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黒糖ドーナツ棒 
12本（袋） 

10商品番号   

12本入

475円（税込）
●内容量：12本/袋
●サイズ：23×15×4ｃｍ

黒糖ドーナツ棒 
60本 

601商品番号   

60本入

2,160円（税込）
●内容量：60本/箱 
●サイズ：26.5×25×8cm

黒糖ドーナツ棒 
90本 

901商品番号   

90本入

3,600円（税込）
●内容量：90本/箱
●サイズ：26.5×25.5×12ｃm

人気
No.1

人気
No.2

箱を全部並べると
熊本の大パノラマが
完成します！

便利な
小パック！

1箱あたり
150円

1袋あたり
426円

第25回
全国菓子大博覧会

名誉総裁賞
受 賞

第24回
全国菓子大博覧会
リッチモント
クラブ賞受賞 便利な個包装

実物約7.5cm

黒糖ドーナツ棒 
40本 

401商品番号   40本入

1,600円（税込）
●内容量：40本/箱
●サイズ：26.5×13×9cm

黒糖ドーナツ棒 
20本 

201商品番号   20本入

800円（税込）
●内容量：20本/箱
●サイズ：17×22×4.5cm

黒糖ドーナツ棒 
火の国パッケージ 

Ku8商品番号   16本入

756円（税込）
●内容量：16本/箱
●サイズ：22×12.5×4.5ｃｍ

黒糖ドーナツ棒 熊本城 缶入り 
50867商品番号   6本入

900円（税込）
●内容量：6本/缶
●サイズ：12.5×18×3cm

50866商品番号   18本入

1,500円（税込）
●内容量：18本/缶
●サイズ：16×24×5cm

黒糖ドーナツ棒 3本×6
603商品番号  900円（税込）

●内容量：3本×6/箱  ●サイズ：20.5×7×12cm（6箱）

【お得用】黒糖ドーナツ棒
12本×20袋 

1022商品番号   20袋入

8,550円（税込）
●内容量：12本×20袋
※こちらの商品は割引対象外となります。

全国送料無料

表

裏

お得
です！！

黒糖ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・小麦　●賞味期間：常温120日

おひさまの恵みたっぷりの沖縄産
黒糖と良質な国産小麦を使用。
黒糖のほどよい甘さと夢中になる
さっくり食感が好評です。

おひさまの恵みたっぷりの沖縄産おひさまの恵みたっぷりの沖縄産

かわいい
くまモンの
シール付

（
表
面
）熊
本
城

（裏面）阿蘇五岳

（表面）

（裏面）

※くまモンシールのデザインは写真と異なる場合があります。

｢熊本城 缶入り｣

沖縄のシンボル首里城の復興応援企画として首里城をデザインした

パッケージです。フジバンビの人気Ｎｏ．１！沖縄産黒糖を使った

「黒糖ドーナツ棒」が入ってます。売上金の

一部が首里城再建に寄付されます。

《復興支援寄付つき商品》

黒糖ドーナツ棒 首里城パッケージ 
50872商品番号   16本入  756円（税込）

●内容量：16本/箱　●サイズ：22×12.5×4.5ｃｍ
※パッケージのデザインは変更になる場合があります。

下記の商品の売上1個につき5円を“平成28年熊本地震”の
義援金とし当社負担にて随時寄付させていただきます。熊本復興支援企画

この商品の売上1個につき5円を“首里城火災に対する
支援金”とし当社負担にて随時寄付させていただきます。首里城復興支援企画

NEW

首里城の雄姿が
パッケージに！

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

水彩画：内藤謙一氏作
「薫風の城下町くまもと」

熊本市中心部の代表的な風景である

「熊本城」と「路面電車」を丈夫な

缶ケースの表面にデザインしました。

温かみと懐かしさを

感じる水彩画と黒糖

ドーナツ棒の共演です。

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

https://www.fujibambi.co.jp ネットからのご注文で、本日のご注文から使える100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。※1ポイント1円として使えます。フジバンビ 検索 ネットでかんたんお得にご注文
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瀬戸内檸檬
ドーナツ棒 8本 

