
配送料変更に伴う商品価格変更一覧 

 

※価格は税込 

商品名 変更後価格 変更前価格 送料(込・別) 

ななほしギフト みんなでつくるトライフルセ

ット きんかん(2 人分) 

￥3,000 ￥3,700 込→別 

ななほしギフト みんなでつくるトライフルセ

ット きんかん(4 人分) 

￥3,800 ￥4,280 込→別 

ななほしギフト みんなでつくるトライフルセ

ット ブルーベリー(2 人分) 

￥3,500 ￥4,000 込→別 

ななほしギフト みんなでつくるトライフルセ

ット ブルーベリー(4 人分) 

￥4,100 ￥4,550 込→別 

九州純バタークッキー プレーン 4 個セット ￥2,280 ￥2,650 込→別 

九州純バタークッキー きなこ 4 個セット ￥2,280 ￥2,650 込→別 

九州純バタークッキー プレーン 8 個セット ￥4,480 ￥4,980 込→別 

九州純バタークッキー きなこ 8 個セット ￥4,480 ￥4,980 込→別 

九州純バタークッキー 2 種詰合せセット ￥2,350 ￥2,800 込→別 

九州純バタークッキー ちょっとしたお返しセ

ット 

￥1,280 ￥1,300 込→別 

本格宮崎辛麺 2 袋セット ￥1,600 ￥1,641 込 

本格宮崎辛麺 6 袋セット ￥4,580 ￥4,900 込→別 

みやだいず 蒸しだいず 80g ￥300 ￥335 別 

みやだいず 蒸しだいず 80g×3 袋 ￥1,300 ￥1,360 込 

みやだいず 蒸しだいず 150g ￥500 ￥518 別 

みやだいず 蒸しだいず 150g×3 袋 ￥1,400 ￥1,980 込 

米良糸巻大根 切り干し ￥700 ￥390 別→込 

米良糸巻大根 切り干し 5 袋 ￥1,900 ￥1,950 込 

太陽のモリンガパウダー 40g ￥1,500 ￥1,380 込 

太陽のモリンガパウダー 70g ￥2,480 ￥2,560 込 

太陽のモリンガ茶 オリジナル 7 包 ￥1,000 ￥840 込 

太陽のモリンガ茶 オリジナル 14 包 ￥1,600 ￥1,500 込 

太陽のモリンガ茶 オリジナル 31 包 ￥2,200 ￥2,160 込 

太陽のモリンガ茶 レモングラス 7 包 ￥1,100 ￥900 込 

太陽のモリンガ茶 レモングラス 14 包 ￥1,800 ￥1,650 込 

太陽のモリンガ茶 レモングラス 20 包 ￥2,300 ￥2,100 込 



商品名 変更後価格 変更前価格 送料(込・別) 

