
価格改定のお知らせ(令和 4 年 5 月より) 

大変申し訳ございませんが、カタログ記載の一部商品に価格改定がございます。 

 

価格改定 

（14 頁） 

⚫ No.3317 まがたま鈴(ピンク)  700 円→800 円 

⚫ No.3313 まがたま鈴(緑)    700 円→800 円 

⚫ No.3314 まがたま鈴(黄)    700 円→800 円 

⚫ No.3315 まがたま鈴(黒)    700 円→800 円 

⚫ No.3316 まがたま鈴(赤)    700 円→800 円 

（16 頁） 

⚫ No.2804 朱印帳袋(大)  1,000 円→1,200 円 

⚫ No.2373 朱印帳袋(小)    800 円→1,000 円 

（19 頁）  

⚫ No.1466 草履(アメゴム底）小 1,350 円→1,550 円 

⚫ No.1467 草履(アメゴム底）中 1,350 円→1,550 円 

⚫ No.1468 草履(アメゴム底）大 1,700 円→1,900 円 

⚫ No.1471 草履(アメゴム底）女性用 1,350 円→1,550 円 

⚫ No.1474 雨用草履       男性用 2,400 円→2,650 円 

⚫ No.1714 雨用草履     女性用 2,400 円→2,650 円 

※表示価格はすべて税込 
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伊勢神宮崇敬会

三重県伊勢市宇治中之切町152（〒516-0025）
TEL 0596-22-0001／FAX 0596-22-1517
ホームページ https://www.jingukaikan.jp
公式通販 https://www.jingukaikan.shop

E-mail  tsuhan@jingukaikan.jp

カタログに掲載されていない商品も多数ございます。

ホームページ公式通販 
　https://www.jingukaikan.shop

（記念品注文専用）
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神　棚

茅葺神棚（大）
60,000円

No.747

外寸：幅68×高57.5×奥39.5cm
内寸：幅27×高37×奥9cm

板葺神棚（大）
15,000円

No.743

外寸：幅55.5×高49×奥25cm
内寸：幅19×高37×奥9cm

板葺神棚（中）
10,000円

No.744

外寸：幅46×高44×奥20cm
内寸：幅12.5×高32×奥8cm

板葺神棚（小）
5,000円

No.745

外寸：幅29×高35.5×奥13cm
内寸：幅9.5×高27×奥5cm

茅葺神棚（中）
50,000円

No.748

外寸：幅57.5×高51.5×奥37.5cm
内寸：幅21.5×高32×奥8cm

茅葺神棚（小）
40,000円

No.749

外寸：幅49×高45.5×奥31cm
内寸：幅16.5×高27.5×奥5.5cm

『伊勢へ行きたい
　　　　伊勢路が見たい
　　　　　　　せめて一生に一度でも』
　皆さまの心のふるさと、伊勢の神宮。
お伊勢さまのお宮と同じ様式の神棚や
現代の住宅に合わせた神棚でお神札を
お迎えされてはいかがでしょうか。

◆おまつりの仕方◆

各神棚でおまつりできる最大の神宮のお神札は以下の通りです。
　茅葺神棚（大）（中）・板葺神棚（大）…神宮頒布大麻（大）・神楽大麻・大角祓
　板葺神棚（中）…神宮頒布大麻（大）・大角祓・神楽大麻
　茅葺神棚（小）・板葺神棚（小）…神宮頒布大麻（中）・角祓
　洋室神棚………神宮頒布大麻（中）・角祓
　洋風神棚………角祓のみ
　壁掛神棚（社）…神宮頒布大麻（中）・角祓
　壁掛神棚（囲）…神宮頒布大麻（中）・角祓
　壁掛神棚（丸）…神宮頒布大麻（中）・角祓
　壁掛神棚（角）…神宮頒布大麻（中）・角祓　



神　具神　棚
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神棚に米・水・塩・酒・榊をお供えする為の
祭器 7点セットです。（単品の取扱いはございません）

