
出荷開始予定日：１２月２１日

ご注文締切日 ： ９月１０日

※開発中の商品の為、デザインや仕様が一部変更になる場合がございます。
※アソート商品につきましては、アソート比率は一定ではございません。ご了承下さい。
※お菓子の内容は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。
寸法表示は  製品サイズ：幅× 奥行× 高さ（mm）　ケースサイズ：長辺× 短辺× 高さ（mm） イズミクリエーション

（４柄ランダム）

ホワイトチョコ
２個

ミルクチョコ
２個

CATクランチ４P

入　　　数 ： 24×1
賞味期間 ： 180 日
JAN コード ： 4991762208000
製品サイズ ： 170×25×100
ケースサイズ ： 350×300×115

￥350(税抜価格 )
8

ホワイトチョコ
３個

 ストロベリーチョコ
８個

ブルーベリーチョコ
８個

（４柄ランダム）

ミルクチョコ
３個

チェリーチョコ
８個

オレンジチョコ
８個

メロンチョコ
８個

レモンチョコ
８個

キャットクランチ
チョコBOX( アソート )

入　　　数 ： 12×1
賞味期間 ： 180 日
JAN コード ： 4991762199025
製品サイズ ： 90×60×115
ケースサイズ ： 375×195×128

￥400(税抜価格 )
7

ネコのパッケージに

ネコ柄のクランチが

入ったギフトＢＯＸ。

ギフトボックスの窓からネコ
柄のクランチチョコが顔を出
す商品。

２０２２年バレンタインカタログ２０２２年バレンタインカタログ

ポッピンフルーツチョコレートポッピンフルーツチョコレート ※賞味期限は 2022 年 6 月１日予定

※賞味期限は 2022 年 5 月 20 日予定 ※賞味期限は 2022 年 5 月 20 日予定

上代 ￥380 入 数 12×1 240 日 80×45×160 290×175×175賞味期間 製品サイズ ケースサイズ
（税抜価格）

ポッピンフルーツチョコレート
(ストロベリー )1
JANコード：4991762217033

ポッピンフルーツチョコレート
(チェリー )4
JANコード：4991762217064

ポッピンフルーツチョコレート
(オレンジ )5
JANコード：4991762217071

ポッピンフルーツチョコレート
(メロン )6
JANコード：4991762217088

ポッピンフルーツチョコレート
(ブルーベリー )2
JANコード：4991762217040

ポッピンフルーツチョコレート
(レモン )3
JANコード：4991762217057

NEW

パチパチはじけるフルーツチョコレートが入った BOX 商品です。



２０２２年バレンタイン商品一覧表 ・ 商品注文書

ご注文の際はこの発注書をコピーしてご利用くださいますようお願い致します。

〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町1260-2　TEL:072-448-7770（代）
URL:http://www.dagashiya.co. jp/

072-448-7779
ご注文は FA Xでお願い致します。

ご注文数Ｎｏ． 税抜価格 ケース入数 ＪＡＮコード商品名

1

2

3

4

5

6

7

8 ＣＡＴクランチ４Ｐ  350 24×1 4991762208000

キャットクランチチョコＢＯＸ（アソート） 400 12×1 4991762199025

ポッピンフルーツチョコレート（ストロベリー） 380 12×1 4991762217033

ポッピンフルーツチョコレート（ブルーベリー） 380 12×1 4991762217040

ポッピンフルーツチョコレート（レモン） 380 12×1 4991762217057

ポッピンフルーツチョコレート（チェリー） 380 12×1 4991762217064

ポッピンフルーツチョコレート（オレンジ） 380 12×1 4991762217071

ポッピンフルーツチョコレート（メロン） 380 12×1 4991762217088

※発注単位はケース数です。

※掲載商品は、 軽減税率対象商品のため税率は８％になります。

メーカー記入欄

●催事商品につき、キャンセル・返品はご遠慮ください。　　　　　　　　　　　
●アイテムによっては、品切れ等によりお受け出来ない商品が出て参りますのでご了承ください。
●商品改良の為、商品の仕様やパッケージデザイン等、掲載写真と多少異なる場合がございますので予めご了承ください。
●お菓子の内容は変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●カタログ中の商品名は商品の特徴を表す記号代用の仮称です。プライスカード等は金額のみでお願い致します。
●ご注文の税抜価格合計金額が納品先ごとに30,000円未満の場合、恐れ入りますが運送料をご負担していただきます。
　北海道・沖縄・離島についてはご注文金額にかかわらず運送料をいただきますのでご了承ください。
● ご注文締切後、ミニマム生産数に満たない場合は、販売を中止する場合がありますので予めご了承ください。

