
お客様各位 株式会社ナチュラル・ハーモニー
ナチュラル・ハーモニーの宅配

2020年 11月吉日

自然栽培米の
「販売価格」と「規格（販売重量）」の改定について

　みなさまに継続して支えていただいたおかげで、自然栽培のお米の収穫量も以前に比べると安定を
見込めるようになってきました。そのため僅かばかりですが、このたび値下げをさせていただきます。
　新価格につきましては、裏面の「2020年度産自然栽培米販売価格表」をご覧ください。　

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
お米のアイテムにつきまして、以下の改定事項をお知らせいたします。

改定日：2020年12月７日（月）　お届け分より

①販売価格の改定について

②規格（販売重量）の改定について
　現在お米を包装しているプラスチック資材の使用量削減を目指し、3kgおよび1.5kg規格を、2kgに
統一いたします。
　改定にあたり対象商品を定期登録されている方につきましては、下記の通り登録変更のお手続きが
発生してしまいます。お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

5kgの商品をご登録の方
●変更手続きは発生いたしません。

3kgの商品をご登録の方
●新規格の中から、ご希望の商品・注文数・配送頻度（毎週・隔週・4週に一度）をお知らせください。
●締切日までに変更の連絡をいただけない場合は、一旦「2kg」へ変更してお届けいたします。
　
1.5kgの商品をご登録の方
●新規格の中から、ご希望の商品・注文数・配送頻度（毎週・隔週・4週に一度）をお知らせください。
●締切日までに変更のご連絡がいただけない場合は、一旦「お米を一回休み」とさせていただきます。
●お米のみご登録の方は、ご連絡をいただけない場合、一旦「一回のみ配送の休み」となるためご注意ください。

