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営業日時 事務所・工場：毎週月曜日～土曜日
８：００～１７：００

直売店舗(弊社事務所内)： 年中無休
９：００～１７：００

発 送 概ね受注日の翌日か翌々日発送

※但し,受注日当日、土.日.祝祭日の発送は行いません

一般の方への直送は、全て｢代金引換｣にてお送りします
配達の際に代金をお支払いの上、荷物をお受取り下さい

和田久輝が伺います

●福岡近郊の皆様へ●来年１月１２日(土)～１月１４日(月)

イオン・福津店(福岡県) ｢鹿児島物産展｣にて

●大阪近郊の皆様へ● 来年２月２７日(水)～３月５日(火)

阪急デパート・梅田店 ｢春の九州物産大会｣にて

●東京近郊の皆様へ●来年３月１３日(水)～３月１８日(日)

三越デパート・日本橋店 ｢鹿児島展｣にて

●発送・配達等の通常業務●

１２月３０日(日)～１月３日(木) 休業

＜ご注文についてのお願い＞

年内着荷をご希望の場合は、早めにご注文下さい

◇路線便(複数個口)にて発送の場合、12/15までに..

◇個人様宛て(１個口)発送の場合、12/24頃を目処に..

★直送米の月末一括発送(1月分)は、年内にお手元に届く
よう、早めに発送いたします。(12/21に発送予定)

●直売所(鹿北製油,事務所内)での販売●

１月１日(火) のみ休業

変更商品は裏面に掲載

12/1より、ごま製品を中心に一部商品の価格を変更致します

農薬・化学肥料不使用栽培で栽培した｢ヒノヒカリ｣を
ご希望の月に、ご希望の数量だけお送りします。

年に数回でも承ります。途中での予約変更も可能です。

お届けする期間・時期

２０１２年９月～２０１３年８月の１年間

種類・容量・価格(税抜)

玄米・胚芽米・白米の３種類、各５ｋｇ入・各３,０００円

発送・お支払い方法

荷物の個数に関わらず「代金引換｣便にて、定期的に発送
(毎月１回、１日前後にお客様のお手元にお届け)

※ご希望の方には詳しい案内書をお送りしますのでお知らせ下さい

◆ 田中さんの温州みかん …10kg入箱…２２００円

農薬は不使用、施肥は弊社の油粕のみ。皆様に安心して
食べて頂きたいという田中さんの思いがこもっています

・特に普通期種をご希望の場合、注文時にご指定下さい

・産地直送につき、別途に実費送料がかかります<下表>

みかん直送の送料<1ｹ口の場合>※下表は税抜金額

北海道 1,650 中国 750

東北 1,350 九州 650

関東,甲信越 1,150 沖縄 地域によって
中部,東海,北陸 950 離島 異なります

関西,四国 850

下記価格は消費税抜きの価格です

◆ もち米(玄米)(白米)<新米> …各1kg…各７００円 ※熊本県産

◆ 黒米古代もち …415g(10切)…８００円 ※新潟産もち米使用

◆ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ(ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ)(ﾋﾞﾀｰ) …各５０ｇ…各２９０円

◆ 黒糖（角）(粉) …各１２０ｇ…各２５０円※喜界島産

◆ 長崎県島原産 天日干し 千切り大根 …５０ｇ…１８０円

※新物になりましたら、価格が変更となる予定です

◆ そば粉＜新物＞ …５００ｇ…７００円 <地元産>

◆ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ …１２５g…７００円(容量・価格変更)

山口県産、農薬.化学肥料不使用、ｶﾎｸの洗双糖使用

◆ 梅干し …２００ｇ…６００円

弊社手作り..赤シソ漬の田舎風 鹿

◆ 小麦粉 (全粒粉) …５００ｇ…４００円 児

※１２／１より価格変更となっております、 島

◆ 有機 深 む し 茶 …１００ｇ…１２００円 産

◆ 有機 在来種の煎茶 …１００ｇ… ７００円

◆ さつま芋(安納)(ﾍﾞﾆ系)(ｺｶﾞﾈ系) …１kgあたり…各３００円

※数量限定のため、売り切れの場合はご容赦ください

◆ 国産 かやの実油 …１６０ｇ…１５００円 ※九州産

◆ 国産 ひまわり油 …１６０ｇ… ６００円 ※九州産

◆ 国産えごま油ｶﾌﾟｾﾙ …100粒…(会員価格)１８００円
※いづれも12/1より価格変更となっております

過日衆議院が解散し、とても覚えきれないほど多くの新
政党が次々に誕生する中、選挙に向けて、政治家は政策そ
っちのけで選挙対策に奔走し、一方本来政治家が向き合う
べき国民はすっかり蚊帳の外..といった印象の昨今..。

