルです。
G線創業以来のロングセラー商品です。

バター ココア ココナッツ
●日持ち／80日
●原材料／小麦粉（北海道産）、砂糖、バター（鳥取県産）、鶏卵、ココア、
　ココナッツ、ベーキングパウダー

G線職人手焼きワッフル
［ペアセット／ 3 枚入り］
¥550（税込 ¥594）
バター、ココア、ココナッツ 各1枚
箱サイズ：W107 × H50 × D125mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線職人手焼きワッフル
［ペアセット／4 枚入り］
¥800（税込 ¥864）
バター 2枚、ココア 2枚
箱サイズ：W110 × H75 × D100mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線職人手焼きワッフル［3枚入り］
¥550（税込 ¥594）
バター 2枚、ココア 1枚
箱サイズ：W135 × H220 × D45mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線職人手焼きワッフル［6枚入り］
¥1,100（税込 ¥1,188）
バター、ココア 各3枚
箱サイズ：W210 × H50 × D110mm

G線職人手焼きワッフル［15枚入り］
¥2,700（税込 ¥2,916）
バター、ココア、ココナッツ 各5枚
箱サイズ：W310 × H80 × D110mm

G線職人手焼きワッフル［20枚入り］
¥3,500（税込 ¥3,780）
バター 5枚、ココア 10枚、ココナッツ 5枚
箱サイズ：W220 × H80 × D220mm

G線職人手焼きワッフル［30枚入り］
¥5,000（税込 ¥5,400）
バター、ココア、ココナッツ 各10枚
箱サイズ：W310 × H80 × D220mm

G線職人手焼きワッフル［9枚入り］
¥1,650（税込 ¥1,782）
バター、ココア、ココナッツ 各3枚
箱サイズ：W310 × H50 × D110mm

G線職人手焼きワッフル［10枚入り］
¥1,800（税込 ¥1,944）
バター、ココア 各5枚
箱サイズ：W210 × H80 × D110mm



G線ハンドメイドクッキー
天然素材のよさを充分に引きだした、
バラエティー豊かで上品なクッキーです。
また、クッキー缶にバラエティー豊かな味わいが楽しめる
アソートギフトもご用意しました。

●日持ち／60日間
●原材料／小麦粉（北海道産）、砂糖、バター（鳥取県産）、砂糖、ココナッツ、鶏卵、
　牛乳、アーモンド、ヘーゼルナッツ、エダムチーズ、クルミ、チョコレート（スイス産）、
　カカオ、ココア、コーンスターチ、食塩、膨張剤（炭酸ナトリウム・ベーキングパウダー）
※季節により内容が変わる場合があります。

クルミ
香ばしいクルミと生地の食感

があとひくおいしさ

ベネチア
スイス産バニラチョコチップを

ふんだんに使用した
アーモンドクッキーです

パピヨン
かわいい蝶の形に焼き上げた

素朴なパイクッキー

カプリオロス
エダムチーズを贅沢に使用した

大人のクッキー

ココナッツ
ココナッツの香ばしさを生かした

ハードタイプクッキー

トリコロール
ココア生地をバターと

ヘーゼルナッツの生地でサンド

フラワー
素材の良さを充分に生かした
スタンダードなおいしさ

ココアーモンド
クラッシュしたアーモンドとカカオを

使用したチョコクッキー

アソートギフト缶 ［A-Set］
¥3,800（税込 ¥4,104）
オリジナルハンドメイドクッキー8種
箱サイズ：W260 × H55 × D200mm

アソートギフト缶 ［B-Set］
¥3,500（税込 ¥3,780）
ワッフル（バター、ココア 各3枚）6枚
神戸サブレ（4種 各1枚）4枚
クッキー 4種
箱サイズ：W260 × H55 × D200mm

アソートギフト缶 ［C-Set］
¥3,000（税込 ¥3,240）
ワッフル（バター、ココア 各6枚）12枚
神戸サブレ（4種 各2枚）8枚
箱サイズ：W260 × H55 × D200mm



