
御名前(御依頼主) 様 TEL & FAX：　078-201-6023
御電話番号　　　　　　-　　　　　　　- ☆ 価格はすべて税込価格となります。

御住所　　〒 ☆ 御届けは宅急便にて受付けております。
☆ 注文殺到時には商品の到着がご指定された
日にちを超える場合がございます。

御届け日時指定　　　月　　日到着 □午前中 ☆ FAX注文の場合、代引き発送若しくは
□14時-16時 □16時-18時 先払い銀行決済（他の方に発送の場合のみ）

□欄にチェックしてください □18時-20時 □19時-21時

お支払方法 □代引き決済 □銀行決済

下記商品の必要個数を記入し、お手数ですがFAXでご返送願います。

◆ こだわりの詰め合わせセット

人気長もち選べる3本セット(右の項目にチェック) 2,210円 セット
鹿児島県産極上蒸し豚セット(右の項目にチェック) 3,693円 セット
中山自家製水キムチのオリジナル冷麺セット 1,980円 セット
干したらスープとコーンティーセット 2,754円 セット
韓喫満喫セット(右の項目にチェック) 6,480円 セット
お試しセット 2,991円 セット
特製白菜キムチと人気韓国惣菜セット 3,980円 セット
韓国式結納・嫁入りセット

◆ 本場韓国餅 ◆ こだわりキムチ

あずき蒸し餅（シリット）（450g） 840円/1枚 枚 白菜キムチ(1kg) 1,490円/1袋 袋
甘納豆蒸し餅（ペッソルギ）(450g) 840円/1枚 枚 白菜キムチ(500g) 831円/1袋 袋

黄色長もち（黄色インジョルミ）(400g) 798円/1枚 枚 白菜キムチ(300g) 615円/1袋 袋

あずき長もち（あずきインジョルミ）(400g) 798円/1枚 枚 大根キムチ(1kg) 1,490円/1袋 袋
きなこよもぎ長もち（きなこよもぎインジョルミ）(400g) 798円/1枚 枚 大根キムチ(500g) 831円/1袋 袋
緑色長もち(緑色インジョルミ)(400g) 798円/1枚 枚 大根キムチ(300g) 615円/1袋 袋
あずきよもぎ長もち（あずきよもぎインジョルミ）(400g) 798円/1枚 枚 白菜キムチ(1kg)(カット) 1,544円/1袋 袋
ソンピョン(白5個,よもぎ5個)(400g) 930円/1パック パック 白菜キムチ(500g)(カット) 885円/1袋 袋
自家製トック(500g) 580円/1袋 袋 白菜キムチ(300g)(カット) 669円/1袋 袋
自家製トッポッキ(400g) 580円/1袋 袋 チャンジャ大(250g) 1,320円/1パック パック
御誕生日・御祝儀用ペッソルギ 6,426円/1升 升 チャンジャ小(120g) 750円/1パック パック
(約26cm×6cm)　　 タコキムチ(200g) 940円/1パック パック

タコキムチ(100g) 540円/1パック パック

◆ 特選唐辛子・乾き物 イカキムチ(120g) 780円/1パック パック
サザエキムチ(100g) 780円/1パック パック

特選韓国産とうがらし粉(200g) 993円/1袋 袋 キュウリキムチ(600g) 1,170円/1パック パック
特選韓国産とうがらし中粗(200g) 993円/1袋 袋 キュウリキムチ(300g) 650円/1パック パック
韓国産メンタイ(120g) 1,328円/1袋 袋 水キムチ(500g) 702円/1袋 袋
国産皮付きメンタイ(100g当り) 918円/1袋 袋 長芋キムチ(150g) 648円/1パック パック
韓国産手割き干しだら（50g） 702円/1袋 袋 長芋キムチ(300g) 1,188円/1パック パック
すり胡麻(110g) 270円/1袋 袋 長芋キムチ(600g) 1,980円/1パック パック
韓国海苔（大）（5パック） 993円/1袋 販売停止