50796商品番号   8本入

350円（税込）
●内容量：8本/袋
●サイズ：23×15×4cm

瀬戸内檸檬
ドーナツ棒 3本×12 

50801商品番号   

1,800円（税込）
●内容量：3本×12/箱
●サイズ：21×14×12ｃｍ

瀬戸内檸檬
ドーナツ棒 20本 

50797商品番号   20本入

900円（税込）
●内容量：20本/箱
●サイズ：17×22×4.5cm

沖縄塩
ドーナツ棒 12本 

ST12商品番号   12本入

520円（税込）
●内容量：12本/袋
●サイズ：23×15×4ｃｍ

沖縄塩
ドーナツ棒 20本 

ST20商品番号   20本入

900円（税込）
●内容量：20本/箱
●サイズ：17×22×4.5cm

沖縄塩
ドーナツ棒 3本×12 

ST312商品番号   

1,800円（税込）
●内容量：3本×12/箱
●サイズ：21×14×12ｃｍ

瀬戸内の潮風に育まれたレモンの
おいしさをギュッとつめこみました。
スッキリとした味わいの夏にぴったりの
ドーナツ棒です。

大人気の九州ご当地ドーナツ棒が8 種類、
しかも送料無料でお楽しみいただけるお得な
アソートパックです。ご自宅で九州ご当地の味を
ご堪能ください。

瀬戸内檸檬ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・小麦　●賞味期間：常温90日

瀬戸内檸檬
ドーナツ棒

沖縄塩ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・小麦 　●賞味期間：常温90日

20本入
12 

沖縄県宮城島で育まれた
天然塩「ぬちまーす」を使用。
雑味のない塩味が黒糖のコクを引き立て、
絶妙な甘じょっぱさがクセになる味わいです。

福岡

宮崎

佐賀

沖縄

長崎

鹿児島

大分

熊本

九州ドーナツ棒 8種アソート

kd030商品番号   

1,620円（税込）
●内容量：九州ご当地ドー
ナツ棒 福岡県 あまおう
苺／佐賀県 嬉野茶／長崎
県 びわ／大分県 かぼす／
宮崎県 マンゴー／鹿児島県 
さつまいも／沖縄県 紅芋／
熊本県 栗（3本/箱×8種類） 

九州ご当地ドーナツ棒
8種アソート春夏パック

kd029商品番号   

3,900円（税込）
●内容量：九州ご当地ドーナツ棒 福岡県 あまおう苺／佐賀県 嬉野
茶／長崎県 びわ／大分県 かぼす／宮崎県 マンゴー／鹿児島県 さ
つまいも／沖縄県 紅芋／熊本県 デコポン （12本/袋×8種類）

それぞれおいしい!
九州各県のドーナツ棒を
すべて楽しめる
詰め合わせ!!

九州をまるごと味わおう!!

全国送料無料

九州ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用/ アレルギー成分：卵・乳・小麦　●賞味期間：常温90日

各520円（税込） 各900円（税込）

九州ドーナツ棒 12本（袋） 九州ドーナツ棒 20本（箱） 

●内容量：12本/袋　●サイズ：23×15×4ｃｍ ●内容量：20本/箱　●サイズ：17×22×4.5cm

福岡県あまおう苺 kd021商品番号 福岡県あまおう苺 kd022商品番号

佐賀県 嬉野茶 kd031商品番号 佐賀県 嬉野茶 kd032商品番号

長崎県 びわ kd041商品番号 長崎県 びわ kd042商品番号

大分県 かぼす kd051商品番号 大分県 かぼす kd052商品番号

宮崎県 マンゴー kd071商品番号 宮崎県 マンゴー kd072商品番号

鹿児島県 さつまいもkd081商品番号 鹿児島県 さつまいもkd082商品番号

沖縄県 紅芋 kd091商品番号 沖縄県 紅芋 kd092商品番号

熊本県 栗kd101商品番号 熊本県 栗kd102商品番号

熊本県 デコポン kd061商品番号 熊本県 デコポン kd062商品番号

九州ご当地ドーナツ棒アソートセット 

九州をまるごと味わおう!!

