
料　金　計　算　表 令和2年06月01日改定
重量

（ｇ） 1点 2点 3点

<規格>

遊就館図録 ¥1,900 650 ¥420 ¥420 ¥1,140 A=23.5㎝

遊就館図録（英語版） ¥1,900 470 ¥420 ¥420 ¥1,140 B=1㎝

29年特別展｢甲冑武具展｣図録 ¥300 115 ¥320 ¥320 ¥420 C=12㎝

東京都忠魂碑等建立調査集 ¥3,000 750 ¥420 ¥570 - ～50g 200円

神奈川県忠魂碑等建立調査集 ¥3,000 830 ¥420 ¥570 -

写真集　やすくにの四季 ¥1,000 425 ¥420 ¥420 ¥570

扇子　横山大観書（大） ¥1,200 80 ¥320 ¥450 ¥450 定形外・ゆうメール(旧書籍小包)
扇子　横山大観書（小） ¥1,200 45 ¥300 ¥320 ¥400

日の丸扇子 ¥795 30 ¥300 ¥320 ¥320 <規格>

ネクタイピン（金・銀）　　各 ¥1,000 25 ¥300 ¥320 ¥320

特選ネクタイピン（金・銀）　各 ¥3,142 85 ¥320 ¥450 ¥610

遊就館ｵﾘｼﾞﾅﾙ和菓子ﾅｲﾌ ¥550 5 ¥200 ¥200 ¥200

ストラップ　国旗・旭日旗　　各 ¥770 5 ¥200 ¥200 ¥200 規格内 規格外

国旗バッチ　 ¥990 15 ¥220 ¥220 ¥220 220円 300円

旭日旗バッチ ¥1,100 15 ¥220 ¥220 ¥220 240円 320円

航空機ピンズ　　各 ¥660 5 ¥220 ¥220 ¥220 310円 400円

艦船ピンズ　　　 各 ¥660 5 ¥220 ¥220 ¥220 400円 500円

戦車ピンズ　　　 各 ¥660 5 ¥220 ¥220 ¥220 490円 610円

680円 810円

- 1,140円

国旗セット ¥2,000 375 ¥610 - - - 1,450円

卓上国旗 ¥880 60 ¥320 ¥400 ¥450

卓上旭日旗 ¥880 60 ¥320 ¥400 ¥450

卓上Ｚ旗 ¥1,100 60 ¥320 ¥400 ¥450

国旗保管袋 ¥1,047 85 ¥320 ¥450 ¥610

規格内

280円

白鳩の願い ¥1,000 255 ¥610 ¥810 ¥810 315円

ゴーフレット ¥1,000 250 ¥610 ¥810 ¥810 410円

花こよみ ¥1,000 235 ¥450 ¥610 ¥810 460円

コルクコースター 　　各 ¥188 10 ¥200 ¥200 ¥200

ﾊﾟｰﾑﾋﾞｰﾝｽﾞ白鳩　　各 ¥413 20 ¥300 ¥300 ¥320 ・A4サイズ、重さ4kg、厚さ3cmまで

ボールペン黒 神社名入 ¥110 10 ¥220 ¥220 ¥220 ・420円（包材代含む）

鉛筆6本入 神社名入 ¥314 30 ¥300 ¥320 ¥320

・A4サイズ、重さ4kg、厚さ5cm程度まで

・570円（包材代含む）

＊　代金及び送料は先払いをお願いしております。現金書留もしくは郵便局備え付けの郵便振替用紙で、購入品目を記入の上、下記までご送金下さい
　　　　　　　　　◎現金書留送付先　　〒102-8246　東京都千代田区九段北３－１－１　靖國神社遊就館売店
   　               　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　電話　03-3261-8326