祭器セット

2,000円（税込）

No.721

酒：瓶子（へいし）×2　高8.5cm／ 米：高杯（たかつき）高4.5cm
塩：平瓦（ひらが） 直径6.8cm ／水： 水器（すいき）高6.3cm
榊：榊立（さかきたて）×2　高10.5cm

長折敷
1,200円（税込）

No.2358

縦11×横30.5cm

折敷（正方）
1,200円（税込）

No.603

縦22×横22cm

折敷（長方）
1,200円（税込）

No.1228

縦17×横22cm

洋室神棚
20,000円

No.4318

外寸：幅30×高35×奥17cm
内寸：幅18×高28×奥4cm

壁掛神棚 社（やしろ）
2,000円

No.1866

外寸：幅22.5×高32.5×奥8cm
内寸：幅8.5×高25×奥2cm

壁掛神棚　囲（かこい）
1,500円

No.3864

[取付紐付]
外寸：幅16×高36×厚3cm

壁掛神棚　角（かく）
1,000円

No.3866

[取付紐付]
外寸：幅18.5×高40×厚2cm

洋風神棚
2,000円

No.1868

外寸：幅20.6×高30.6×奥8.2cm
※取付具にて石膏ボード壁面への取付も可

壁掛神棚　丸（まる）
1,000円

No.3865

[取付紐付]
外寸：幅18.5×高40×厚2cm

神
具



掛　軸
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神　具

神宮御料酒白鷹の
御神酒 ( おみき ) です。
味わいはすっきりとした辛口。
是非、神宮御料酒である白鷹の
御神酒を神棚にお供え下さい。

茶ドンス二神
15,500円（税込）

No.1184

縦176×横45cm

茶ドンス一神
15,000円（税込）

No.427

縦176×横45cm

尺二一神
12,500円（税込）

No.430

縦119×横36cm

仙通二神
11,500円（税込）

No.433

縦176×横45cm

仙通一神
11,000円（税込）

No.431

No.4216No.4217

No.1184

No.425 No.426

No.427 No.430

No.433 No.431

縦176×横45cm

額装（茶）
15,000円（税込）

No.4216

額：三重県尾鷲産桧材
縦49.5×横34×厚2.2cm（紐付)

額装（白）
20,000円（税込）

No.4217

額：三重県尾鷲産桧材
縦50.5×横35×厚4cm （紐付)

尺八絹本一文字廻し
38,000円（税込）

No.425

縦187×横53cm

茶絹本一神
29,000円（税込）

No.426

縦176×横45cm

鳥居
1,500円（税込）

No.2170

高26.5×幅33cm

御神盃
250円（税込）

No.2061

陶製　直径 9cm

御神燈
 10,000円（税込）

No.3231

LED電球   一対　高 20.8cm
コンセント式

御神酒（おみき）
 1,000円（税込）

No.29

【名称】日本酒
【原材料名】米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール
【内容量】300ml
【アルコール分】15度以上16度未満 
【製造者】白鷹株式会社　兵庫県西宮市浜町1番1号

●お酒は20歳になってから。
　当館では20歳未満の方への
　酒類販売はしておりません。

榊立
3,500円（税込）

No.730

神宮御造営用材残材　
一対　 高12cm

掛
軸

・20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
・飲酒運転は法律で禁じられています。
・妊産婦の飲酒は胎児、乳児の発育に悪影響を
　与える恐れがあります。



