
受付時間：月～金/8時30分～17時(祝日除く)
連絡先

返送先 京都府八幡市内里女谷9-1
株式会社創味食品物流センター内
株式会社創味通販・返品係

　 0120-841474通話料無料

同封の「ギフト専用申込書」に必要事項（商品番号・お届け日・のし仕
様等）をご記入の上、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

※ご注文は間違いを防ぐため、郵便、ＦＡＸ、インターネットをご利用ください。

お届け日がご指定いただけます。
尚、お届け日のご指定がない場合は受付の翌営業日（土・日・祝日は休業）の発送と
なります。
※地域により、ご指定いただけない場合があります。
※天災や交通事情により、お届けが指定日から1～2日遅れる場合があります。
予めご了承ください。

商品のお届け

株式会社創味通販では、お客様の個人情報（氏名・住所・電話番号・お申し込み内容など）
の重要性を強く認識し、管理担当者を設け、適切かつ、安全な管理体制を整えております。
●商品や資料発送、各種ご連絡などの通信、お問い合わせやアンケートなど、各種のサービ
ス情報をご案内する際に使用させていただきます。

●お客様ご自身の個人情報に関する照会・修正・利用停止などをご希望される場合は、お問
い合わせ窓口（0120-841474）までご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて

ギフトサービスについて

創味通販では、お友達をご紹介いただいた時や対象商品のご購入時等、お買い上
げ状況に応じて通販ポイントが発行されます。貯まったポイントは１ポイント＝１円値引
きで次回以降のお買い物にご利用いただけます。
●ポイント発行 ………………お友達をご紹介いただいた時 1,000 ポイント
 キャンペーン対象商品のご購入時等
●ポイントの確認 ……………商品と一緒にお届けする納品書に記載
●ポイントの有効期限 ………最終購入日または最終のポイント発行日から1年間
※送料はポイント利用の対象外となります。
※最終発行日より1年以上経過したポイントは消滅します。
※ポイントの共有、また換金・返金はできません。
※一部特価品はポイント発行対象外となります。
※キャンペーン分のポイント進呈時期は8月上旬を予定しております。

通販ポイントについて

返品・交換をご希望の場合は商品到着後、１０日以内に承ります。まずは、お電話にて
お知らせください。
商品の間違いや不良等、当社理由の場合は返品送料を当社にて負担いたします。
お客様のご都合による場合は、返品送料をお客様負担にてご返送ください。
※一度でも開封された商品の返品はお受けできません。

返品・交換について

送料について

注文方法

慶事包装 弔事包装http://www.somi-shop.jp

24時間受付

ご利用ガイド

受付時間：月～金/8時30分～17時（祝日除く）

創味通販 検索web

電話

通販ポイントをお持ちの方には、お届けした
申込書の宛名の所に利用可能ポイントと
その有効期限を印字しております。
記載のある方はぜひご利用ください。

利用可能ポイント

◎◎県○○市△△
□□□□□□□□□□-□□

○○　○○ 様

お客様番号〒000-000 500

500
ポイント有効期限 2014 / 1 2 / 2 0

申込書の宛名

通話料無料

0120-841474
ハーイ ヨ イ シ ナ ヨ

セット内容の変更も承ります。
お客様のご要望に合わせてお
作り出来ますので、お気軽にご
相談くださいませ。
※ 特別価格セットの変更は不可。
※ 商品サイズによっては変更を承れないこともございます。
※ 内容を変更されましたら、価格も変更となります。

