
  コンフィチュール専門店 niru×neru 

  1 日限定全国発送 商品オーダーシート 
 

 

 ご注文受付期間及び商品発送時期について 

 ご注文受付期間：2020 年 6 月 5 日（金）～6 月 12 日（金） 

 商品発送日：2020 年 6 月 16 日（火） ⇒お受取は翌日、地域によっては翌々日となります。 

 

 ご注文受付方法 

メール、インスタグラムのダイレクトメッセージ（お電話では受け付けておりません） 

 

 ご注文の成立 

メールまたはインスタグラムのダイレクトメッセージにて、ご注文いただきましてから数日以内に、ご注文

内容の確認及びご注文をお受けする旨をお伝えいたします。その後ご入金の確認をもってご注文確定とさせ

ていただきます。1 日の発送可能数上限に達した場合には受付期間内であっても締め切らせていただくこと

がございます。あらかじめご了承くださいませ。 

 

 宅配業者及び送料について 

ヤマト運輸にてお届けいたします。送料は、80 サイズまで全国一律で 930 円となります。チーズをご注

文のお客様はクール便（＋220 円）がかかります。また、90g 瓶とグラノーラの場合は、お得な宅急便コ

ンパクトでの発送も可能です。ご注文内容に応じてこちらからご提案させていただきます。 

チーズをご注文の場合、全ての商品をクール便にて発送させていただきます。その際は、一部の焼菓子等は

一緒に入れることができません。ご注意ください。 

 

 お支払い方法 

事前銀行振込のみ 

ご注文確定後、ご請求金額とお振込み先をメールまたはインスタグラムのダイレクトメッセージでお伝えい

たします。期日までにご入金確認できましたものにつきまして発送をさせていただきます。 

 

 商品及び価格一覧 

別添の商品オーダーシートをご覧ください。 

 

 ご注文の連絡先 

コンフィチュール専門店 niru×neru 

 メール: niruneruinfo@yahoo.co.jp 

 インスタグラム：niruneru  

 

コンフィチュール専門店 niru×neru 

担当：本村 



 商品オーダーシート 

 

 

  

★コンフィチュール専門店「niru×neru」の商品

常温・クール便どちらも可

コンフィチュール（商品名） サイズ 価格（税込） ご注文数量 備考

夏みかん×シーソルト 150g ¥780

夏みかん×シーソルト 90g ¥590

ルバーブ×いちご 150g ¥870

ルバーブ×いちご 90g ¥620

アプリコット×ヘーゼルナッツ 150g ¥980

アプリコット×ヘーゼルナッツ 90g ¥670

美生柑×はちみつ 150g ¥980

美生柑×はちみつ 90g ¥670

ゴールドキウイ×はちみつ 150g ¥980

ゴールドキウイ×はちみつ 90g ¥670

塩バターキャラメル 150g ¥980

塩バターキャラメル 90g ¥670

珈琲キャラメル 150g ¥850

珈琲キャラメル 90g ¥600

キウイ×シャルドネ 150g ¥1,050

キウイ×シャルドネ 90g ¥710

※お届けする商品の賞味期限は未開封の状態で1～2か月程度となります。（開栓後は冷蔵庫で保管のうえ2～3週間でお召し上がりください。）

常温便のみ、クール便不可

コンフィチュール贈答用ギフト箱 ご注文数量 備考

6個用

3個用

2個用

※同サイズの瓶表記の個数入ります。ギフト箱に入れるコンフィチュールを備考欄にお書きください。セットして発送致します。

常温便のみ、クール便不可

焼菓子等（商品名） ご注文数量 備考

メープルグラノーラ（65g入り）

メープルグラノーラ（175g入り）

メープルグラノーラ（300g入り）

パウンドケーキ1本

（パイナップル×ラムレーズン）

パウンドケーキ1本

（甘夏×マルサラ）

パウンドケーキ1本

（アプリコット×ヘーゼルナッツ）

※メープルグラノーラの賞味期限は未開封の状態で２～３週間程度、

　パウンドケーキはお届け日に合わせて焼成し、お届け日から5日～6日程度となります。

価格（税込）

¥210

¥180

¥170

価格（税込）

¥1,100

¥420

¥2,400

¥2,400

¥1,800

¥2,400



 