蒔絵屏風・陶製品
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面額・陶額

陶
製
品陶

額

蒔
絵
屏
風

日本独自の伝統工芸である蒔絵を施した屏風です。
熟練した職人が 1つ 1つ丹精を込めて謹製致しました。

面
額

蘭陵王面
（大） 13,000円（税込）

No.1235

縦40×横30cm

蘭陵王面
（特大）26,000円（税込）

No.1236

縦43×横33cm

蘭陵王面
（小）  2,500円（税込）

No.1233

縦21.2×横18cm

舞楽陶額（倭舞）
3,500円（税込）

No.3714

縦21×横30cm

蘭陵王面
（中） 4,500円（税込）

No.1234

縦24.6×横21.2cm

舞楽陶額（迦陵頻）
 3,500円（税込）

No.4180

縦21×横30cm

舞楽陶額（皇仁庭）
 3,500円（税込）

No.4301

縦21×横30cm

倭姫命人形  赤
1,500円（税込）

No.1485

高14cm

高8cm

倭姫命人形  白
1,500円（税込）

No.1486

高14cm

鈴（神鶏）
 1,000円（税込）

No.496
瓶子

 5,000円（税込）

No.398

高20cm

蒔絵屏風（神馬）
3,500円（税込）

No.4200

縦10.3×横28.5cm
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舞楽鈴・額皿 舞楽の説明

No.4252（人長舞）

No.4253（倭舞）

額皿
（各種）3,000円（税込）

No.4226（胡蝶）
No.689（蘭陵王）
No.687（倭舞）
No.686（人長舞）

No.686（人長舞）

No.687（倭舞） No.4226（胡蝶）No.689（蘭陵王）

直径23cm　
※プラスチック製スタンド付き

てまり鈴
（各種） 800円（税込）

No.4255（迦陵頻）
No.4254（蘭陵王）
No.4253（倭舞）
No.4252（人長舞）

高7.5cm　※倭舞は高7cm
陶製

No.4255（迦陵頻）No.4254（蘭陵王）

太鼓鈴
1,500円（税込）

No.953

高13cm　一対　陶製　

舞
楽
鈴

額
皿

人 長 舞（にんじょうまい）
宮中で行われる御神楽の中の「其駒
（そのこま）」という曲の際、神楽
人の長が舞うので人長舞といい、神
宮の大々御神楽にもこれが奏せられ
ます。
葦に千鳥の模様を青摺りにした小忌
衣（おみごろも）を着け、手には御
鏡を模した白い輪のついた榊を持ち
舞います。
　
倭　舞（やまとまい）
清和天皇（第56代）の御代に宮中
の儀式にて初めて舞われたもので、
今日でも宮中の鎮魂祭に行われてい
ます。宮中では男子４人舞ですが、
神宮の倭舞は、これを舞女の舞に改
めたものです。
舞人は、緋の長袴に白い千早（ちは
や）を着け、紅梅をさした天冠（て
んかん）を戴き、右手に五色絹を
飾った榊を持ち舞います。

　
蘭 陵 王（らんりょうおう）
古来、中国の北斉の蘭陵王長恭が、
北周の大軍を破り大いに勇名を天下
に轟かせた際の勇姿を称え、その有
様をかたどった舞とされています。
長恭は武勇、才智共にすぐれ、その
上優しい美貌の持主であったため、
戦場では常に恐ろしい面をつけ、敵
と戦ったといわれています。
舞人の装束は、「裲襠装束（りょう
とうしょうぞく）」といい昔の武官
の制服を基にしたものであります。

皇 仁 庭（おうにんてい）
仁徳天皇の御即位の時、百済（くだ
ら）の博士王仁（わに）が難波津の
歌を作って慶賀したものが、この曲
の由来と伝えられています。右方の
四人舞で、舞人は常装束で右肩を脱
ぎ、面と竜の附いた別様の甲を着け
て舞います。

　
　
迦 陵 頻（かりょうびん）
聖武天皇の天平8年（736）に、林
邑（りんゆう）の僧仏哲が我が国に
伝えた林邑八楽の一つです。
極楽に住むという伝説の鳥「迦陵頻
伽（かりょうびんが）」の姿を表し
ているとされ、背中に美しい羽根を
着け、両手に持った銅拍子を打ち合
わせながら舞います。その響きが、
迦陵頻伽の鳴き声を表しているとい
われ、楽はリズムに富んだ軽快な曲
です。