G線 焼き菓子詰め合わせ
素材にこだわったG線の焼き菓子を
贈り物やお土産にお選びいただきやすいセットにしました。 

ワッフル&サブレ 
¥950（税込 ¥1,026）

サブレ4枚（バター、ココア、ココナッツ、黒ごまココア各１枚）
ワッフル 3枚（バター、ココア、ココナッツ 各１枚）

箱サイズ：W107 × H95 × D125mm
※熨斗（のし）対応/不可

ワッフル&サブレ 
 ¥1,250（税込 ¥1,350）

サブレ 6枚（ココナッツ、黒ごまココア各3枚）
ワッフル 4枚（バター、ココア各2枚）

箱サイズ：W185 × H45 × D245mm
※熨斗（のし）対応/不可

G2ーBセット 
 ¥1,850（税込 ¥1,998）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）

箱サイズ：W215 × H80 × D110mm

G2ーDセット 
 ¥2,500（税込 ¥2,700）

ミニバターケーキ 4枚（バター、フルーツ 各2枚）
ミルレトン 2個
ユーロンパイ 2個

箱サイズ：W215 × H80 × D110mm

G2ーAセット  
¥1,800（税込 ¥1,944）

ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
アソートクッキー 130ｇ

箱サイズ：W215 × H80 × D110mm

G3ーCセット  
¥2,800（税込 ¥3,024）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
アソートクッキー 130ｇ

箱サイズ：W315 × H80 × D110mm

G4ーAセット 
 ¥3,200（税込 ¥3,456）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
天使のメレンゲ 40ｇ
エスカルゴパイ 80g

箱サイズ：W215 × H80 × D215mm

G6ーAセット  
¥5,000（税込 ¥5,400）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 10枚（バター6枚、ココア4枚）
天使のメレンゲ 40ｇ
アソートクッキー 130ｇ
エスカルゴパイ 80g

箱サイズ：W215 × H80 × D315mm

G6ーBセット  
¥5,500（税込 ¥5,940）

サブレ20枚（バタ－、ココア各6枚、ココナッツ、黒ごまココア各4枚）
ワッフル 10枚（バター6枚、ココア4枚）
アソートクッキー 130ｇ　2個

箱サイズ：W215 × H80 × D315mm

G6ーCセット  
¥6,000（税込 ¥6,480）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
プチマドレーヌ 2個（バター、チョコ 各120ｇ入り）
ミニバターケーキ 4枚（バター、フルーツ 各2枚）
ミルレトン 2個
ユーロンパイ 2個

箱サイズ：W215 × H80 × D315mm

G4ーDセット  
¥4,100（税込 ¥4,428）

ミニバターケーキ 4枚（バター、フルーツ 各2枚）
ミルレトン 2個
ユーロンパイ 2個
プチマドレーヌ 2個（バター、チョコ 各120ｇ入り）

箱サイズ：W215 × H80 × D215mm

G4ーBセット  
¥3,700（税込 ¥3,996）

サブレ20枚（バタ－、ココア各6枚、ココナッツ、黒ごまココア各4枚）
ワッフル 10枚（バター6枚、ココア4枚）

箱サイズ：W215 × H80 × D215mm

G4ーCセット  
¥4,000（税込 ¥4,320）

ミニバターケーキ 4枚（バター、フルーツ 各2枚）
ミルレトン 2個
ユーロンパイ 2個
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
天使のメレンゲ 40g

箱サイズ：W215 × H80 × D215mm

G2ーCセット  
¥1,850（税込 ¥1,998）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
アソートクッキー 130ｇ