もりもっ茶 リーフタイプ 在来焙じ茶 80g ￥1,280 ￥1,200 込 

もりもっ茶 選べるリーフタイプ 2 袋 ￥3,000 ￥2,350 込 

もりもっ茶 選べるリーフタイプ 4 袋 ￥4,780 ￥4,350 込 

もりもっ茶 ティーバッグ 満月茶 20P ￥1,400 ￥1,950 込→別 

もりもっ茶 ティーバッグ 水出し茶 25P ￥1,100 ￥1,720 込→別 

もりもっ茶 ティーバッグ 三年熟成番茶 20P ￥1,260 ￥1,820 込→別 

もりもっ茶 ティーバッグ 在来ほうじ茶 25P ￥1,260 ￥1,820 込→別 

もりもっ茶 ティーバッグ 豊茶 20P ￥1,400 ￥1,950 込→別 

もりもっ茶 選べるティーバッグ 2 袋 ￥2,680 ￥2,800 込→別 

もりもっ茶 ほっこり茶の湯 選べる 2 袋 ￥1,660 ￥1,500 込 

もりもっ茶 ほっこり茶の湯 選べる 4 袋 ￥3,000 ￥2,600 込 

ゴボチ プレーン醤油 4 袋 ￥1,980 ￥2,400 込→別 

ゴボチ ブラックペッパー 4 袋 ￥1,980 ￥2,400 込→別 

ゴボチ ピリ辛 4 袋 ￥1,980 ￥2,400 込→別 

ゴボチ 3 種から選べる 4 袋 ￥1,980 ￥2,400 込→別 

ゴボチ プレーン醤油 10 袋 ￥4,680 ￥5,400 込→別 

ゴボチ ブラックペッパー 10 袋 ￥4,680 ￥5,400 込→別 

ゴボチ ピリ辛 10 袋 ￥4,680 ￥5,400 込→別 

ゴボチ 3 種から選べる 10 袋 ￥4,680 ￥5,400 込→別 

小山田のどら焼き 小豆 5 個セット(ギフト箱

入) 

￥1,380 ￥2,400 込→別 

小山田のどら焼き 白あん 5 個セット(ギフト

箱入) 

￥1,380 ￥2,400 込→別 

小山田のどら焼き 抹茶あん 5 個セット(ギフ

ト箱入) 

￥1,380 ￥2,400 込→別 

小山田のどら焼き 小豆 10 個セット(ギフト

箱入) 

￥2,200 ￥3,100 込→別 

小山田のどら焼き 白あん 10 個セット(ギフ

ト箱入) 

￥2,200 ￥3,100 込→別 

小山田のどら焼き 抹茶あん 10 個セット(ギ

フト箱入) 

￥2,200 ￥3,100 込→別 

小山田のどら焼き 15 個セット(ギフト箱入) ￥3,000 ￥3,970 込→別 

お菓子の小山田 生どらマンゴー 4 個セット ￥2,200 ￥3,480 込→別 

お菓子の小山田 生どら抹茶 4 個セット ￥2,200 ￥3,480 込→別 



商品名 変更後価格 変更前価格 送料(込・別) 

お菓子の小山田 生どらマンゴー/抹茶 各 2 個

入セット 

￥2,200 ￥3,480 込→別 

お菓子の小山田 生どらマンゴー 8 個セット ￥3,750 ￥4,980 込→別 

お菓子の小山田 生どら抹茶 8 個セット ￥3,750 ￥4,980 込→別 

お菓子の小山田 生どらマンゴー/抹茶 各 4 個

入セット 

￥3,750 ￥4,980 込→別 

あたりや 雷々餡 1 袋 ￥1,000 ￥990 込 

あたりや 雷々餡 2 袋 ￥1,800 ￥1,660 込 

あたりや 雷々餡 4 袋 ￥3,000 ￥2,800 込 

わしの脇腹 1 箱 ￥1,400 ￥1,500 込 

わしの脇腹 2 箱セット ￥2,680 ￥2,350 込 

わしの脇腹 4 箱セット ￥4,980 ￥4,200 込 

自家燻製工房 YOKOYAMA のスモークチーズ 

170g 

￥1,400 ￥1,404 込 

日向夏らっきょう ￥700 ￥346 込 

ぶり鶏 炭火焼 ￥850 ￥940 別 

地頭鶏 生ハム ￥750 ￥702 別 

豚酢もつ ￥430 ￥421 別 

完熟きんかんジャム ￥1,000 ￥1,080 込 

完熟きんかんマーマレード ￥1,000 ￥1,080 込 

完熟きんかんシロップ ￥1,300 ￥1,500 込→別 

お菓子のピーターパン チーズぼう 10 本 ￥2,000 ￥2,900 込→別 

お菓子のピーターパン チョコぼう 10 本 ￥2,000 ￥2,900 込→別 

ねむらせ豆腐 20g ￥1,080 ￥1,620 込→別 

ねむらせ豆腐 20g×3 個 ￥2,160 ￥2,800 込→別 

ねむらせ豆腐 20g×6 個 ￥3,240 ￥4,700 込→別 

ねむらせ豆腐 80g ￥1,600 ￥2,300 込→別 

ねむらせ豆腐 80g×3 個 ￥3,200 ￥4,320 込→別 

ねむらせ豆腐 80g×3 個 ギフトセット ￥3,800 ￥4,500 込→別 

 

 