胡　蝶（こちょう）
延喜6年8月（901）に、宇多上皇
が童相撲を御覧の際に作曲されたも
のといわれています。
舞人は舞女四人で、美麗な蝶の刺繍
紋がある袴と袍（ほう）を着用しま
す。背には極彩色の大きな蝶の羽を
着け、頭には山吹の花の天冠を戴
き、手に山吹の小枝を持って舞う姿
が、蝶が花園で遊びたわむれるよう
な風情があります。

太鼓鈴（たいこすず）
内宮神苑において神楽祭が催される際、舞楽の舞台後方左右でひときわ雅や
かさを増しております、鼉太鼓（だたいこ）を模して謹製致しました。
鼉太鼓の鼉はトカゲに似た体調3メートル余りのワニの一種で、古来大陸で
はその皮で太鼓を張ったといわれております。
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木製品

ご希望の紙のサイズで
賞状額をお作りします

木製品

大

小

【必ずご確認下さい】
・ご注文完了後、詳細確認の為当館よりお電話にてご連絡致します。
・お届けまで一か月程頂戴致します。
・書体は楷書体です。

茶托（５枚組）
 3,000円（税込）

No.1970

縦8.5×横10cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

辛櫃
 4,000円（税込）

No.711

縦11×横15×高8cm　
神宮御造営用材残材

コースター（3枚組）
1,000円（税込）

No.3675

縦9×横9cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

舞台
4,000円（税込）

No.954

縦16×横21×高6cm
神宮御造営用材残材

銘々皿（５枚組）
3,200円（税込）

No.1961

縦8.5×横15cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

八足案 1,000円（税込）
No.716

縦9×横18×高6cm　
神宮御造営用材残材

文鎮（大）1,500円（税込）
　（小）1,000円（税込）

No.719（大）　No.720（小）

文鎮(大)：17cm　文鎮(小)：15cm
神宮御造営用材残材
御社殿の屋根の鰹木をイメージしました。

勾玉型銘々皿（3枚組）
1,900円（税込）

No.4189

15.5×10.5cm 　杉　

賞状額【受注生産】
3,500円（税込）

No.3228

一部神宮御造営用材残材
取付用紐付

木
製
品

【必ずご確認下さい】
・ご注文完了後、詳細確認の為
当館よりお電話にてご連絡致します。

・お届けまで最大45日程頂戴致します。
※一辺の長さが45cm以上のご注文は
お受けできません。

表札（名前入り）
6,500円（税込）

No.2369

表札（名前・住所入り）
7,500円（税込）

No.2370

縦21×横9cm

縦21×横9cm

柄杓（ひしゃく）
 1,000円（税込）

No.4192

29cm　神宮御造営用材残材　

表札
 3,000円（税込）

No.705

縦21×横9cm　木曽産桧材



根付鈴・ストラップ

13 14

木製品

桧 杉

古代鈴 1,000円（税込）
No.4326

鈴のサイズ（紐を除く）5cm
杉

真鍮製　1.8cm（紐を除く）

絆ストラップ
 2,000円（税込）

No.3438

天然石　縦4×横1.4cm（根付部除く）

きりん鈴 800円（税込）
No.4225

鈴のサイズ（紐を除く）3cm
神宮御造営用材残材

根
付
鈴
・
ス
ト
ラ
ッ
プ

No.4348（ピンク）
No.4347（白）
No.4349（緑）
No.4350（紺）
No.4351（紫）

No.2764（ピンク）
No.2762（緑）
No.2763（紫） 
No.3171（金）

No.2104（朱色）
No.2993（水色）
No.2994（白）
No.3170（銀）

No.3317（ピンク） 
No.3313（緑） 
No.3314（黄）
No.3315（黒）
No.3316（赤）

名刺入れ
2,000円（税込）

No.2568

縦11×横7×高3cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

葉書入
5,000円（税込）

No.1959

縦22×横13×高4cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

文箱
20,000円（税込）