インターネット

24時間受付

FAX
通信料無料

0120-014185 

▼パソコン、タブレット端末からお申し込み ▼携帯電話からお申し込み
右のコードを
読み取って
アクセスできます。

ギフトセットは、のし（内のし）と包装をいたします。
ご注文の際に用途、のしの種類と表書きをお申
し付けください。

2022年 7月29日カタログ有効期限

▲お届け時

紀州 極上の梅

2,646円税込
価格

内容量／530ｇ

商品番号256

※クール便で
　お届けいたします。

博多 辛子明太子

3,543円税込
価格

内容量／400ｇ

商品番号261

こだわりの一品

キャンペーン期間内のご注文分は、全国どこでも送料無料でお届けします。
キャンペーン終了後は、お届け先一ヵ所につき1回のご注文金額が10,800円（税込）以
上の場合、全国どこでも送料無料でお届けします。10,800円（税込）未満の場合は、
一ヵ所につき55０円（税込）（辛子明太子は77０円（税込））をご負担いただきます。但し、北
海道は1,10０円（税込）（辛子明太子は１，320円（税込））、沖縄は１，320円（税込）（辛子
明太子は１，540円（税込））のご負担となります。（2019年8月1日 改定）

2,204円
商品番号 1522S-22

創味のつゆ（1000ml）×2

税込
価格 1,936円

商品番号 1571S-71

創味のつゆ（500ml）
だしのきいたまろやかなお酢（500ml）
聖護院かぶらのもみじおろしぽん酢セット（500ml）

税込
価格

一部商品の価格改定に伴い、セット商品の価格も変更となっております。

創味ハコネーゼ『濃厚ボロネーゼ』が入ったギフトセットです！！

創味のつゆ（1000ml）、
ハコネーゼ4種（ポルチーニ・にんにくトマト・海老クリーム×各2、ボロネーゼ×4）

商品番号 1537S-37 4,072円税込価格

ネット注文限定 ポイント進呈！ 詳しくは中面をご覧ください。
CM

絶賛放映中

感謝の気持ちを込めて・・・創味通販のギフトを贈りませんか。

インターネット注文のみ

※当パンフレット掲載商品は全てキャンペーン対象となります。
※当日消印有効

全国送料無料！特 典
1

１,０００円分３セットごとに
ポイント
進呈！

特 典
2

限定セットが特別価格!!特 典
3

のギフトキャンペーン

特 典
4 ネット限定ポイント進呈!

「創味ハコネーゼ」入りギフトセット購入で

New

他にもネット限定特典をご用意しております！
詳しくは中面をご覧ください。 キャンペーン期間

2022年
7月29日　金
まで！



創味ハコネーゼ『濃厚ボロネーゼ』が入ったギフトセットです！！

全国送料無料！
1,0００円分

３セットごとに全商品の一覧は創味通販サイトで
ご覧いただけます。

インターネット注文限定!!
特別価格セットをご用意しました！

ネット注文を始めてみませんか？
お客様番号、お持ちのポイントはそのままお使いいただけます。
※ご登録後、移行するまで2～3日お時間を頂く事があります。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお電話にてお問い合わせくださいませ。

※商品によって進呈ポイント数が異なります。詳しくは創味通販ホームページをご覧ください。

※合算不可

検 索創味通販 検 索創味通販

５ １０５ １０～ ％OFF

ポイント進呈!
お客様のご要望に合わせて
セット内容の変更も承ります。
お気軽にご相談くださいませ。2022年キャンペーン期間 7月29日　まで！金

夏のギフトキャンペーン

※当パンフレット掲載のギフトセット対象

特 典
1

特 典
2

特 典
3

特 典
4

創味ハコネーゼ
お試しBOX
（4種各１個入り）進呈!