送料無料でお得！
ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

https://www.fujibambi.co.jp ネットからのご注文で、本日のご注文から使える100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。※1ポイント1円として使えます。フジバンビ 検索 ネットでかんたんお得にご注文
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第58回
全国推奨観光
土産品審査会

日本商工会議所会頭賞
菓子部門

受 賞

まろやかでコク深いミルクのやさしい口あたり
「ＪＡ阿蘇小国郷ジャージー牛乳」を練り込んだドーナツ棒の深い味わいをお楽しみください。

あっさりとした味わいのアカシア蜂蜜を贅沢に使用
アカシア蜂蜜の上品な風味が口の中で広がるドーナツ棒。

ビターな黒糖の甘みと相性のよい抹茶の味わい
上質な京都産宇治抹茶のみを使用した、お茶請けにぴったりの自信作です。

※阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒、ひとくち蜂蜜ドーナツ棒は、目安本数を重量で管理しているため、実際の本数とは異なる場合があります。

阿蘇ジャージー牛乳
ドーナツ棒 150g 

90商品番号  

432円（税込）
●内容量：150g（個包装込）/袋
●目安本数11本

ひとくち蜂蜜
ドーナツ棒 150g 

70商品番号  

432円（税込）
●内容量：150g（個包装込）/袋
●目安本数11本

宇治抹茶
ドーナツ棒 12本 

MD12商品番号  12本入  

520円（税込）
●内容量：12本/袋
●サイズ：23×15×4ｃｍ

阿蘇ジャージー牛乳
ドーナツ棒 125g×2 

92商品番号  

720円（税込）
●内容量：125g（個包装込）×2袋/箱
●目安本数18本

ひとくち蜂蜜
ドーナツ棒 125g×2 

250商品番号  

720円（税込）
●内容量：125g（個包装込）×2袋/箱
●目安本数18本

宇治抹茶
ドーナツ棒 20本

MD20商品番号  20本入

900円（税込）
●内容量：20本/箱
●サイズ：17×22×4.5ｃｍ

阿蘇ジャージー牛乳
ドーナツ棒 125g×4 

95商品番号  

1,440円（税込）
●内容量：125g（個包装込）×4袋/箱
●目安本数36本

ひとくち蜂蜜
ドーナツ棒 125g×4 

500商品番号  

1,440円（税込）
●内容量：125g（個包装込）×4袋/箱
●目安本数36本

宇治抹茶
ドーナツ棒 40本 

MD40商品番号  40本入

1,600円（税込）
●内容量：40本/箱
●サイズ：26.5×13×9cm

【お得用】 阿蘇ジャージー牛乳
ドーナツ棒 150g×20袋 

9020商品番号  20袋入  

7,776円（税込）
●内容量：150g（個包装込）×20袋
※こちらの商品は割引対象外となります。

【お得用】 ひとくち蜂蜜
ドーナツ棒 150g×20袋 

7020商品番号  20袋入  

7,776円（税込）
●内容量：150g（個包装込）×20袋
※こちらの商品は割引対象外となります。

宇治抹茶
ドーナツ棒 3本×12

MD312商品番号  

1,800円（税込）
●内容量：3本×12/箱
●サイズ：21×14×12ｃｍ

1袋あたり
389円

1袋あたり
389円

阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・乳・小麦　●賞味期間：常温90日

ひとくち蜂蜜ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・小麦　●賞味期間：常温90日

宇治抹茶ドーナツ棒 / 国内産小麦粉使用 / アレルギー成分：卵・乳・小麦　●賞味期間：常温90日

国
内
産
小
麦
粉
使
用

国
内
産
小
麦
粉
使
用

国
内
産
小
麦
粉
使
用

宇
治
抹
茶

全国
送料無料

全国
送料無料

パッケージには絵本作家
葉祥明氏の絵が描かれています。

黒糖ドーナツ棒など
人気のお菓子を
かわいいくまモンの
オリジナルバッグに
詰合わせました！

普段使い
や

収納にも

便利！

丈夫なコットン生地に
リニューアル！！ 数量

限定

トートバッグセット（くまモンver.）
50874商品番号  3,240円（税込）

●内容量：オリジナルのくまモンのトートバッグ×1、黒糖ドーナツ棒12本×1、
阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒150g×1、くまもとのプレミアムクッキーズ12
枚×1、サックリオリボールメープル180g×1、熊本デコポンゼリー100g×2 
●オリジナルのくまモンのトートバッグ
サイズ：約47×42cm   材質：無漂白コットン