３年ほど前、民主党にかけた国民の期待は、今や失望に
変わりました。民主党政権は、長らく続いた自民党政権時
代に作り上げられて来た強固なものに対するにも、取って
代わるにも、余りに未熟過ぎたと言えるのかも知れません。

民主党が政権を執って間もなくに、東日本大震災や福島
の原発事故が起こった事で、くしくもその思いは増幅され
たようにも思えます。その遅々として進まない復興対策に
は、被災者ならずとも苛立ちが募る思いがします。

ただ、原発問題自体に限って言えば、そもそも自民党政
権時代に端を発した事..。安全神話を盾に原発推進を推し
進めて来たのは、他ならぬ自民党である事については、誰
しも異論はないでしょう。

その自民党に関して、ある議員がこう言っているのを耳
にしました。“自民党は経済優先の考え方で原発の増設を
重ねて来たが、実はいざ廃炉にする場合の事などわかって
いないので、今後も経済優先のもと原発増設を進めるだろ
う”と..。私もそう感じます。自民党が政権を執れば、原
発は再稼働・増設の方向へと向かい、結果一時的には電気
料金も下がり、経済も今よりは潤うでしょう。が、それが
国民の健康や安全と引き替えであって良いものかどうか。

私は、それは是認すべきではないと思います。少なくと
も原発は出来るだけ早期に廃止すべきだと思いますし、そ
の実現のために国を挙げて自然エネルギーへの転換を急ぐ
べきだと思います。それは、広島・長崎・福島と、原子力
の脅威にさらされた経験を持つ被爆国日本が、世界に向け
身を以て示すべき姿勢でもあるのではないでしょうか。

ただ、今の日本は、原発問題の他にも問題は山積してい
ます。沖縄の米軍基地問題・赤字国債問題等々、どれも子
孫の代にまで係わる問題です。間もなく行われる衆議院選
挙は、国民の意志を国政に反映させる貴重な機会です。今
を見極める目だけでなく、私達の選択に子孫の未来が係っ
ているのだという自覚を併せ持って投票したいものです。



下表の価格は、12/1現在の税別(消費税抜き)価格です

１２／１より、ごま製品を中心に一部商品の価格を変更させていただきます。
つきましては、現在のパンフレット発行時(2010年10月)以降に容量・価格等が変更となっ
た商品を、下表にまとめております。下線部が変更のあった部分です。ご注文の際はこち
らをご参照下さいますように、宜しくお願い申し上げます。

パンフレット掲載の商品 ※商品名はパンフレットに記載の商品名で表記しております

◆１２／１より変更の商品 ◆すでに変更済みの商品

商品名 容量 価格(税別) 商品名 容量 価格(税別)