　　　　　　　　　◎郵便振替番号　     00190-1-46710　加入者名　靖國神社遊就館売店

＊　送金確認後、発送まで10日前後かかりますのでご承知おきください

＊　複数頒布品を購入の場合は表に記載の重量を合計して送料を計算して下さい。定型郵便→定形外（規格内）→定形外（規格外）の表が優先されます

＊　ゆうﾒｰﾙは書籍のみ利用出来ます。書籍と他の頒布品を併せて購入の際は定型外（規格外）料金となりますので、ご注意下さい

＊　合計で４kg以上になるものは、全てゆうパック着払いで送付しますので、頒布品の代金のみ送金下さい

＊　１つの頒布品につき、20点以上同時にお求めの際は、在庫が無いことも有るのであらかじめお問い合わせ下さい

◆特定商取引法に基づく表記

事業者

運営統括責任者

所在地

お問い合わせ

お問い合わせ対応時間（電話）

ホームページURL

販売価格

商品代金以外の必要料金

数量

引き渡し時期

申込有効期限

支払い方法

返品、交換、キャンセルについて

返品、交換期限

品名　
単価

(税込)
送料 (包材代込) 備　考

定形郵便

書
　
　
籍

2冊までﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ、3冊は定形外、4冊以上は送料着払い

2冊までﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ、3冊は定形外、4冊以上は送料着払い

2冊までゆうﾒｰﾙ、5冊までﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ

ゆうﾒｰﾙ（規格内）4～8冊800円 9～12冊1,000円 13冊～着払

※30冊以上で送料無料　　※100冊以上で代金2割引

1冊ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ、2冊ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ、3冊以上送料着払い

1冊ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ、2冊ﾚﾀｰﾊﾟｯｸ、3冊以上送料着払い *包材代込みの金額

2冊までﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾗｲﾄ、3冊はﾚﾀｰﾊﾟｯｸ

英霊の言乃葉　第1輯～第11輯　各 ¥500 240 ¥300 ¥500 ¥700

A=34㎝

定型外（規格外） B=3㎝

定型郵便 C=25㎝

神
社
オ
リ
ジ
ナ
ル

定型外（規格外）

定型外（規格外）

定型外（規格外）

定型外（規格外）

100～150g

定型外（規格内） 150～250g

定型外（規格内） 250～500g

500～1㎏

ス
ト
ラ

ッ
プ
･
ピ
ン
ズ

定形外
定型郵便

定型外（規格内） ～50g

定型外（規格内） 50～100g

定型外（規格内）

定型外（規格外） ゆうメール

食
品

～150g

定型外（規格外）、４点以上はゆうパック着払いとなります 150～250g

定型外（規格外）、４点以上はゆうパック着払いとなります 250g～500g

旗

1㎏～2㎏

定型外（規格外）　　2本以上はゆうパック着払 2㎏～4㎏

定型外（規格外） *包材代込みの金額

定型外（規格外）

定型外（規格外）

定型外（規格内） レターパック

申込方法

定型外（規格外）、４点以上はゆうパック着払いとなります 500～1㎏

*包材代込みの金額

そ
の
他

定型郵便 レターパックライト
定型外（規格外）

定型外（規格内）

http://www.yasukuni.or.jp

商品に不良があった場合は、商品納品より7日以内にご連絡下さい。

お客様の都合による返品・交換・キャンセル等はお受け致しかねますのでご了承下さい。
商品が不良の場合のみ良品と交換致します。

郵便振替、現金書留での（商品代金＋送料）前払い

郵送又はファックスにてお申込みの連絡をされた内容の有効期限は7日間と致します。それ以降もご入金が確認出来ない場合は
キャンセルとみなし商品の取り置き等は致しかねます。
※ご入金済の商品が品切れの場合は、発送が遅れる事がある事をご了承下さい。

代金入金確認後、10日以内に発送致します。

三井慶倫

靖國神社

平日の9：00～17：00

電話：03-3261-8013　　　ファックス：03-3261-0081

〒102-8246　東京都千代田区九段北3-1-1　靖國神社遊就館売店

１個より

ご希望の商品名・数量を明記のうえ、現金書留又は郵便振替にて、商品代金と送料の合計金額をご送金ください。
※電信振替を利用される場合は、氏名・住所・電話番号・ご希望の商品名・数量等を明記したものをご入金前に郵送又はファック
スにてご送付ください。

現金書留又は郵便振替でのご入金確認を以て申込完了と致します。

送料　※送料の金額については上記「料金計算表」をご参照下さい。

商品紹介ページをご参照ください。（すべて税込価格にて表示しております。）
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