ネットで今すぐ
ご注文！

アマビエ&ヨゲンノトリのオリジナルシール付ギフトセット！

江戸時代後期の肥後国
（現在の熊本県）に現れ
たとされる伝説の半人
半魚の妖怪。海中から光
輝く姿で現れ、豊作・疫
病などに関する予言をす
ると伝わっている。

安政4（1857）年12月、加賀
国白山にあらわれた頭が２つ
ある不思議な鳥。翌年に流
行するコレラを予言し、「私
の姿を朝夕に拝めば難を逃
れることができる」と告げた
とされています。

アマビエセット
50873商品番号  3,000円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒12本×1、塩ドーナツ棒12本×1、瀬戸内檸檬
ドーナツ棒8本×1、ドーナツボール 黒糖80g×1、ドーナツボール 塩
80g×1、ドーナツボール いちご80g×1、ドーナツボール バナナ80g×1、
熊本デコポンゼリー100g×3、オリジナルシール×1
※こちらの商品は割引対象外となります。

送料込

疫病退散！息災祈願！NEW
通販限定

ヨゲンノトリとはアマビエとは

円円円

アマビエヨゲンノトリ

オリジナル
シール付

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

https://www.fujibambi.co.jp ネットからのご注文で、本日のご注文から使える100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。※1ポイント1円として使えます。フジバンビ 検索 ネットでかんたんお得にご注文
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令和2年7月19日（日）までのご予約・ご注文で送料無料で承ります。送料無料で承ります。令和2年7月19日（日）までのご予約・ご注文で送料440円で承ります。 送料無料
期間限定

送料440円
期間限定

送料無料※お届け先1カ所ごとの送料計算となります。
　他の商品との同梱も可能です。

心ばかり 50
3590d商品番号  5,400円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒４０本×１、阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒１５０ｇ×１、ひと
くち蜂蜜ドーナツ棒１５０ｇ×１、黒糖しょうがくるみ４５ｇ×１、黒糖しょうがカシューナッ
ツ４５ｇ×１、ドーナツボール黒糖８０ｇ×１、ドーナツボール塩８０ｇ×１、甘夏コンフィー
ル１２０ｇ×１、しっとりオレンジケーキ２８０ｇ×1、熊本デコポンゼリー１００ｇ×２
●サイズ：522×292×100㎜

心ばかり 30
3390d商品番号  3,240円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒３０本×１、阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒１５０ｇ×１、ひ
とくち蜂蜜ドーナツ棒１５０ｇ×１、黒糖しょうがくるみ４５ｇ×１、黒糖しょうがカシュ
ーナッツ４５ｇ×１、熊本デコポンゼリー１００ｇ×２、ドーナツボール黒糖８０ｇ×１
●サイズ：396×290×100㎜

送料無料

贈り物
No.1

贈り物
No.2

送料無料
期間限定

送料無料
期間限定

送料440円
期間限定

特別セット 171
171商品番号  2,160円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒30本×1、ひとくち蜂蜜ドーナツ棒140g×2/箱
●サイズ：268×289×81㎜

特別セット 179
179商品番号   3,240円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒30本×1、ひとくち蜂蜜ドーナツ棒140g×2、
阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒135g×2/箱
●サイズ：412×280×81㎜

贈り物に人気の
ギフトセットです。

送料無料
期間限定 送料440円

期間限定

特別セット 191
191商品番号  2,160円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒30本×1、阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒
135g×2/箱
●サイズ：268×289×81㎜

特別セット 192
192商品番号  3,240円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒30本×2、阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒135g×2/箱
●サイズ：412×280×81㎜

贈り物
No.3

和風3種
ギフトセット

50835商品番号  2,700円（税込）
●内容量：塩ドーナツ棒16本×1、 黒糖ドーナツ棒16本×1、 
抹茶ドーナツ棒16本×1/箱
●サイズ：400×240×47㎜

送料440円
期間限定

NEW

送料440円
期間限定

フルーツ
ギフトセット

50827商品番号  2,700円（税込）
●内容量：レーズン黒糖ドーナツ棒16本×1、レモンドーナツ棒16本×1、
あまおう苺ドーナツ棒16本×1/箱
●サイズ：400×240×47㎜

NEW

送料440円
期間限定

ドーナツ棒 302
302商品番号  2,160円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒30本×2/箱 
●サイズ：268×289×81㎜