箱サイズ：W215 × H80 × D110mm

G3ーBセット  
¥2,750（税込 ¥2,970）

ワッフル  5枚（バター3枚、ココア2枚）
プチマドレーヌ（バター） 120g
アソートクッキー 130ｇ

箱サイズ：W315 × H80 × D110mm

G3ーAセット  
¥2,600（税込 ¥2,808）

サブレ10枚（バタ－、ココア各3枚、ココナッツ、黒ごまココア各2枚）
ワッフル 5枚（バター3枚、ココア2枚）
天使のメレンゲ 40ｇ

箱サイズ：W315 × H80 × D110mm



プチマドレーヌ
G線が厳選した天然素材を使用した、
昔ながらのマドレーヌ。
幸福のシンボルといわれる貝がらを形どった
バター、オレンジ、チョコレートの3つの味が楽しめます。

バター チョコレート オレンジ
●内容量／120g（1袋）
●日持ち／14日間
●原材料／小麦粉（北海道産）、砂糖、バター（鳥取県産）、鶏卵、
　ベーキングパウダー（ココア・オレンジ）

G線プチマドレーヌ［バター］
¥850（税込 ¥918）
バター味 1袋
サイズ：W110 × H100 × D75mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線プチマドレーヌ［2袋入り］
¥1,700（税込 ¥1,836）
バター味 1袋、チョコレート味 1袋
箱サイズ：W215 × H80 × D110mm

G線プチマドレーヌ［3袋入り］
¥2,550（税込 ¥2,754）
バター、チョコレート、オレンジ味　各1袋
箱サイズ：W315 × H80 × D110mm

G線プチマドレーヌ［4袋入り］
¥3,400（税込 ¥3,672）
バター、オレンジ味 各1袋、チョコレート味 2袋
箱サイズ：W215 × H80 × D215mm

G線プチマドレーヌ［オレンジ］
¥850（税込 ¥918）
オレンジ味 1袋
サイズ：W110 × H100 × D75mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線プチマドレーヌ［チョコレート］
¥850（税込 ¥918）
チョコレート味 1袋
サイズ：W110 × H100 × D75mm
※熨斗（のし）対応/不可



G線神戸チーズケーキ
¥2,950（税込 ¥3,186）
箱サイズ：W190 × H70 × D190mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線神戸レアチーズケーキ
¥2,950（税込 ¥3,186）
箱サイズ：W190 × H70 × D190mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線神戸チーズケーキ  

G線神戸レアチーズケーキ  

北海道産フレッシュクリームチーズをベースに、大山高原産の生クリーム、
バター、若鶏たまごを使用し、オランダ産エダムチーズで仕上げました。
2種類のチーズが奏でる濃厚なハーモニーをお楽しみ下さい。

北海道産の新鮮なナチュラルクリームチーズをたっぷり使用し、
大山高原産のフレッシュな生クリームと卵黄で
濃厚かつ、コク深いチーズ本来の味を生かしたケーキに仕上げました。
上面はG線特製サブレでサクッと仕上げました。

●内容量／310ｇ
●サイズ／5号（15ｃｍ）
●日持ち／商品記載の賞味期限内に冷蔵庫、または常温にて解凍し、即日お召上がりください。
●原材料／クリームチーズ（北海道産）、牛乳、砂糖、純生クリーム（大山高原産）、鶏卵、
　エダムチーズ、純バター（大山高原産）、小麦粉、塩、コーンスターチ
※冷凍便にてお届けします。解凍時間は常温で約20〜30分、冷蔵庫で約4〜5時間です。

●内容量／450ｇ
●サイズ／5号（15ｃｍ）
●日持ち／商品記載の賞味期限内に冷蔵庫、または常温にて解凍し、即日お召上がりください。
●原材料／クリームチーズ（北海道産）、純生クリーム（大山高原産）、砂糖、牛乳、小麦粉、
　卵黄、純バター（大山高原産）、レモン果汁、バニラ、ゼラチン、塩、ココナッツ
※冷凍便にてお届けします。解凍時間は常温で約20〜30分、冷蔵庫で約4〜5時間です。