６月中のネット注文限定 税込1万円以上購入で特 典
5

ネット限定ポイント進呈!
「創味ハコネーゼ」入りギフトセット購入で

手造りつゆ（1000ml）、手造りかつおだし（1000ml）、
手造り料理の素（1000ml）

商品番号 1034T-34

3,208円税込
価格

商品番号1035T-35

手造りつゆ（1000ml）×3

3,424円税込
価格

商品番号1036T-36

手造りかつおだし（1000ml）×3

3,424円税込
価格

商品番号 1354U-54

創味のつゆ（1000ml）
創味 焼肉のたれ（320g）
創味 塩たれ（320g）
創味の白だし（500ml）
手造りぽんず（300ml）
フレンチドレッシング（300ml）
手造りごまドレッシング（390ml）
吟選すりごま（50ｇ×2）

4,863円税込
価格

2,376円税込
価格

商品番号 1023T-23

手造りつゆ（1000ml）
手造りかつおだし（1000ml）

税込
価格 2,376円

商品番号 1026T-26

手造りかつおだし（1000ml）×2定番
人気

商品番号 1025T-25

手造りつゆ（1000ml）×2

2,376円税込
価格

2,160円
商品番号 1021T-21

手造りつゆ（1000ml）
手造り液体だしの素（500ml）

税込
価格

T-37
3,176円税込

価格

手造りつゆ（1000ml）、手造りかつおだ（1000ml）、
手造りごまドレッシング（390ml）

商品番号 1037

U-59
5,270円税込

価格

手造りつゆ（1000ml）
かつおだし（1000ml）
手造りぽんず（300ml）
洋食屋のフレンチ
ドレッシング（300ml）
手造り液体だしの素（500ml）
だしのきいたまろやかなお酢
（500ml）
吟選すりごま（50ｇ×2）×2

商品番号 1359
定番
人気

定番
人気

S-31
3,165円税込

価格

創味のつゆ
（1000ml）×3

商品番号 1531 S-35
3,304円税込

価格

創味のつゆ（1000ml）
創味シャンタン（250ｇ）
創味 焼肉のたれ（320g）
聖護院かぶらの
もみじおろしぽん酢
（550ｇ）

商品番号 1535 商品番号1352U-52
4,396円税込

価格

創味のつゆ（1000ml）×2
創味の白だし（500ml）
創味 京のカレーだし（525g）
創味のそうめんつゆ（500ml）
吟選すりごま（50g×2）×2

商品番号 1365U-65

創味のつゆ（1000ml）
創味シャンタン（250ｇ）
創味 焼肉のたれ（320g）
創味ハコネーゼ4種
（ポルチーニ・にんにくトマト・
海老クリーム×各2、ボロネーゼ×4）
聖護院かぶらの
もみじおろしぽん酢（550ｇ）

6,263円税込
価格

商品番号 1364U-64

だしのきいたまろやかなお酢（1000ml）
創味シャンタン（250ｇ）
洋食屋のフレンチドレッシング（300ml）
創味ハコネーゼ4種
（ポルチーニ・にんにくトマト・
海老クリーム×各2、ボロネーゼ×4）
手造りごまドレッシング（390ml）

6,068円税込
価格

4,072円
商品番号 1537S-37

創味のつゆ（1000ml）
創味ハコネーゼ4種
（ポルチーニ・にんにくトマト・
海老クリーム×各2、ボロネーゼ×4）

税込
価格

ネット
特典対象

ネット
特典対象

ネット
特典対象

～２０２2 年 限 定
　 　 超 人 気 商 品 詰め合わせ～京みやび箱の

※のし掛け、ギフト包装、セット内容の変更は承れません。

1,944円税込価格

創味のつゆ（200ml）　   創味シャンタン粉末タイプ（50ｇ）
手造りぽんず（300ml）　だしのきいたまろやかなお酢（500ml）
手造りごまドレッシング
　

商品番号 666
送料無料 ポイント付与対象!

たくみ

商品番号1028T-28
1,944円税込

価格

匠のつゆ（1000ml）×2

商品番号1038T-38
2,776円税込

価格

匠のつゆ（1000ml）×3

商品番号1333U-33
2,776円税込

価格

匠のつゆ（1000ml）
創味のつゆ（500ml）
手造りたまねぎ
ドレッシング（390ml）
吟選すりごま（50ｇ×2）

定番
人気

1セットにつき
100
ポイント
進 呈！

2022

ダンボール箱での
お届けとなります。




