
商品名 商品番号 内容量 価格（税込） 商品番号 価格（税込）

a0140 280ｇ ¥1,944 a0150 ¥1,750

a0141 700ｇ ¥3,888 a0151 ¥3,500

a0142 750ｇ木箱 ¥5,400 a0152 （820ｇ木箱） ¥5,400 ※

a0221 380g ¥2,333 a0231 ¥2,100

a0222 800g ¥4,536 a0232 ¥4,100

a0223 350g木箱 ¥2,592 a0233 ¥2,350

a0224 750ｇ木箱 ¥5,314 a0234 ¥4,800 ※

女松梅干セット a0135
大梅380ｇ+

小梅350ｇ
¥5,035 a0136 ¥4,550 ※

a0440 280ｇ ¥1,944 a0450 ¥1,750

a0441 700ｇ ¥3,888 a0451 ¥3,500

a0442 750ｇ木箱 ¥5,400 a0452（820ｇ木箱） ¥5,400 ※

a0521 380g ¥2,333 a0531 ¥2,100

a0522 800g ¥4,536 a0532 ¥4,100

a0523 350g木箱 ¥2,592 a0533 ¥2,350

a0524 750ｇ木箱 ¥5,314 a0534 ¥4,800 ※

梅の年輪セット a0435
大梅380ｇ+

小梅350ｇ
¥5,035 a0436 ¥4,550 ※

a0640 280ｇ ¥1,944 a0650 ¥1,750

a0641 700ｇ ¥3,888 a0651 ¥3,500

a0642 750ｇ木箱 ¥5,400 a0652（820ｇ木箱） ¥5,400 ※

a0721 380g ¥2,333 a0731 ¥2,100

a0722 800g ¥4,536 a0732 ¥4,100

a0723 350g木箱 ¥2,592 a0733 ¥2,350

a0724 750ｇ木箱 ¥5,314 a0734 ¥4,800 ※

梅富久良セット a0635
大梅380ｇ+

小梅350ｇ
¥5,035 a0636 ¥4,550 ※

a2518 280ｇ ¥1,944 a2510 ¥1,750

a2519 700ｇ ¥3,888 a2511 ¥3,500

a1601 280ｇ ¥1,944 a1610 ¥1,750

a1602 700ｇ ¥3,888 a1611 ¥3,500

a1118 280ｇ ¥1,728 a1110 ¥1,600

a1119 700ｇ ¥3,240 a1111 ¥2,950

a1301 280ｇ ¥1,728 a1310 ¥1,600

a1302 700ｇ ¥3,240 a1311 ¥2,950

a2308 250ｇ木箱 ¥3,110 a2310 ¥2,800

a2309 720g ¥6,804 a2311 ¥6,650 ※

昆布梅 a1205 700ｇ ¥3,240 a1201 ¥2,950

白干梅 自然もの a1807 700ｇ ¥3,888 a1801 ¥3,500

種なし　女松 a3011 250ｇ ¥3,240 a3021 ¥2,950

種なし　年輪 a3012 250g ¥3,240 a3022 ¥2,950

種なし　富久良 a3013 250ｇ ¥3,240 a3023 ¥2,950

種なし　こんぶ巻 a3014 5粒 ¥1,296 a3024 ¥1,200

変更前 変更後

梅富久良小梅干

梅瑞祥

乙女梅干

かつお味梅

梅椎茸

こんぶ巻梅

女松梅干

女松小梅干

梅の年輪

梅の年輪小梅干

価格改定（値下げ）のご案内

　平素は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

　2021年1月12日より、梅の不作に伴う原料梅の高騰により価格改定をさせて頂いておりましたが、

　2021年10月1日ご注文受付分より、一部商品の内容量増加と値下げを実施させて頂きます。変更内容は下の通りとなっております。

　今後とも変わらぬご愛顧を頂けますようお願い申し上げます。

※印の商品は送料無料

梅富久良

　※上記商品以外でも一部商品につきましては値下げとなっております。



　半年コース（3回お届け）

商品名 商品番号 内容量 価格（税込） 商品番号 価格（税込）

女松梅干 ｓ0643 700ｇ×2箱 ¥23,328 s0653 ¥21,000

梅の年輪 ｓ0644 700ｇ×2箱 ¥23,328 s0654 ¥21,000

梅富久良 ｓ0645 700ｇ×2箱 ¥23,328 s0655 ¥21,000

かつお味梅 ｓ0646 700ｇ×2箱 ¥19,440 s0656 ¥17,700

乙女梅干 ｓ0647 700ｇ×2箱 ¥23,328 s0657 ¥21,000

はちみつ梅酢 ｓ0610 720ml×6本 ¥19,440

梅はちみつ黒酢 ｓ0611 720ml×6本 ¥15,552 s0600 ¥15,480

　1年コース（6回お届け）

商品名 商品番号 内容量 価格（税込） 商品番号 価格（税込）

女松梅干 ｓ0743 700ｇ×2箱 ¥46,656 s0753 ¥42,000

梅の年輪 ｓ0744 700ｇ×2箱 ¥46,656 s0754 ¥42,000

梅富久良 ｓ0745 700ｇ×2箱 ¥46,656 s0755 ¥42,000

かつお味梅 ｓ0746 700ｇ×2箱 ¥38,880 s0756 ¥35,400

乙女梅干 ｓ0747 700ｇ×2箱 ¥46,656 s0757 ¥42,000

はちみつ梅酢 ｓ0710 720ml×6本 ¥38,880

梅はちみつ黒酢 ｓ0711 720ml×6本 ¥31,104 s0700 ¥30,960

変更無し

変更前

変更前

変更後

定期購入　価格改定のご案内

変更後

  2021年10月1日からの価格改定に伴い、定期購入のお申込み価格も変更となります。

  定期購入の価格変更につきましては2021年9月1日より実施させて頂いております。変更内容は下の通りです。

変更無し


