
◆特別栽培梅酒 邑人3本入り
720ml×3本 ¥4,500B-7

◆邑人の梅
ペット容器（500g） ¥1,050B-80

◆特選セット

◆特選うす塩味梅
U-10 個包装20粒入り ¥4,200

D-1 個包装20粒入り ¥4,200
うす塩味梅干10粒・邑咲10粒

特選シリーズ
◆特選邑咲
M-3 個包装20粒入り ¥4,200

◆ちびっこ梅
T-1 ペット容器（1.1kg）　 ¥4,000

木箱（500g） ¥2,310
木箱（1kg） ¥4,305

木箱（500g） ¥2,520
木箱（1kg） ¥5,040

●個人情報保護の取組みについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社の従業者は、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。●お客様の情報は、ご注文いただきました商品の発送、商品の
お届け後のアフターサービス、お問い合せ、各種カタログ・ダイレクトメール・電子メールの送付、アンケートの実施等に利用させていただきます。●お客様からお預かりした個人情報を、業務の委託以外には、法令に定められた場合を除き、第三者
への開示、提供することはございません。●お客様の個人情報を常に最新かつ正確な状態で管理するよう努めます。お客様のお申し出に基づき開示請求にお応えし、その結果万一誤った情報があった場合には迅速に訂正いたします。

木箱（500g） ¥2,360
木箱（1kg） ¥4,410
エコ容器（1kg） ¥4,200
エコ容器（500g） ¥2,150

◆しそ漬梅干
木箱（500g）L-1 ¥2,100
木箱（1kg）L-2 ¥3,990
木箱（1.5kg）L-3 ¥5,985
木箱（2kg）L-4 ¥7,770
ペット容器（1kg）L-8 ¥3,780
ペット容器（500g）L-9 ¥1,890

練り（55g×1） ¥1,575
粒（30g×1） ¥1,575

◆しそ漬小梅
木箱（500g）S-1 ¥2,310
木箱（1kg）S-2 ¥4,305
木箱（1.5kg）S-3 ¥6,510
木箱（2kg）S-4 ¥8,505
ペット容器（1kg）S-8 ¥4,095
ペット容器（500g）S-9 ¥2,100

◆うす塩味梅干

品番 容器（容量）

商品価格表

お申し込み お支払い方法

送料について

価格（税込） 品番 容器（容量） 価格（税込） 品番 容器（容量） 価格（税込）

¥2,100

¥3,800

¥2,800

¥3,990
¥5,985
¥7,770
¥3,780
¥1,890

木箱（500g）

320g×3個セット

木箱（700g）

木箱（1kg）
木箱（1.5kg）
木箱（2kg）
ペット容器（1kg）
ペット容器（500g）

U-1

J-3

J-7

U-2
U-3
U-4
U-8
U-9

◆かつお味梅
木箱（500g）K-1 ¥1,890
木箱（1kg）K-2 ¥3,570
木箱（1.5kg）K-3 ¥5,250
木箱（2kg）K-4 ¥6,930
ペット容器（1kg）K-8 ¥3,255
ペット容器（500g）K-9 ¥1,680

◆さくら乃

¥3,000
うす塩味梅干
個包装 6粒入り
梅エキス
（練り・粒←どちらかひとつ）

◆ありがとう梅干

◆ 皆平白梅〔かいだれしらうめ〕

木箱（1kg）Z-2
木箱（1.5kg）Z-3

木箱（500g）Z-1 ¥1,890

¥4,500

¥500

¥3,570
¥5,250

木箱（2kg）Z-4 ¥6,930
ペット容器（1kg）Z-8 ¥3,255
ペット容器（500g）Z-9 ¥1,680

チューブ容器340g ¥840
ペット容器1kg ¥2,100

チューブ容器340g ¥840
ペット容器1kg ¥2,100

◆ 蜜っこ
H-1
H-2

ペット容器（1kg） ¥4,095H-8
ペット容器（500g） ¥2,100H-9

◆邑 咲 〔むらさき〕

M-1
M-2

◆みかん梅

◆特別栽培梅酒 邑人（むらびと）

C-1
C-2
C-8
C-9

720ml×1本 ¥1,500B-5

◆  梅 エキス
E-1
E-2

梅肉
◆うす塩味梅肉
A-5
A-6

A-7
A-8

◆しそ漬梅肉

●受付時間：営業時間　午前8：00～午後5：30　
●休日：日・祝祭日　※休日および上記の営業時間外は
留守番電話にて賜ります。留守番電話へのメッセージは必ず、
お名前と電話番号をお願いします。