  

★自家焙煎珈琲の「豆匠」さんの商品

常温・クール便どちらも可

商品名 ご注文数量
ご希望の挽き方

〇をつけてください。

インドネシア

（マンデリン・ブルーリントン）

豆のまま　・　ペーパーフィルター用

・　その他（　　　　　　　　）

ケニア

（ムルリリ）

豆のまま　・　ペーパーフィルター用

・　その他（　　　　　　　　）

コロンビア

（アンデスコンドル）

豆のまま　・　ペーパーフィルター用

・　その他（　　　　　　　　）

ホンジュラス

（ミゲル・エンジェル）

豆のまま　・　ペーパーフィルター用

・　その他（　　　　　　　　）

※コーヒー豆は、焙煎日から5日程度は常温で大丈夫ですが、その後は酸化を防止するために冷凍庫にて保管してください。

★那須高原「あまたにチーズ工房」さんの商品

クール便のみ、常温便不可

商品名 ご注文数量

リコッタチーズ

さけるチーズのたまり漬け

澄白フレッシュモッツァレラ

澄白フレッシュチーズ

モッツァレラのたまり漬け

カチョカバロのたまり漬け

燻製モッツァレラ

※チーズの賞味期限の目安は、最短がリコッタチーズ（6日程度）、最長でさけるチーズのたまり漬け（14日程度）。

●ご注文者様情報

ご注文者様お名前

　

ご送付先情報（※ご注文者様とご送付先が異なる場合は、ご記入ください。）

お受取人様お名前

　

配達ご希望お時間帯

（※今回ご注文分の発送は6/16のみです。お届けは地域によって翌日または翌々日となります。どうぞご了承ください。）

¥1,550

¥1,500

¥1,250

¥1,250

価格（税込）

¥970

価格（税込）

1袋200g入り

¥720

¥790

¥1,400

¥650

¥700

¥1,300

ご住所

お電話番号 ご住所

お電話番号

午前中 ・ 14-16 ・ 16-18 ・ 18-20 ・ 19-21

様

〒 -

〒 -

様



 各製造者について 

 

 自家焙煎珈琲「豆匠」 

2019 年 12 月末までは東急田園都市線「藤が丘」駅近くに店舗がありましたが、現在は焙煎工房のみ

で店舗は持たず。工房での直販はしておりません。 

〒230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾 1-12-27 

 

 那須高原「あまたにチーズ工房」 

〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 206-530 

0287-76-2723 

https://www.sumishiro.com/ 

 

 コンフィチュール専門店「niru×neru」 

〒230-0037 神奈川県横浜市鶴見区向井町 2-69-2 ライオンズマンション潮田公園 107 

045-502-5656 

https://www.niruneru.jp/ 

niruneruinfo@yahoo.co.jp 

Instagram: niruneru 

 

 送料お得な宅急便コンパクトについて 

 

以下の条件に当てはまる場合は、クロネコヤマトの宅急便コンパクトがお得にご利用いただけます。 

 コンフィチュール 90g 瓶のみ 12 個まで 

 コンフィチュール 90g 瓶 4 個までと豆匠さんのコーヒー×2 袋まで 

 コンフィチュール 90ｇ瓶 4 個までとメープルグラノーラ 65g×4 袋まで 

 コンフィチュール 90g 瓶 4 個までとメープルグラノーラ 300g×2 袋まで 

 メープルグラノーラのみ 

 豆匠さんのコーヒーのみ 2 袋まで 

（その他の組み合わせはお問合せください） 

※宅急便コンパクトのクール便での対応は不可。チーズの同梱は普通便対応となります。 

 

宅急便コンパクトの送料（専用ボックス代込・税込価格） 

 関東 460 円 

 信越・北陸・中部・南東北 680 円 

 北東北・関西 730 円 

 中国・四国 790 円 

 北海道・九州、沖縄 900 円 

 

 