冷凍便

冷凍便



ハンドメイドバターケーキ（小）
［フルーツ］
¥1,850（税込 ¥1,998）
フルーツ
サイズ：約W120 × H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

G線ハンドメイドバターケーキ
厳選した天然素材と新鮮なバターを
たっぶりと使用し焼き上げた優雅な風味。
自家製フルーツコンポートを使用した基本に忠実な
Ｇ線自慢のバターケーキです。

●内容量／ （大）約490ｇ、約W180 × H60 × D80mm
 （小）約350ｇ、約W120 × H60 × D80mm
●日持ち／14日間
●原材料／
アーモンドバターケーキ ：バター（鳥取県産）、砂糖、鶏卵、小麦粉、アーモンド、
アプリコットジャム、ベーキングパウダー　
オレンジバターケーキ ： バター（鳥取県産）、砂糖、鶏卵、小麦粉、オレンジ、アーモンド、
洋酒、アプリコットジャム、ベーキングパウダー　
フルーツバターケーキ ： バター（鳥取県産）、砂糖、鶏卵、小麦粉、自家製フルーツコンポート、
洋酒、アプリコットジャム、アーモンド、ベーキングパウダー
※クール便にてお届けします。

ハンドメイドバターケーキ（大）
［フルーツ］
¥2,600（税込 ¥2,808）
フルーツ
サイズ：約W120 × H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

ハンドメイドバターケーキ（小）
［アーモンド］
¥1,850（税込 ¥1,998）
アーモンド
サイズ：約W120 × H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

ハンドメイドバターケーキ（小）
［オレンジ］
¥1,850（税込 ¥1,998）
オレンジ
サイズ：約W120 × H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

ハンドメイドバターケーキ（大）
［オレンジ］
¥2,600（税込 ¥2,808）
オレンジ
サイズ：約W180×H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

ハンドメイドバターケーキ（大）
［アーモンド］
¥2,600（税込 ¥2,808）
アーモンド
サイズ：約W180 × H60 × D80mm
※熨斗（のし）対応/不可

クール便

クール便

クール便

クール便

クール便

クール便



G線ロールケーキ
添加物や色素などは使用せず、甘みを抑え非常にシンプル
ながらも極上な素材の力を生かして仕上げました。
味は、宇治の抹茶を贅沢に使用した抹茶クリームと、
栗入りクリーム、香り豊かないちごの3種類です。 

●重  量／１５０g(1本)　
●日持ち／商品記載の賞味期限内に冷蔵庫、または常温にて解凍し、即日お召上がりください。
●原材料／鶏卵、砂糖、小麦粉（北海道産）、生クリーム・バター（鳥取県産）牛乳、
　苺（国産）、栗、アーモンド
※冷凍便にてお届けします。解凍時間は常温で約20〜30分、冷蔵庫で約4〜5時間です。

G 線ロールケーキ
［クリーム・抹茶 2 本セット］
¥1,850（税込 ¥1,998）
クリーム、抹茶　各1本
箱サイズ：W180 × H65 × D120mm
※熨斗（のし）対応/不可

G 線ロールケーキ
［いちご・クリーム 2 本セット］
¥1,850（税込 ¥1,998）
いちご、クリーム　各1本
箱サイズ：W180 × H65 × D120mm
※熨斗（のし）対応/不可

冷凍便冷凍便



中部（静岡県、愛知県、三重県、岐阜県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関西（大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県） ・・・・・・・・・  

中国（岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

四国（香川県、徳島県、愛媛県、高知県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

九州（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）  

沖縄県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北海道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     

北東北（青森県、秋田県、岩手県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

南東北（宮城県、山形県、福島県） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関東（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都、山梨県）

信越（新潟県、長野県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北陸（富山県、石川県、福井県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・            