国産 幻のかやの実油 １６０ｇ １５００円 国産 ｶﾎｸの菜の花畑 ６５０ｇ ８５０円

国産(喜界島産)白ごま油 １００ｇ １５００円 国産 ｶﾎｸの菜の花畑 １６５０ｇ １７００円

国産 洗いえごま ５０ｇ ４００円 国産 黄金油 (なたね油) ６５０ｇ １０００円

国産 洗いごま(黒) ５０ｇ ４００円 国産 黄金油 (なたね油) １６５０ｇ ２０００円

国産 洗いごま(金) ５０ｇ ４００円 国産 なたねサラダ畑 ６５０ｇ １０００円

国産 洗いごま(白) ５０ｇ ４００円 有機 国産 なたね油 ８２０ｇ １８００円

国産 釜いりごま(黒) ５０ｇ ４００円 有機 オリーブ油(小) １００ｇ ５５０円

国産 釜いりごま(金) ４０ｇ ４００円 グルメサラダ油 ６５０ｇ １５００円

国産 釜いりごま(白) ５０ｇ ４００円 たべる黒ごまらぁ油 ※現在販売しておりません

国産 ねりごま(黒) ８０ｇ ８００円 黒ごま油 (有機原料使用) ６５０ｇ ３０００円

国産 ねりごま(黒) ２００ｇ １８００円 白ごま油 (有機原料使用) ６５０ｇ ２４００円

国産 ねりごま(白) ８０ｇ ８００円 鹿児島産 純くず粉 １００ｇ ２５００円

国産 ねりごま(白) ２００ｇ １８００円 ブルーベリージャム １２５ｇ ７００円

国産 すりごま(黒) ３５ｇ ４００円 ※山口県産、農薬・化学肥料不使用原料使用

国産 すりごま(白) ３５ｇ ４００円 国産 もちあわ １００ｇ ３００円

有機 オリーブ油(大) ６５０ｇ ２５００円 国産 もちきび １００ｇ ３００円

鹿児島産 小麦粉 ５００ｇ ４００円

国産 ごまふりかけ ３５ｇ ４００円

洗双糖(粗糖)種子島産 ５００ｇ ３５０円 国産 丸大豆みそ ５００ｇ ６００円

国産 丸大豆しょうゆ ９００ml ８００円 国産 玄米みそ ５００ｇ ６００円

パンフレット未掲載の商品 ※伝言板などでご紹介した商品をご案内いたします。

なお、下線部は現在までに変更(もしくは予定)の部分です。

商品名 容量 価格(税別) 商品名 容量 価格(税別)

国産 アマランサス １００ｇ ３００円 熊本産 れんげ蜂みつ ２６０ｇ １８００円

国産 丸麦 ５００ｇ ４００円 熊本産 百花蜂みつ ２６０ｇ １８００円

アボカドオイル(ﾒｷｼｺ産) １００ｇ １０００円 さつま 純わらび粉 ８０ｇ ２５００円

かごしま産 長崎県島原産 (新物価格)

黄金しょうが(粉末) ２５ｇ ５００円 天日干し 千切り大根 ５０ｇ ２００円

鹿児島産 ごぼう茶 2g×30P １５００円 ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲみそ汁 10g×5P ６００円

黒ゴマ石けん ９０ｇ ２０００円 てっかみそ ７０ｇ ７５０円

ＫＯ－３０ …３０００円

国産 菜の花畑(なたね油) 270g×1本

国産 なたねサラダ畑 270g×1本

有機 白ごま油 <有機外国産原料> 160g×1本

黒 ご ま ら ぁ 油 23g×1本

国産 スリゴマ(黒) 35g×1袋

ＫＯ－４０ …３５００円

国産 白 ご ま 油 100g×1本

国産 ねりごま(黒) 80g×1本

国産 スリゴマ(黒) 35g×1袋

国産 菜の花畑(なたね油) 650g×1本

ＫＯ－５０ …４５００円
国産 白 ご ま 油 100g×1本

国産 ねりごま(黒) 80g×1本

国産 スリゴマ(黒) 35g×1袋

国産 菜の花畑(なたね油) 650g×1本

国産 なたねサラダ畑 650g×1本

国産こだわりギフト …３５００円

国産 菜の花畑(なたね油) 270g×1本

国産 なたねサラダ畑 270g×1本

国産 白ごま油 100g×1本

国産 ねりごま(白) 80g×1本

国産 釜いりごま(白) 50g×1袋

黒づくしセット …３０００円
国産 菜の花畑(なたね油) 270g×1本

有機 黒ごま油 <有機外国産原料> 160g×1本

国産 ねりごま(黒) 80g×1本

国産(喜界島産) スリゴマ(白) 35g×1袋

国産 黒 米 200g×1袋

※ご注文の際は、商品名・数量・のしの内容(要/不要・のしの種類・表書き
の有無など)をお知らせ下さい。

※弊社よりご贈答先様への直送も承ります。ご贈答先様のお名前・ 郵便
番号・ご住所・電話番号をお知らせ下さい。尚、代金はご依頼主様宛て
に請求書と郵便振替用紙を郵送致しますので、先にお振り込み下さい。

お振り込みの確認が完了致しました後、直ちに発送させて頂きます。

下記セットの他、ご希望に合わせて詰め合わせも承ります。

ギフト箱については、下のセット写真をご参照ください。

KO-40・KO-50の価格については、2013年１月より従来価格となります

（KO-40→4,000円、KO-50→5,000円）ので、お早めにご用命ください


