
 

120g) 5832 円（5400 円） 

130g） 2376 円（2200 円） 

2970 円（2750 円） 

5076 円（4700 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

150g) 3024 円（2800 円） 

150g) 4536 円（4200 円） 

 

 

g) 2592 円（2400 円） 

g) 3240 円（3000 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1242 円（1150 円） 

1188 円（1100 円）

2808 円（2600 円）

3132 円（2900 円） 2484 円（2300 円） 

1728 円（1600 円） 1296 円（1200 円） 

1512 円（1400 円） 1080 円（1000 円） 

2160 円（2000 円） 1728 円（1600 円） 

4212 円（3900 円） 

3996 円（3700 円） 

4644 円（4300 円） 

2808 円（2600 円） 

3456 円（3200 円） 

3240 円（3000 円） 

5400 円（5000 円） 

5832 円（5400 円） 

5724 円（5300 円） 

4644 円（4300 円） 

5616 円（5200 円） 

4320 円（4000 円） 

4104 円（3800 円） 

4752 円（4400 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3888 円(3600 円) 5 切   

4 切  60g 

5184 円(4800 円) 7 切   

5 切 70g  

4 切  130g 

4 切 70g 70g 

6480 円(6000 円) 9 切   

7 切 70g  

7 切  130g 

6 切 70g 70g 

7776 円(7200 円） 11 切   

9 切 70g  

9 切  130g 

8 切 70g 70g 

9072 円(8400 円） 13 切   

9 切 140g 
 

9 切  250g 

8 切 110g 110g 

10368 円(9600 円） 11 切 140g  

11 切  250g 

10 切 110g 110g 

11664円(10800円） 13 切 140g  

13 切  250g 

12 切 110g 110g 
 

 

 5616 円（5200 円） 

■お申込み方法■  
お電話、メール、ＦＡＸでお申込み下さい。 

Tel：0120-33-0638 

Fax：0258-35-4483      メールお申込みフォーム 
■インターネット通販サイト■ 
  ・楽天市場店 

  ・Yahoo!店 

・ぐるすぐり店       楽天市場店       Yahoo!店  ぐるすぐり店 
 

■お支払い方法■ いずれかの決済方法をお選び下さい。 

・代金引換   代引き手数料 330 円が掛かります 

・郵便振込（後払い） 振込み手数料をご負担下さい 

・銀行振込（後払い） 振込み手数料をご負担下さい 

・ご来店お支払い  現金、各種クレジットカード 

・QR コード決済   
当館へご一報の上ご利用下さい 

 PayPay・RPay がご利用いただけます 

■配送方法■ ヤマト運輸クール宅急便での発送となります。 

常温便は下記より 200 円お引きした金額となります。 
関東・中部・信越 

北陸・南東北 
関西・北東北 中国 四国 北海道・九州 沖縄 

新潟県 ⾧野県 富山県 

石川県 福井県 宮城県 

山形県 福島県 茨城県 

栃木県 群馬県 埼玉県 

千葉県 東京都 神奈川県 

山梨県 岐阜県 静岡県 

愛知県 三重県  

青森県 岩手県 

秋田県 滋賀県 

京都府 大阪府 

兵庫県 奈良県 

和歌山県  

鳥取県 

島根県 

岡山県 

広島県 

山口県 

徳島県 

香川県 

愛媛県 

高知県 

北海道 

福岡県 
佐賀県 ⾧崎県 

熊本県 大分県 

宮崎県 

鹿児島県 

沖縄県 

1000 円 1100 円 1200 円 1300 円 1400 円 1800 円 
 

※価格は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承下さい。 