No.706

縦29×横22×高4.5cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

しゃもじ
140円（税込）

No.607

21cm
朴

神路箸
380円（税込）

No.608

（長）23cm　
（短）20cm
　桧

花台
15,000円（税込）

No.1977

縦25×横35×高6cm　ウレタン塗装
神宮御造営用材残材

笏 各3,000円（税込）
No.1979（桧）　No.1734（杉）

39cm

スマートフォン立て
1,000円（税込）

No.4270

組立時サイズ　縦 約16.5×横 約9cm
神宮御造営用材残材

いせ鈴
（各種） 400円（税込）

真鍮製　2.5cm（紐を除く）

伊勢しずく鈴
（各種） 500円（税込）

天然石　縦2.5×横1.5cm（紐を除く）

まがたま鈴
（各種） 800円（税込）



朱印帳・朱印帳袋朱印帳・朱印帳袋
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朱
印
帳
・
朱
印
帳
袋

袱紗型朱印帳袋（紺）
2,000円（税込）

No.4197

西陣織　縦22×横15cm　裏地 深紫色

袱紗型朱印帳袋（黒）
2,000円（税込）

No.4187
No.4197

No.4187 西陣織　縦22×横15cm　裏地 紺色   

蒔絵朱印帳
（各種）
2,000円（税込）

No.3596（朱色）
No.3595（黒色）
No.3891（紺色）

No.3891

捺印箇所 48頁　
縦16×横11.5cm

No.3606（桃色）
No.3433（水色）

朱印帳
（大） 1,200円（税込）

No.2689

西陣織
捺印箇所 43頁　縦18×横12.5cm

神宮ばら園
朱印帳
2,000円（税込）

No.3890

捺印箇所 48頁　
縦16×横11cm

蒔絵朱印帳溜色
（ためいろ）
2,500円（税込）

No.4178

捺印箇所 46頁　
縦18×横12cm

朱印帳袋
No.2804

（大） 1,200円（税込）
　西陣織　縦29×横19cm

朱印帳
（小） 1,000円（税込）

No.2444

西陣織　
捺印箇所 43頁　縦16×横11.5cm

朱印帳袋
（小）　1,000円（税込）

No.2373

西陣織　縦26×横17cm

お伊勢まいり朱印帳
（各種）1,500円（税込）
西陣織
捺印箇所 44頁　縦18×横12.5cm

No.3437（緑色）
No.3436（橙色）
No.3435（桃色）
No.3434（水色）

No.3606

No.3433

No.2689

No.2804

No.2444

No.2373

No.3437
No.3436No.3435

No.3434

朱印帳袋
（各種）1,500円（税込）
西陣織　縦25×横17cm

No.3595

No.3596
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干支製品 その他商品

「五十鈴川（いすずがわ）」のお水が湧き出るハンドクリームです。

滑らか肌触りと美しい光沢は高級感が溢れます。

※折りたたんだ状態での発送となりますのでご注意ください。

円干支
（各種）

No.4122（ね）
縦 約3.5～4.2cm　敷布付

No.4123（うし）
No.4124（とら）
No.4125（う）
No.4126（たつ）
No.4127（み）
No.4128（うま）
No.4129（ひつじ）
No.4130（さる）
No.4131（とり）
No.4132（いぬ）
No.4133（い）

No.4122
（ね）

No.4123
（うし）

No.4124
（とら）

No.4125
（う）

No.4126
（たつ）No.4127

（み）

No.4128
（うま）

No.4129
（ひつじ）No.4130

（さる）

No.4131
（とり）

No.4132
（いぬ）

No.4133
（い）

400円（税込）

干支製品 その他商品まるくて可愛い
　　　干支の置物です。

17

オリジナルロゴバッグ（小）
350円（税込）

No.3613

ポリプロピレン製不織布　32×33cm

オリジナルロゴバッグ（大）
500円（税込）

No.3614

ポリプロピレン製不織布　40×53cm

花菱刺繍ハンカチ(白)
900円（税込）

No.4305

【紙ケース入り】
花菱刺繍ハンカチ(白)