御　社　名

御社住所

直送先名称

直送先住所

希望納品日 営業担当 備　考

ご発注者名 ご発注日

TEL FAX

TEL

（納品日は必ずご記入ください）

月　　　日

月　　　　日

予 定

※上記日にちは、商品確保する日にちではございません。

●出荷のご依頼後から納品までに２週間を要します。
●商品到着は最短でも出荷日より中1日はかかります。

ご注文締切日 出荷開始日

2021年 2021年12月21日（火）9月10日（金）までにお願い致します。

FAX



※開発中の商品の為、デザインや仕様が一部変更になる場合がございます。
※アソート商品につきましては、アソート比率は一定ではございません。ご了承下さい。
※お菓子の内容は変更になる場合がございますので予めご了承下さい。
寸法表示は  製品サイズ：幅× 奥行× 高さ（mm）　ケースサイズ：長辺× 短辺× 高さ（mm） イズミクリエーション

出荷開始予定日：１月１８日

ご注文締切日 ： １０月８日

桜味キャンディ
８個

SAKURAジャー

入　　　数 ： 12×1
賞味期間 ： 240 日
JAN コード ： 4991762199049
製品サイズ ： 53×53×112
ケースサイズ ： 242×183×128

￥540(税抜価格 )
9

桜味クッキー
6個

いちごキャンディー
6個

クッキーBOX
（さくら）

入　　　数 ： １２×1
賞味期間 ： 120 日
JAN コード ： 4991762207515
製品サイズ ： 90×60×115
ケースサイズ ： 375×195×128

￥400(税抜価格 )
10

ストロベリーキャンディジャー

入　　　数 ： 12×1
賞味期間 ： 270 日
JAN コード ： 4991762207522
製品サイズ ： 53×53×112
ケースサイズ ： 242×183×128

￥540(税抜価格 )
11

いちごジャムサンドクッキー
60ｇ

いちごジャムサンドBOX

入　　　数 ： 20×1
賞味期間 ： 120 日
JAN コード ： 4991762207546
製品サイズ ： 105×30×150
ケースサイズ ： 340×225×168

￥400(税抜価格 )
12

春にぴったりの

桜デザインのジャー。

中に桜味のキャンディ

が入っています。 

いちご柄のジャーに

いちご型のキャンディ

が入った商品。

いちごジャムサンド

クッキーが入った BOX

商品。

春らしい、さくら味の

クッキーが入った BOX

商品。

２０２２年さくら＆ストロベリーカタログ２０２２年さくら＆ストロベリーカタログ

※賞味期限は 2022 年 6 月 30 日予定

※賞味期限は 2022 年 7 月 31 日予定 ※賞味期限は 2022 年 5 月 10 日予定

※賞味期限は 2022 年 5 月 10 日予定



２０２２年さくら＆ストロベリー商品一覧表 ・ 商品注文書

ご注文の際はこの発注書をコピーしてご利用くださいますようお願い致します。

〒596-0816 大阪府岸和田市尾生町1260-2　TEL:072-448-7770（代）
URL:http://www.dagashiya.co. jp/

072-448-7779
ご注文は FA Xでお願い致します。

ご注文数Ｎｏ． 税抜価格 ケース入数 ＪＡＮコード商品名

9

10

11

12

ＳＡＫＵＲＡジャー 540 12×1 4991762199049

クッキーＢＯＸ（さくら） 400 12×1 4991762207515

ストロベリーキャンディジャー 540 12×1 4991762207522

いちごジャムサンドＢＯＸ 400 20×1 4991762207546

※発注単位はケース数です。

※掲載商品は、 軽減税率対象商品のため税率は８％になります。

メーカー記入欄

●催事商品につき、キャンセル・返品はご遠慮ください。　　　　　　　　　　　
●アイテムによっては、品切れ等によりお受け出来ない商品が出て参りますのでご了承ください。
●商品改良の為、商品の仕様やパッケージデザイン等、掲載写真と多少異なる場合がございますので予めご了承ください。
●お菓子の内容は変更になる場合がございますので予めご了承ください。
●カタログ中の商品名は商品の特徴を表す記号代用の仮称です。プライスカード等は金額のみでお願い致します。
●ご注文の税抜価格合計金額が納品先ごとに30,000円未満の場合、恐れ入りますが運送料をご負担していただきます。
　北海道・沖縄・離島についてはご注文金額にかかわらず運送料をいただきますのでご了承ください。
● ご注文締切後、ミニマム生産数に満たない場合は、販売を中止する場合がありますので予めご了承ください。

御　社　名

御社住所

直送先名称

直送先住所

希望納品日 営業担当 備　考

ご発注者名 ご発注日

TEL FAX

TEL

（納品日は必ずご記入ください）

月　　　日

月　　　　日

予 定

※上記日にちは、商品確保する日にちではございません。

●出荷のご依頼後から納品までに２週間を要します。
●商品到着は最短でも出荷日より中1日はかかります。

ご注文締切日 出荷開始日

2021年 2022年 1月18日（火）10月8日（金）までにお願い致します。

FAX