変更にあたってのお願い

対象アイテム

1.5kg

・かかしの夢（ササニシキ・コシヒカリ）
・瑞穂のしらべ（ササニシキ・コシヒカリ）
・阿部さんのお米
・ゆきひかり
・北海道・西日本のお米
・ふるまい 

3kg 1.5kg

・かかしの夢（ササニシキ）
・瑞穂のしらべ（ササニシキ）
・畑さんのお米
・阿部さんのお米
・木戸さんのお米
・浦山さんのお米
・亀の尾
・おてんと米

定期登録されている方 … 変更のご連絡がない場合、
自動的に2kgへ登録が変更となります。

定期登録されている方 … 変更のご連絡がない場合、お米の配送が
1回お休みとなります。（お米のみ登録の方は1回のみ配送の休み）

作成日：2020/11/9
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価格

 追加注文

価格
商品名 精米歩合 内容量

 定期登録

価格

 追加注文

価格

5kg ¥5,400 ¥5,616 5kg ¥4,800 ¥5,200

3kg ¥3,373 ¥3,507 2kg ¥2,000 ¥2,200

1.5kg ¥1,738 ¥1,807 5kg ¥4,800 ¥5,200

5kg ¥5,400 ¥5,616 2kg ¥2,000 ¥2,200

3kg ¥3,373 ¥5,307 5kg ¥4,300 ¥4,700

1.5kg ¥1,738 ¥1,807 2kg ¥1,800 ¥2,000

5kg ¥4,917 ¥5,113 5kg ¥4,800 ¥5,200

3kg ¥3,066 ¥3,188 2kg ¥2,000 ¥2,200

1.5kg ¥1,574 ¥1,637 5kg ¥4,300 ¥4,700

5kg ¥5,400 ¥5,616 2kg ¥1,800 ¥2,000

3kg ¥3,373 ¥3,507 5kg ¥6,000 ¥6,600

5kg ¥4,917 ¥5,113 2kg ¥2,500 ¥2,750

3kg ¥3,066 ¥3,188 5kg ¥6,000 ¥6,600

5kg ¥6,758 ¥7,028 2kg ¥2,500 ¥2,750

3kg ¥4,187 ¥4,354 5kg ¥5,400 ¥5,900

1.5kg ¥2,139 ¥2,224 2kg ¥2,300 ¥2,500

5kg ¥6,758 ¥7,028 5kg ¥6,000 ¥6,600

3kg ¥4,187 ¥4,354 2kg ¥2,500 ¥2,750

1.5kg ¥2,139 ¥2,224 5kg ¥5,400 ¥5,900

5kg ¥6,151 ¥6,396 2kg ¥2,300 ¥2,500

3kg ¥3,805 ¥3,957 白米 2kg ¥2,500 ¥2,750

1.5kg ¥1,944 ¥2,021 玄米 2kg ¥2,300 ¥2,500

5kg ¥6,758 ¥7,028 白米 2kg ¥2,650 ¥2,900

3kg ¥4,187 ¥4,354 玄米 2kg ¥2,400 ¥2,650

5kg ¥6,151 ¥6,396 5kg ¥6,300 ¥6,900

3kg ¥3,805 ¥3,957 2kg ¥2,650 ¥2,900

白米 1.5kg ¥2,139 ¥2,224 5kg ¥5,700 ¥6,200

玄米 1.5kg ¥1,944 ¥2,021 2kg ¥2,400 ¥2,650

3kg ¥4,548 ¥4,730 白米 2kg ¥3,200 ¥3,500

1.5kg ¥2,373 ¥2,467 玄米 2kg ¥2,900 ¥3,200

3kg ¥4,203 ¥4,370 白米 2kg ¥2,000 ¥2,200

1.5kg ¥2,175 ¥2,261 玄米 2kg ¥1,800 ¥2,000

白米 5kg ¥7,179 ¥7,466 白米 5kg ¥4,160 ¥4,330

玄米 5kg ¥6,480 ¥6,739 玄米 5kg ¥3,780 ¥3,930

白米 1.5kg ¥2,818 ¥2,931 白米 2kg ¥2,500 ¥2,750

玄米 1.5kg ¥2,561 ¥2,663 玄米 2kg ¥2,300 ¥2,500

白米 1.5kg ¥1,738 ¥1,807 白米 2kg ¥2,500 ¥2,750

玄米 1.5kg ¥1,574 ¥1,637 玄米 2kg ¥2,300 ¥2,500

白米 5kg ¥4,045 ¥4,206 白米 2kg ¥2,650 ¥2,900

玄米 5kg ¥3,701 ¥3,849 玄米 2kg ¥2,400 ¥2,650

白米 3kg ¥4,351 ¥4,525 5kg ¥5,800 ¥6,300

玄米 3kg ¥3,950 ¥4,108 2kg ¥2,400 ¥2,650

白米 1.5kg ¥2,139 ¥2,224 5kg ¥5,200 ¥5,700

玄米 1.5kg ¥1,944 ¥2,021 2kg ¥2,200 ¥2,400

白米 1.5kg ¥2,397 ¥2,492 5kg ¥3,840 ¥3,990

玄米 1.5kg ¥2,170 ¥2,257 2kg ¥1,570 ¥1,640

5kg ¥6,531 ¥6,792 5kg ¥3,500 ¥3,640

3kg ¥4,053 ¥4,215 2kg ¥1,440 ¥1,490

5kg ¥5,945 ¥6,183 ※表示の価格は全て税込です。

3kg ¥3,682 ¥3,829

5kg ¥3,844 ¥3,998

3kg ¥2,366 ¥2,460

5kg ¥3,500 ¥3,639

3kg ¥2,160 ¥2,246
玄米

かかしの夢 ササニシキ

瑞穂のしらべ ササニシキ

ふるまい -古米-

瑞穂のしらべ コシヒカリ

北海道・西日本のお米

亀の尾

ゆきひかり

かかしの夢 コシヒカリ

白米

浦山さんのふるまい

阿部さんのお米

木戸さんのお米

畑さんのお米

おてんと米

石山さんのササニシキ

浦山さんのお米

白米

玄米

五分

玄米

白米

玄米

玄米

石山さんのササニシキ

玄米

白米

白米

瑞穂のしらべ ササニシキ

瑞穂のしらべ コシヒカリ

畑さんのお米

阿部さんのお米

玄米

かかしの夢 ササニシキ

かかしの夢 コシヒカリ

玄米

五分

白米
白米

五分

玄米

玄米

白米

白米

白米

玄米

五分

白米

玄米

白米

玄米

白米

玄米

白米

木戸さんのお米

浦山さんのお米

ふるまい -古米-

北海道・西日本のお米

おてんと米

亀の尾

ゆきひかり

浦山さんのふるまい