930円（税込）

No.4335

ハンカチ本体 24×24cm　綿100％
紙製ケース 17×17cm

伊勢の水ハンドクリーム
 1,100円（税込）

No.4239

50g

保湿成分：シア油、オレンジ油、セラミド配合　お肌のことを考えた合成香料、合成着色料、鉱物油不使用

ハンカチ本体

紙ケース

家庭用国旗セット
2,400円（税込）

No.2392

国旗のサイズ：縦74×横94cm
ポール：プラスチック製、留め金具付き

〈全成分〉　水、シクロペンタシロキサン、グリセリン、ＢＧ、
ジメチコン、シア脂、オレンジ油、セラミドＮＧ、メマツヨイグサ
種子エキス、グリチルリチン酸２Ｋ、クエン酸Ｎａ、塩化Ｎａ、
(ジメチコン／(ＰＥＧ－１０／１５))クロスポリマー、ＤＰＧ、
ＰＰＧ－４セテス－２０、メチルパラベン
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ポストカード・DVD書籍その他商品

「草履からかかとが 1cmほど出るサイズ」「草履にかかとがぴったり収まる
くらい」をお求めいただくには以下のサイズが適しています。

普段の靴のサイズ
24 ～ 25cm
25 ～ 26cm
26 ～ 27cm

小
中
大

適した草履のサイズ

美しい伊勢の情景、厳かな参道の様子、舞楽の美しさが
それぞれ浮かび上がります。

季節ごとに会員の皆さまにお届けしている
会報誌「みもすそ」の特集記事を 1 冊に
まとめました。

No.1474
雨用草履　
男性用 2,650円（税込）
鼻緒：合皮　底：キルク
※カバーの取り外しはできません。
普段の靴のサイズが24.5～25.5cmの方に
適したサイズです。

No.1714
雨用草履
女性用 2,650円（税込）
鼻緒：合皮　底：キルク
※カバーの取り外しはできません。
普段の靴のサイズが22.5～24.5cmの方に
適したサイズです。

No.1471
草履（アメゴム底）
女性用 1,550円（税込）
鼻緒：合皮　底：アメゴム
普段の靴のサイズが22.5～24.5cmの方に
適したサイズです。

草履（アメゴム底）
大  1,900円（税込）

No.1468

鼻緒：合皮　底：アメゴム
普段の靴のサイズが26～27cmの方に
適したサイズです。

草履（アメゴム底）
中 1,550円（税込）

No.1467

鼻緒：合皮　底：アメゴム
普段の靴のサイズが25～26cmの方に
適したサイズです。

草履（アメゴム底）
小 1,550円（税込）

No.1466

鼻緒：合皮　底：アメゴム
普段の靴のサイズが24～25cmの方に
適したサイズです。

3Dポストカード
（各種）200円（税込）

No.4136（宇治橋）
No.4137（神嘗祭）
No.4138（神楽祭）

No.4138（神楽祭）

No.4136（宇治橋）

No.4137
（神嘗祭）　

お伊勢まいり
700円（税込）

No.2649

公式ガイドブック　
文庫本サイズ　147頁

神宮１２５社巡拝案内
300円（税込）

No.3605

 Ａ5サイズ 　48頁

みもすそ総集編Ⅰ・Ⅱ
各1,000円（税込）

No.4080（Ⅱ）
No.3905（Ⅰ）

Ａ4サイズ
総集編Ⅰ：135頁 創刊号から第40号
総集編Ⅱ：127頁 第41号から第65号 

第６２回神宮式年遷宮総集篇（約60分）2,000円（税込）No.3469
第６２回神宮式年遷宮建築篇（約45分）2,000円（税込）No.3461

伊勢の神宮　源郷（約28分） 820円（税込）No.3713
No.3469 No.3461No.3713

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
Ｄ
Ｖ
Ｄ

書
籍
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◆転売目的での購入はお断り致します。

◆包装、のし紙をご希望の場合は、ご注文時にお申し付
　け下さい。

◆会員割引について

◆返品・交換について
◆価格や仕様は予告なく改める場合がございます。

伊勢神宮崇敬会会員の皆さまには、割引制度がございます。ご注文の際
には必ず、会員番号をお知らせ下さい。（一部除外品あり）

万が一お届けの商品が、不良の場合交換をさせていただきます。
その場合お手数ですが、当館まで商品到着後1週間以内にご連絡下さ
い。
お客様の都合による返品は原則お受けしておりません。

