
ご注文のご案内



１．ご注文
・ 電話 047-337-4602

・ ＦＡＸ 047-337-9883

品種、箱のサイズ（３kg・５kg・１０kg）、梨の大きさをお伝えく

ださい。（明記） ※ＨＰ上でＦＡＸ送信票がダウンロードできます。

２．お届け
お届け日は、その時期の注文の込み具合によって異なります。

数量に限りがありますので、お受けできない場合もございます。

必ずお電話にてご確認ください。

基本的に発送は受け付け順となっております。

発送日まで日数がかかる場合でも、

収穫した当日に発送しておりますのでご安心ください。

３．お支払
・ 代金引換（※代引手数料はお客様ご負担）

・ コンビニ振込

・ ゆうちょ銀行、東京ベイ信用金庫 振込

初めてご利用のお客様は、

ご入金確認後の発送または代金引換となります。



ご予算 約3,500円

単身世帯やご年配夫婦など人数が少なめの先様へ。
３Ｋ箱のスッキリ食べ切りサイズ。

幸水3Ｌ・３kg（８個入り） ￥2,600 + 関東送料￥900

豊水2Ｌ・３kg（9個入り） ￥2,500 + 関西送料￥1,010

（例）

ご予算 約5,000 円

ご近所におすそわけされる先様。
人数が多めのご家族の方にオススメです。

幸水2Ｌ・5kg（15～16個入り） ￥3,600 + 関東送料￥1,120

豊水２Ｌ・5kg（15～16個入り） ￥3,600 + 九州送料￥1,610

（例）

お買いもの例



10kg箱 個入り ５kg箱 個入り ３kg箱 個入り

5L ¥8,900 18～20 ¥4,800 9～10 ¥3,200 6

4L ¥7,900 22～24 ¥4,300 11～12 ¥2,900 7

3L ¥7,400 26～28 ¥4,100 13～14 ¥2,600 8

2L ¥6,400 30～32 ¥3,600 15～16 ¥2,200 9

L ¥5,800 36 ¥3,300 18 ¥2,000 10

M ¥4,800 40 ¥2,800 20 ¥1,600 10

+\400 +\200 +\100

10kg箱 個入り ５kg箱 個入り ３kg箱 個入り

6L ¥8,400 14～16 ¥4,600 7～8 ¥3,500 6

5L ¥7,900 18～20 ¥4,300 9～10 ¥3,000 6

4L ¥7,400 22～24 ¥4,100 11～12 ¥2,700 7

3L ¥6,900 26～28 ¥3,800 13～14 ¥2,600 8

2L ¥6,400 30～32 ¥3,600 15～16 ¥2,500 9

L ¥5,800 36 ¥3,300 18 ¥2,000 10

幸　　水

豊　　水

(　‘なつひかり’‘ 秋麗 ’は 別途上記追加料金　）



10kg箱 個入り ５kg箱 個入り ３kg箱 個入り

７玉 ¥8,300 14 ¥4,500 7 ¥3,500 5

８玉 ¥7,900 16 ¥4,300 8 ¥3,400 6

９玉 ¥7,500 18 ¥4,100 9 ¥3,000 6

10玉 ¥7,100 20 ¥3,900 10 ¥2,600 6

12玉 ¥6,700 22～24 ¥3,700 11～12 ¥2,500 7

10kg箱 個入り ５kg箱 個入り ３kg箱 個入り

６玉 ¥7,900 12 ¥4,300 6

７玉 ¥7,400 14 ¥4,100 7 ¥3,100 5

８玉 ¥6,900 16 ¥3,800 8 ¥3,000 6

９玉 ¥6,400 18 ¥3,600 9 ¥2,500 6

10玉 ¥5,300 20 ¥3,100 10

あ き づ き　・　秋 満 月　

新　高　・　王　秋　

あ き み つ き



関東 … 群馬・栃木・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨
中部 … 静岡・愛知・岐阜・三重
北陸 … 富山・石川・福井
信越 … 新潟・長野
南東北 … 宮城・山形・福島
関西 … 滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山
北東北 … 青森・秋田・岩手
中国 … 岡山・広島・鳥取・島根・山口
四国 … 香川・徳島・高知・愛媛

関東
中部・北陸
信越・南東北 北東北 関西 中国 四国 九州・北海道 沖縄

～3kg ¥900 ¥950 ¥1,060 ¥1,010 ¥1,120 ¥1,180 ¥1,290 ¥1,870

～5kg ¥1,120 ¥1,180 ¥1,230 ¥1,230 ¥1,340 ¥1,450 ¥1,610 ¥2,420

～10kg ¥1,350 ¥1,350 ¥1,460 ¥1,460 ¥1,510 ¥1,620 ¥1,790 ¥2,970

～15kg ¥1,560 ¥1,560 ¥1,670 ¥1,670 ¥1,730 ¥1,830 ¥2,060 ¥3,520

～20kg ¥1,860 ¥1,860 ¥1,980 ¥1,980 ¥2,040 ¥2,140 ¥2,530 ¥4,070

ヤマト運輸
宅急便送料表