くまモン
シール付

特別セット J22K
J22K商品番号  2,200円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒16本×1、熊本デコポンゼリー100g×6/箱 
●サイズ：235㎜×295㎜×50㎜
※期間限定送料対象外

敬老の日ギフト敬老 日ギフト
おじいちゃん、おばあちゃん、
いつまでも、お元気で

921 
送料
無料

全国
どこでも

敬老の日ギフト
50875商品番号  3,240円（税込）

●内容量：黒糖ドーナツ棒12本/箱×1、阿蘇ジャージー牛乳ドーナツ棒150g×1、デ
コポンゼリー2個入り×1、黒糖しょうがくるみ45g×1黒糖しょうがカシューナッツ
45g×1、甘夏コンフィール120g×1、ふくふくはんかち×1、敬老の日カード×1

ラッピング

してお届
け

します♪

期間
限定販売

8月31日まで
にご注文
ください。

セット
ギフト

大切なあの方にきっと喜ばれる、
フジバンビ厳選のお菓子詰合せ。

ネットで今すぐ
ご注文！

ギギギギギギギ
https://www.fujibambi.co.jp ネットからのご注文で、本日のご注文から使える100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。※1ポイント1円として使えます。フジバンビ 検索 ネットでかんたんお得にご注文
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黒糖の深い甘みとしょうがの
風味がマッチした
フジバンビオリジナル豆菓子。
ナッツの食感を楽しみながら
お召し上がりください。