◆代金引き換え
お届けの商品と引き換えに、現金でお支払い下さい。
初めてご注文をいただいたお客さまは『代金引き換え』による、お支
払い方法のみとなります。
送料とは別に手数料が必要となります。
●代引手数料一覧　
　1万円未満　330円 
　1万円以上～3万円未満　440円 
　3万円以上～10万円未満　660円 

◆配送料金
全国一律680円【北海道・沖縄は900円】
※但し、茅葺神棚・板葺神棚・洋室神棚は、別途送料を設定しており
ます。ご注文時ご確認下さい。

◆お届け日数
商品の在庫がある場合、ご注文後1週間以内にヤマト運輸にて発送致し
ます。
但し、年末年始など繁忙期はお届けまでに1週間以上かかる場合がござ
います。また、神棚や木製品等、商品により製作日数をいただく場合
がございます。あらかじめご了承下さい。納期に沿えない場合は係よ
りご連絡させていただきます。

◆郵便振替
商品のお届け時に請求書とともに専用の郵便振替用紙をお届け致しま
すので、2週間以内にお振り込み下さい。

◆銀行振込《手数料お客様負担》
商品到着後、2週間以内に下記の口座にお振り込み下さい。

百五銀行　内宮前支店　普通預金　208〔口座名〕一般財団法人　伊勢神宮崇敬会
イッパンザイダンホウジン イセジングウスウケイカイ

◆郵　便 伊勢市宇治中之切町152  神宮会館
（〒516-0025）

◆E-mail tsuhan@jingukaikan.jp

●神宮会館公式通販サイトから『FAX注文用紙』を印刷の上、ご利用
下さい。

◆FAX 0596-22-1517
●午前9時～午後7時◆お電話 0596-22-0001

お申し込みについて崇敬会会員の方は会員番号をお知らせ下さい

お届けについて

その他

お支払いについて

伊勢神宮崇敬会では、謹製品（参宮記念品）をご注文の際に登録いただいたお客さまの
個人情報（お名前、ご住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス）について、安全
に保管することは最も重要な社会的責任であると認識しております。
さらに個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守し、以下の基本方針を常に念頭に
置き、お客さまの個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。

伊勢神宮崇敬会

基本方針
1）個人情報は次の利用目的以外のことには使用しません。
　　・謹製品の注文、購入、発送に関する事項
　　・本会謹製品のご案内に関する事項
　　・その他お客さまへのご連絡に関する事項
2）個人情報の安全性を確保するため、安全管理措置を講じ、個人情報の漏洩防止に努めます。
3）個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取り扱いを委託する個
人情報の安全管理のために、受託者に対して、必要かつ適切な監督を行います。
4）伊勢神宮崇敬会が取り扱う個人情報は、あらかじめ本人の同意を得ている場合を除
き、これを第三者に提供致しません。ただし法令により開示を求められた場合や、裁
判所や警察等の公的機関からの開示を求められた場合には、本人の同意を得ずに個人
情報を開示することがあります。
5）謹製品の送り先の転送などで個人情報を間接的に入手する場合、ご紹介者が本人の同
意を得て適正に入手した個人情報であるかを確認し、ご注文に関する手続きをします。
6）本会職員は業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らしめるなど、不
当な目的に使用致しません。またその業務に係る職を退いた後も同様とし、必要な措
置を講じます。
7）個人情報についての苦情等に対しては、適切に取り組みます。
8）本会は定期的に検査を行い、この重要事項を実践遵守するとともに引き続き、お客
さまの個人情報保護の継続的改善に万全を尽くしてまいります。

お客さまの個人情報の取り扱いに関する重要事項

https://jingukaikan.jp/kaikan/shop/shop_fax_order.pdf