【ご注文について】
ご注文は添付のファックス注文用紙または、電話で承ります。

FAX.078-241-1104        TEL.078-241-1101
■お支払いについて
代引き（商品受け取り時現金支払い）、銀行振込がございます。

●ヤマト運輸の代引き
代引き手数料は無料です。商品のお受け取り時に配送業者に商品代金をお支払いください。

※ご注意
お受け取りの際にお支払いとなりますのでギフトのみでご利用いただけません。（先様お支払いとなってしまいます。）

ご自宅送りのご注文を同時に行っていただける場合は、ギフト発送品代金をご自宅送りの商品代金にとりまとめて代引きでお支払いいただけます。

■ご注文に際してのご注意
●商品の発送について
焼き立ての商品をお届けするために、ご注文から発送までに通常3～5日程度のお日にちをいただいております。（お急ぎの方はお問い

合わせください。）ご注文日の翌日、翌々日指定ではお届けできない場合がございます。お届け指定は余裕を持ってお申し込みください。

■お届け＆送料について
●美味しく召し上がっていただくため、一部の商品を冷凍・冷蔵便で配送いたします。冷蔵タイプは10℃以下、冷凍タイプは－15℃以下を

温度帯とした２つの温度管理システムで、鮮度やおいしさを保ちます。通常送料に＋¥220が加算されます。

 ※冷凍便商品  チーズケーキ、ロールケーキ

 ※冷蔵便商品   バターケーキ　　※夏季（6~10月）冷蔵便商品   プチマドレーヌ、冷蔵商品を含む詰め合わせなど

●「冷凍便」の商品は、作りたての味をお楽しみいただけるように、急速冷凍後、特殊フィルムでの密封包装でお届けします。常温商品とあ

わせてご注文いただいた場合、別梱包でのお届けとなるため、別途送料が掛かる場合があります。ご了承ください。

●「冷蔵便」商品と「冷凍便」商品は同一梱包にて「冷凍便」で発送いたします。

●夏期（6~10月）は品質保持のため一部常温商品を「冷蔵便」にて配送させて頂いております。通常送料に＋¥220が加算されます。

●期間限定発送商品（バレンタイン、クリスマス商品など）と一緒にお申し込みをされて、別のお届け指定日になる場合は、各指定日毎、各

お届け先毎の別途送料となりますのでご了承ください。

●日本国内への配達に限らせていただきます。離島など一部地域におきましては配送不可能となる場合もございます。詳細な配送可能地

域などにつきましては、恐れ入りますがお問い合わせください。 

■送料
¥10,800（税込）のお買上のご注文で送料無料（配送先1カ所に付き）※発送先が複数の場合、1件あたり¥10,800（税込）以上で送料無料となります。

●「冷凍便」「冷蔵便」配送が必要な商品につきましては、通常送料に＋¥220が加算されます。

●常温配送商品と「冷蔵便」商品が混在する場合は、「冷蔵便」にて配送させて頂きます。

　別便にて配送をご希望の場合は別途送料が掛かります。ご了承ください。

●下記金額はすべて税込。

 

■返品について
商品の品質・包装には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたら、お手数ですが商品到着後7日以内にお買い上げの月日、店

名、お客様のお名前、お電話番号をお書き添えの上、現品を箱ごと下記住所へご返送ください。代品と送料をお送りいたします。

※お客様のご都合によるご返品はお受けしておりませんので、ご注文の際は十分ご検討をお願いいたします。

【お問い合わせ】

〒651-0067兵庫県神戸市中央区神若通7-2-7　ジーセンコンフェクト株式会社　お客様係   TEL.078-241-1101（代）

¥1,705

¥1,265

¥1,155

¥1,045

¥1,045

¥935 

¥935

   ¥935

 ¥935

¥1,045

¥1,045

¥1,375

冷凍便・冷蔵便 ＋¥220



FAX送信先：078-241-1104
この度はご注文誠にありがとうございます。上記宛ファックスは24時間承っております。下記のご注文書にご記入の上、ご送信ください。