●24時間受け付けています。

●24時間受け付けています。

お申し込みいただいた商品は、 
約10日以内にお届けします。

お支払いは4つの方法から選べます。

電話

インター
ネット

ハガキ
専用注文書

FAX

※年末年始～ゴールデンウィーク・お中元・お歳暮時期、盆休み時期
は通常よりお届けにお時間をいただきます。また、配達日、配達時間の
ご指定もおうかがいしています。※海外へのお届けもできます。

初めてご注文されるお客様の場合、初回に限り「代金引換」もしくは「クレジットカード」でのお支払いとさせていただきます。

商品発送時振込用紙をお
送りします。商品到着後
10日以内にお振り込みく
ださい。（手数料無料）

三菱東京UFJ銀行田辺支
店・普通口座3581614・
株式会社石神邑 
（振込手数料はお客様ご負担と
させていただきます。）　 

商品到着時、代金と引き
換。お届け時間帯をご指
定できます。（手数料無料）

N ICOS・JCB・V ISA・
MASTER・AMEXカード
がご使用いただけます。
（お申し込み時にカード番号およ
び有効期限をお知らせください。）
（手数料無料）※カード番号等
の控えはしておりません。

郵便振込
コンビニ振込 銀行振込 代金引換

（コレクト便） クレジットカード

¥500
¥1,000

¥900
¥1,400

¥800
¥1,300

九州・四国・本州

1カ所につき2万円以上お買い上げ（商品代のみ）
送 料 無 料 配 達

5kgまで

送　　　料 （消費税込み）

10kgまで

北海道 沖　縄 万一、商品に不都合がござい
ましたら、交換または返品さ
せていただきます。商品到着
後1週間以内に当社あてに
送付ください。

※10万円を超える現金のお振込には本人確認書類の提示が必要となります。

◆お花見セット

さくら乃 木箱（700g）
邑人 720ml×1本

B-20

期間限定商品 期間限定商品 期間限定商品

I-56

梅干ではありません。アルコール分あり

募集要項

応募方法

石神邑および梅をイメージした花を始め、
四季の風景、行事を題材とした作品
作品はお一人様3点までとさせていただきます。
未発表作品のみとさせていただきます。

応募期間

石神邑宛て同封の返信用封筒にて郵送も可。
用紙は自由・サイズはハガキサイズ

4月末日まで

絵手紙募集
石神邑のイメージ作りにご参加ください。

▲田辺梅林の頂上・大蛇峰からの石神の郷の花風景　地元の梅農家さんの作品

応募作品
石神邑カタログ及びチラシなどに
使用させていただきます。
応募いただいた作品は返却いたしません。
応募いただいた作品の著作権は石神邑に譲渡することを
条件とさせていただきます。

梅に感謝し、梅の繁栄をねがう、梅の記念日、梅の日が今年で3回目となります。
昨年同様、京都と地元で祈願祭りが執り行われる予定です。

特選マークは“ええもん”のしるし 特選マークは紀州梅干の証

石神邑の梅干は全て国産の紀州産です。外国のものは使用していません。自社農園の石神梅園でとれた梅をはじめ、地
元の農家が育てた南高梅を主な原料としています。特選マークは地元で生まれた梅を使用したものだけについています。ペッ
ト容器はふたに、木箱は包装紙のそれぞれ左下にあります。小梅は地元産にはちがいないのですが、小梅の品種自体が紀
州で生まれたものではないためにマークはついていません。純粋の“紀州っこ”だけにマークがついています。

知 っ て い ま す か ？

いしがみむら 検索

梅
酒
で
春
に
乾
杯
！

3/13（木）
（金）4/25

▲

●梅風呂敷別販売 1枚

●価格には送料は含まれていません。●（株）石神邑は、通
信販売酒類小売業免許を付与されています。●ペット容器・
エコ容器は、のし包装いたしかねますので悪しからずご了承く
ださい。●未成年の飲酒は法律で禁じられています。●酒類
は20歳未満の方には販売いたしません。酒類のご注文は1
回24本までとさせていただきます。（梅酒）製造者／株式会社
濱田　和歌山県田辺市上芳養391

 　　どしどしご応募ください！

応募していただいた方全員に粗品をプレゼントいたします。

6月6日は
“梅の日”

梅干は農産物ですので、粒の大きさや
皮質のやわらかさに多少の差異が生じ
ることがございます。何卒ご了承お願い
申し上げます。

石神邑も梅の日を記念して　

（電話・FAX・メールまたはハガキ到着分でも）　

6月 6日、当日にご注文いただきました方　　全員に粗品を　　進呈いたします。