黒糖しょうがシリーズ

黒糖しょうが
くるみ ケース

kmc1商品番号

2,375円（税込）
●内容量：45g×10袋/箱 
●賞味期間：常温1年

黒糖しょうが
カシューナッツ ケース

kmc2商品番号

2,375円（税込）
●内容量：45g×10袋/箱 
●賞味期間：常温1年

黒糖しょうが
カシューナッツ 

km2商品番号

250円（税込）
●内容量：45g/袋 
●賞味期間：常温1年

黒糖しょうが
くるみ

km1商品番号

250円（税込）
●内容量：45g/袋 
●賞味期間：常温1年

ドーナツボール / 国内産小麦粉使用 　●賞味期間：常温120日

ドーナツボール
まとめ売りセット

ballset商品番号   3,240円（税込）
●内容量：黒糖、いちご、バナナ、塩（各80g/袋×3）

ドーナツボール 黒糖 
ballkoku商品番号   220円（税込）

●内容量：80g（個包装込）
●アレルギー成分：卵・小麦

ドーナツボール いちご 
ballitg商品番号   220円（税込）

●内容量：80g（個包装込）
●アレルギー成分：卵・乳・小麦

ドーナツボール バナナ 
ballbna商品番号   220円（税込）

●内容量：80g（個包装込）
●アレルギー成分：卵・乳・小麦

ドーナツボール 塩
ballsio商品番号   220円（税込）

●内容量：80g（個包装込）
●アレルギー成分：卵・小麦

×3 ×3 ×3 ×3

各種80g
×3袋

送料込

しっとりオレンジケーキ 
622商品番号   1,203円（税込）

●内容量：280g/箱
●ケーキサイズ：7×15×高さ5cm
●アレルギー成分：卵・乳・小麦
●賞味期間：常温90日

熊本産温州みかんを蒸留して熟成
させた「みかんブランデー」を使用。

※ブランデーを使用しています。
※開封後は冷蔵庫で保存してなるべく早めに
　お召し上がりください。

熊本の温州みかんを使った
おいしいケーキです。

柔らかくサックリとした
口どけの良い丸ぼうろです。

清涼感あるみずみずしい
酸味と甘み！

熊本デコポン®ゼリー
（3個入） 数量限定

323商品番号  648円（税込）
●内容量：100g×3個
●賞味期間：常温180日

熊本発祥の柑橘「デコポン®」の
果肉と果汁を使ったぜい沢なゼリー。

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

便利な個包装
ひとくちサイズ（約4㎝）

国内産小麦粉使用

寿ふるさと万年茶 
1袋 

T04商品番号   

1,620円（税込）
●内容量：550g 
●賞味期間：1年

寿ふるさと万年茶 
3袋セット 

T043商品番号   

4,655円（税込）
●内容量：550g×3袋 
●賞味期間：1年

九州銘菓 丸ぼうろ
12枚

2812商品番号  

855円（税込）
●内容量：12枚/箱
●アレルギー成分：小麦・卵 
●賞味期間：常温90日

九州銘菓 丸ぼうろ
24枚

2824商品番号  

1,711円（税込）
●内容量：24枚/箱
●アレルギー成分：小麦・卵 
●賞味期間：常温90日

ネットで今すぐ
ご注文！

ネットで今すぐ
ご注文！

JAあしきた共同開発 ３個入

本格派の内容とすっきりとした飲み口が
自慢の逸品です。

霊芝入り

とうきび茶、田舎ほうじ麦茶、ひきわり玄米、はぶ
茶、はと麦茶、ひきわりはと麦茶、黒豆茶、豆茶、す
ぎな茶、熊笹茶、どくだみ茶、桑茶、ウーロン茶、ほ
うじはぶ草茶、浜茶、ルイボス茶、柿の葉、甘草、あ
まちゃづる、くこ茶、杜仲茶、クミスクチン、かきどお
し、びわ茶、グァバ茶、月見草茶、タラ木茶、松葉茶、
ギムネマ茶、甜茶、ゴーヤ茶、霊芝、プアール茶

33種類配合

釜炒り
製法
健康茶

大人気

新感覚の
サックリ
食感！

ネ
ッ
ト
で
今
す
ぐ

ご
注
文
！

ひとくちサイズの
揚げドーナツボール
送料込みでお得です

果肉が
ゴロッと♪

ネットで今すぐ
ご注文！

https://www.fujibambi.co.jp ネットからのご注文で、本日のご注文から使える100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。※1ポイント1円として使えます。フジバンビ 検索 ネットでかんたんお得にご注文
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直営店舗のご案内 ※それぞれの店舗によって取扱商品は変わりますのでお問い合わせください。

〒861-5515  熊本県熊本市北区四方寄町1445-1
TEL.096 (245) 5350   FAX.096 (245) 5359 0120-03-5910（受付時間 9：00～18：00）本 社 お客様

相談室

熊本四
よ も ぎ

方寄総本店（通販センター・工場）
〒861-5515 
熊本県熊本市北区四方寄町1445-1
TEL.096（245）5350　FAX.096（245）5359
◎営業時間／10：00～19：00
（平日の電話は9：00～18：00）

熊本駅店
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日3-15-30
TEL/FAX.096（359）5910
■JR熊本駅（新幹線口）
◎営業時間／8：00～21：00

福岡太宰府店
〒818-0131
福岡県太宰府市水城1-4-10
TEL.092（919）5050　FAX.092（919）5060
■太宰府ICから太宰府方面へ車で約3分
◎営業時間／10：00～19：00

城崎温泉店
〒669-6101
兵庫県豊岡市城崎町湯島434
TEL/FAX.0796（20）4151
■城崎温泉 一の湯近く
◎営業時間／9：30～18：00（水曜日定休）

沖縄本部町店
〒905-0214
沖縄県国頭郡本部町渡久地148-1（西平黒糖ビル）
TEL/FAX.0980（47）2553
■渡久地漁港そば
◎営業時間／9：30～19：00

沖縄勢
じっちゃく

理客シーサー通り店
〒901-2122
沖縄県浦添市勢理客3-1-16
TEL.098（988）0313
◎営業時間／10：00～18：00
※3月、8月、12月は19：00まで営業

LEQUIOS 那覇国際通り店
〒900-0013
沖縄県那覇市久茂地3-29-65
TEL.098（863）9917
◎営業時間／10：00～21：00

LEQUIOS 牧志駅前店
〒900-0013
沖縄県那覇市牧志3-12-5
TEL.098（943）3481
◎営業時間／10：00～21：00

お電話 0120-88-5910
（受付時間 9：00～18：00）

0120-77-5910
（24時間受付）

※ ファックスでのご注文の際は、ご希望の商品名、商品番号、数量、お申し込みの方のご
住所、お電話番号、お名前（送り先が異なる場合は、送り先のご住所、お電話番号、お名
前）を明記の上お送りください。

FAX

※ 郵便でのご注文の際は、ご希望の商品名、商品番号、数量、お申し込みの方のご住所、お電話番号、
　お名前（送り先が異なる場合は、送り先のご住所、お電話番号、お名前）を明記の上お送りください。

