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営業日時 事務所・工場：毎週月曜日～土曜日
８ ： ０ ０～ １ ７ ： ０ ０

直売店舗 (弊社事務所内 )： 年中無休
９ ： ０ ０～ １ ７ ： ０ ０

発 送 概 ね 受 注 日 の 翌 日 か 翌 々 日 発 送

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、荷物をお受け取り下さい

営業日時と直送のご案内

●福岡近郊の皆様へ● １月１２日(土)～１月１４日(月)

イオン・福津店(福岡県) ｢鹿児島の物産と観光展｣にて

●大阪近郊の皆様へ● ２月２７日(水)～３月５日(火)

阪急ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・梅田(大阪)店 ｢九州物産展｣にて

●東京近郊の皆様へ● ３月１３日(水)～３月１８日(月)

三越ﾃﾞﾊﾟｰﾄ・日本橋店 ｢鹿児島展｣にて

４年前に植えたｱｰﾓﾝﾄﾞも,今年は実の油が搾れるまでに大きくなりました

謹んで 新年のご挨拶を申し上げます

本年も変わらぬご愛顧を賜ります
よう、宜しくお願い申し上げます

－スタッフ一同－

自民党の政権復帰で終わった昨年..安倍内閣が発足した途端に、
様々な政策の見直しが明言されました。中でも原発に関しては、
ある新聞社の調査によると、先の衆院選で投票した有権者の８割
近くが、即時又は段階的な原発廃止を希望しているという結果が
出ているにも関わらず、再び推進へと舵を切るつもりのようです。

が、自民党も有権者も決して忘れてはなりません..放射能汚染
のため、復興しようにもままならない福島の惨状と、その住民の
苦しみを..そもそもそんな状況を招いた責任の多くは、放射性廃
棄物処理問題の確かな解決策も持たないまま、この地震国に五十
基余もの原発を作って来た自民党の政策にあるのだという事を..。

自民党がポスターに謳った“取り戻す”という言葉..それが何
の議論も精査も経ず“元に戻す”事だとするなら、自民党・国民
双方共が、以前にも増して苦境に陥りかねない..国の運営を託し
た方も託された方も、その事をよくよく肝に銘じたいものです。

何にせよ、自分達の命も生活も未来も、自ら声を上げ続ける一
方で、自らの実践によって守っていくしかない時代..出来る事か
らひとつずつ..弊社の太陽光発電も３月に稼働する予定です。

表示価格は消費税抜きの価格です

◆ ｷﾞﾌﾄｾｯﾄ ＫＯ－４０ …3,500円 ⇒ ４,０００円 <1/1より>

◆ ｷﾞﾌﾄｾｯﾄ ＫＯ－５０ …4,500円 ⇒ ５,０００円 <1/1より>

◆ 菜の花畑<1升瓶入> …1,650g…1,700円⇒１,８００円 <3/1より>

◆ 黄金油 <1升瓶入> …1,650g…2,000円⇒２,１００円 <3/1より>

◆ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ (山口県産) …１２５g…７００円

↓ ※山口県産が完売次第、商品変更となります

◆ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ (京都府産) …１１０g…８００円

京都府産、ｶﾎｸの洗双糖のみを使用した商品です

◆ 黒米古代もち



▼

農薬・化学肥料を使用しないで栽培した｢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。途中での予約変更も可能。

◆玄米・胚芽米・白米の３種類、各５ｋｇ入・各３,０００円
◆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)

下表の価格は、税別(消費税抜き)の価格です

2012/12/1より、ごま製品を中心に一部商品の価格を変更させて頂いております。現在のパンフレット発行時(2010/10)以降に価格・
容量が変更となった商品は下表の通りですので、ご注文の際はこちらをご参照ください。（下線部が変更のあった部分です）

商品名(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載の品名) 容量 現在の価格 商品名(ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄに記載の品名) 容量 現在の価格

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

国産(喜界島産)白ごま油 １００ｇ １５００円 〃 <１升びん> １,６５０ｇ １７００円

国産 洗いえごま ５０ｇ ４００円 ※3/1より,１升びん入の価格は １８００円 へ変更となります

国産 洗いごま(白)(黒)(金) 各５０ｇ 各４００円 国産 黄金油(なたね油) ６５０ｇ １０００円

国産 釜いりごま(白)(黒) 各５０ｇ 各４００円 〃 <１升びん> １,６５０ｇ ２０００円

〃 (金) ４０ｇ ４００円 ※3/1より,１升びん入の価格は ２１００円 へ変更となります

国産 ねりごま(白)(黒)<小> 各８０ｇ 各８００円 国産 なたねサラダ油 ６５０ｇ １０００円

国産 ねりごま(白)(黒)<大> 各２００ｇ 各１８００円 有機 国産 なたね油 ８２０ｇ １８００円

国産 すりごま(白)(黒) 各３５ｇ 各４００円 有機 オリーブ油 <小> １００ｇ ５５０円

鹿児島産 小麦粉 ５００ｇ ４００円 〃 <大> ６５０ｇ ２５００円

国産(九州産) 丸麦 ５００ｇ ４００円 グルメサラダ油 ６５０ｇ １５００円

国産 もちあわ １００ｇ ３００円 黒ごま油(外国産有機原料使用) ６５０ｇ ３０００円

国産 もちきび １００ｇ ３００円 白ごま油(外国産有機原料使用) ６５０ｇ ２４００円

洗双糖(粗糖)種子島産 ５００ｇ ３５０円 たべる黒ごまらぁ油 ※現在販売しておりません

国産 丸大豆しょうゆ <小> ９００ml ８００円 鹿児島産 純くず粉 １００ｇ ２５００円

〃 <１升びん> １.８Ｌ １５００円 国産 丸大豆みそ ５００ｇ ６００円

国産 ごまふりかけ ３５ｇ ４００円 国産 玄米みそ ５００ｇ ６００円

国産(宮崎産) ひまわり油 １６０ｇ ６００円 ブルーベリージャム(京都府産) １１０ｇ ８００円

国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ ※会員価格 １００粒 １８００円 ※山口県産が完売次第(1月頃)、この商品に変わります

◆ もち米(玄米)(白米)<新米> …各1kg…各７００円 <熊本県産>

◆ 黒糖（角）(粉) …各１２０ｇ…各２５０円 ＜喜界島産＞

◆ そば粉 <新物> …５００ｇ…７００円 ＜鹿児島県産＞

◆ 小麦粉 (全粒粉) …５００ｇ…４００円 ＜鹿児島県産＞

◆ 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