【お申し込み者様】 【お届け先】
フリガナ

お電話番号（携帯可） お電話番号（携帯可）
ー　　　　　ー ー　　　　　ー

E-mail

ご氏名

ご住所 　〒　　　ー

【お支払い方法】※下記からお選び下さい。

お振込手数料はご負担お願い申し上げます。
お振込確認後の発送となります。（振込先下記参照）

お届け先がお申込者様の場合のみ。
代引手数料は無料。

フリガナ

※お申し込み者様とお届け先が同じ場合はご記入は不要です。
※お届け先毎にお申し込みください。

【ご注文商品】※同一お届け先へのご注文商品をご記入ください。
商品名

小　計

送　料

冷凍・冷蔵便

●上記【送料】リストからお届け先へ該当する金額をご記入ください。

※発送先が複数の場合、1件あたり￥10,800（税込）以上で送料無料。
●【10,800円（税込）以上】のお買い上げで送料無料。

●冷凍便・冷蔵便配送の場合【￥220】が別途加算されます。
　また、常温商品と要冷蔵商品をご注文の場合、品質保持のため、
　冷蔵便で発送させていただきます。ご了承下さい。

ジーセンコンフェクト株式会社　

〒651-0067　神戸市中央区神若通7-2-7　TEL:078-241-1101（代）　FAX:078-241-1104　定休日／水曜日

振込先：ジーセンコンフェクト株式会社　三菱UFJ銀行　
　　　　神戸支店　当座　店番号581　口座番号　9001141

合計金額

要

不要

金　額 数量 紙袋小　計 のし

【熨斗の種類】※下記の　 枠内にご記入ください。

【送料】※同一お届け先へは数量に関わらず送料一律価格となっております。

※冷凍便・冷蔵便配送の場合【￥220】が別途加算されます。
※10,800円以上（税込）のお買い上げで送料が無料となります。

北海道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,705円
北東北・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,265円

南東北・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,155円

関東・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,045円

信越・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,045円

北陸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・935円

青森県、秋田県、岩手県

　
宮城県、山形県、福島

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
神奈川県、東京都、山梨県

新潟県、長野県

香川県、徳島県、愛媛県、高知県

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
宮崎県、鹿児島県

富山県、石川県、福井県

静岡県、愛知県、三重県、岐阜県
中部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・935円

関西・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・935円

中国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・935円

四国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,045円

九州・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,045円

沖縄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,375円

大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県

岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県

ご注文申込書

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

要

不要

フリガナ

お届け先

お届け先ご氏名

お届け先　ご住所 　〒　　　ー

フリガナ

※水引きの種類は用途に応じたものをご用意
　させて頂きます。

[A]

[B]

[A]--- ご記入例
　　　　 御結婚祝・寿・御祝・御中元

暑中御見舞・御歳暮・御見舞
内祝・御礼・寸志・快気祝
御霊前・記念品 ・寸志・粗品など

※無地熨斗をご希望の場合は、慶弔の用途を
　お知らせ下さい。（　　　　　　　　　　）

[B]--- 贈り主様の名字、フルネーム、
お名前、会社名、グループ名などを
ご記入ください。

□銀行振込

□代金引換

＠

※お届け希望日／20　　年　　　月　　　日

※お届け希望時間帯　□午前中　 □14-16時　 □16-18時　 □18-20時　 □19-21時

お受け取りの際にお支払となります。ギフトのみでのお届け出はご利用いただけません。（先様お
支払となってしまいます。）ご自宅送りのご注文を同時に行っていただける場合は、ギフト発送品代
金をご自宅送りの商品代金にとりまとめて代金引換でお支払いいただけます。

G線ではお客様に作りたてのおいしさをお届けするために、ご注文を頂き、製造か
ら発送まで3～7日程度お時間を頂いております。当日発送はお承り出来ません。

［WEB SHOP定休日／水曜日・日曜日］