同封のご注文書と封筒をご利用ください。
【お申し込み】  郵便でのご注文は、弊社が受領した日がご注文日となりますの 

でご注意ください。
【お届け日時】  郵便でご注文の場合は商品のお届けに日数がかかる場合がご 

ざいます。お急ぎの場合、電話・FAXでのご注文をおすすめ
いたします。

郵送

〒

ネットでかんたん・お得にご注文いただけます。

●インターネット会員にご登録いただくと、お買い物ごとにポイントが貯まります。
●お支払い方法：クレジットカードがご利用いただけます。
●商品代金、送料等が一部異なります。

インターネット

https://www.fujibambi.co.jp
フジバンビ 検索

0120-88-5910
（受付時間 9：00～18：00）

お買い物ガイド 基本的にはご注文いただいた順に出荷させていただきますが、時期によって混雑する場合があり、お届けまでお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。

 ご注文の受付について

 商品包装について

 お支払い方法

 送料について

 返品について

●手さげ袋を各種ご用意しております。
　数量はお申し付けください。
●かけ紙（のし紙）はご遠慮なくお申し付けください。
●慶弔用にお使いいただける包装紙になっております。
◎商品の規格・パッケージ等は都合により変更することがあります。
◎内のしの場合はご指定ください。

● お客様都合による返品・交換はお受けしておりません。
● 品違いや不良品の場合は、商品到着後7日以内に弊社までご連絡
ください。送料弊社負担にてお取替いたします。
● お届け先の不明や長期不在で商品を再発送する場合、別途料金をいた
だくことがございます。

先様へ直送（ご贈答）の場合は
（エコ包装・内のし）仕様とさせていただきます。

ご自宅用の場合 ①振込み（郵便局/コンビニ）または②代金引換
※ご請求書は商品と一緒にお送りいたします。

ご自宅用とご贈答
両方ご注文の場合

①振込み（郵便局/コンビニ）のみ
※ご請求書はご自宅に商品と一緒にお送りいたします。

ご贈答のみの場合 ①振込み（郵便局/コンビニ）のみ
※ご請求書はご依頼主様宛に郵送します。

ネット注文の場合 クレジットカード・②代金引換・楽天ペイ
フジバンビオンラインショップよりご購入ください。

［おことわり］ 初回のご注文、またはお支払合計金額が2万円以上になる
場合は、代金先払い（ご入金確認後の発送）、または代金引換となります。
また、先様へのご贈答（直送）がある場合は代金先払いのみとなりますの
で、予めご了承ください。

①お振込みについて（郵便局・コンビニ）
・ お振込みは、郵便局またはコンビニエンスストアとなります。
  商品お届け後、1週間以内にお支払ください。
・ 商品お届け時に同梱します「専用振込取扱票」を必ずご利用ください。

②代金引換について（ご自宅配送のみの場合）
・ 代金引換手数料全国一律330円（税込）を別途お預かりいたします。
・ 代金は商品配送時に配送員にお支払いください。

5,400円（税込）以上のお買い上げで送料無料

◎通販センターからのお届け送料一覧表
   各店舗より直接発送の場合、送料は店舗の係におたずねください。

※お預かりした個人情報は、商品や当社からのご案内のお届けに利用し、目的外利用
　いたしません。ご案内が不要の場合や登録内容に変更や誤りがございましたら弊社
　までご連絡ください。

※記載しております送料は消費税込みの価格となっております。（消費税10％）

●代金引換でお支払いの場合は、代金引換手数料330円（税込）を別途お預かりいたします。

（お届け先1カ所につき）

●ご注文の流れ

ご注文をする商品番号を
ご確認ください

お電話

専用封筒
にて投函

FAX

（ご注文書にご記入）
郵便・FAX

お
届
け
先お

買
い
上
げ
額

※
お
届
け
先
1
ヵ
所
に
つ
き 北海道

青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島

茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川

新潟
富山
石川
福井
山梨
長野

岐阜
静岡
愛知
三重

滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山

鳥取
島根
徳島
香川
愛媛
高知

岡山
広島
山口

福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島 沖縄

通常 2,057円 1,683円 1,199円 1,078円 1,016円 814円 681円 1,155円

税込5,400円以上 無　料

ネットからのご注文で、本日のご注文から使える
100ポイントプレゼント!! ※新規登録に限ります。