　　　 　（小）（8パック） 550円/1袋 袋 ◆ 其の他
緑豆春雨(500g) 600円/1袋 袋
なつめ(100g) 334円/1袋 袋 中山ブレンド極上ごま油(1L) 1,598円/1ボトル ボトル
さつまいも春雨(500g) 777円/1袋 袋 中山ブレンド極上ごま油(500cc) 885円/1ボトル ボトル
自家製コーンティー(500g) 669円/1袋 袋 冷麺(スープ付)(1人前) 285円/1袋 袋
高麗人参茶(100パック) 2,754円/1箱 箱 自家製コチュジャン（450g） 777円/1パック パック
高麗人参四年根(10～20本) 10,476円/1箱 箱 自家製コチュジャン（230g） 496円/1パック パック

自家製チョジャン（韓国風酢味噌）(280g) 615円/1パック パック

◆ 中山一押し韓国のおかず テンジャン（韓国豆味噌）(390g) 615円/1パック パック
自家製サムジャン(190g) 550円/1パック パック

メンタイ味付（干したら味付）(50g) 520円/1パック 販売停止 ヤンニョンジャン(250g) 669円/1パック パック
メンタイ味付（干したら味付）(80g) 702円/1パック 販売停止 自家製焼肉のたれ(600g) 939円/1ボトル ボトル
スルメ味付(75g) 520円/1パック パック 韓国産柚子茶(1kg) 1,382円/1ボトル 袋
スルメ味付(135g) 702円/1パック パック 韓国産ざくろ酢（1L） 1,771円/1ボトル 販売停止
ゴマの葉味付(25枚入り) 790円/1パック パック 辛ラーメン(1人前） 151円/1袋 袋
韓国風ちりめんじゃこ味付(110g) 780円/1パック パック カムジャミョン(ジャガイモ麺)(1人前） 205円/1袋 袋
明太子味付(韓国風)(120g) 939円/1パック パック チヂミ粉(1kg) 723円/1袋 袋
岩のり味付(120g) 702円/1パック パック アミエビの塩辛(250g) 530円/1パック パック
青唐辛子の味噌漬け(220g) 702円/1パック パック アミエビの塩辛(500g) 990円/1パック パック
鹿児島産極上蒸し豚(ロース）(500g単位より) 2,830円 g 鹿児島産極上蒸し豚(豚足)(350g) 445円/1個 個
　　　  　　　　　　　　 （バラ）(500g単位より) 2,830円 g 鹿児島産極上蒸し豚(豚耳)(250g) 442円/1個 個

※ 上記商品は1パック及び1ボトル当りの料金となっております。予めご了承ください。
　　鹿児島産極上蒸し豚は500g単位でのご注文となります。

　　但し、9,850円(税込)以上商品をお買い上げ頂きましたら、送料が無料になり、10,800円(税込)以上のお買い上げで代引き手数料が
　　無料となります。　先払い決済での銀行振込手数料はお客様負担となります。ご了承ください。 

キムチ・韓国餅の中山商店　オーダーシート

の対応となりますのでご了承ください。

お電話でのご対応となります。

　　送料及び代引き手数料はお客様負担となりますので宜しくお願い致します。 (送料はHPよりご確認頂けます。 https://www.nakayamashouten.com）

人気長もち選べる3本セットを選

択されたお客様はお餅を3枚

チェックしてください。

□ 黄色長もち

□ あずき長もち

□ きなこよもぎ長もち

□ 緑色長もち

□ あずきよもぎ長もち

鹿児島県産極上蒸し豚セットを
選択されたお客様はロース肉か
バラ肉のどちらかをチェックしてく
ださい。
□ ロース肉

□ バラ肉

韓喫満喫セットを選択されたお客様はお餅を2枚チェックしてください。

蒸し豚もロース肉若しくはバラ肉にチェックを入れてください。

□あずき蒸し餅 □ きなこよもぎ長もち □ ロース肉

□甘納豆蒸し餅 □ 緑色長もち □ バラ肉

□黄色長もち □ あずきよもぎ長もち

□あずき長もち


