
弊社が湧水町に移転した折、現副町長との何気な
い会話をヒントに思い立った国産アーモンドプロジ
ェクト。それから９年、生産者のご協力もあって今
年ようやく油を搾れるまでになり、去る１０／１７、
生産者や製菓業・飲食業・マッサージ業等の方々、
新聞社・テレビ局等、町内外から４０名程のご参加
をいただき、搾油見学会と
試食会を行いました。

搾り出された油は、アー
モンドの風味も豊かで味も
良く、どんな食材にも合い
そうな感じがしました。
また、油を搾った後のアー
モンドプードルも、お菓子
の他色々なものに利用でき
る可能性を感じました。

今年は収穫量が少なく、
搾った分は既に完売してし
まいましたが、少しでも早
く皆様へお届け出来るよう、
生産への取り組みが広がっ
て行く事を願っています。

掲載の価格は、全て消費税抜きの価格です

2014/4/1より、消費税は８％へ改定となっています
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新米になっています

農薬・化学肥料を使用せずに栽培した米です。
熊本県湯前町の生産ｸﾞﾙｰﾌﾟが、長年に渡って
契約栽培しています。

米は、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

２０１４年９月～２０１５年８月の１年間

種類・容量・価格(税抜)

玄米・胚芽米・白米の３種類あります

各５ｋｇ入・各３,０００円 です

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

的に発送します

(毎月１回、１日前後にお手元にお届け)

お知らせ頂ければ、詳しい案内をお送りします

表示価格は消費税抜価格です

◆ 黒米古代もち …415g(10切)…８００円 <新潟産もち米使用>

◆ もち米(玄米)（白米） …各１ｋｇ…各７００円

うるち米と同じ生産グループのもち米です

◆ さつま芋(安納) …１ｋｇ…３５０円

ごま生産者の岩元さん(81歳)の畑で穫れました。

包材がｱﾙﾐ蒸着のｼｰﾙ付袋に変わり、使用の味噌が
麦みそになりました。ご飯にふりかけてどうぞ。

◆ 鉄火みそ …７０ｇ…７５０円

◆ 洗 双 糖 …500g ⇒ ４５０ｇ…350円 ⇒ ３００円

◆ ｱﾏﾆ(亜麻仁)油 …１００ｇ…７００円 ※ｶﾅﾀﾞ産

◆ 国産 かやの実油 …１００ｇ…１５００円

◆ 国産 ひまわり油 …１６０ｇ… ６００円

◆ ｱﾎﾞｶﾄﾞｵｲﾙ …１００ｇ…１０００円 ※ﾒｷｼｺ産

◆ おりた園 有機 緑茶…１００ｇ…１１００円

◆ おりた園 有機 知覧茶 …１００ｇ…６００円

◆ 熊本県産 もち押麦 …２００ｇ…４００円

◆ 小麦粉 (全粒粉・薄力) …５００ｇ…４００円 ※鹿児島産

◆ 梅干し …２００ｇ…６００円 ※弊社手作り

◆ かごしま産 黄金しょうが(粉末) …２５ｇ…５００円

◆ 鹿児島産 ごぼう茶 …２g×３０ｐ…１５００円

◆ 島原産 天日干し 千切り大根 …５０ｇ…１８０円

◆ 成清さんの海苔 …10枚入…４００円 <有明海産>

◆ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ …２００ｇ…７００円 <熊本県産>

◆ 宮崎県産 干し椎茸(懐石椎茸) …40g…５００円

◆ 熊本産 百花蜂みつ …２６０ｇ…１８００円

◆ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ(ﾋﾞﾀｰ)(ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ) ※11月中旬頃より再開予定

◆ 黒糖（角）(粉) ※11月下旬頃より再開予定

◆ そ ば 粉 (鹿児島産) ※12月以降に再開予定

◆ 田中さんの温州みかん …10kg箱…２２００円

例年お馴染みの宮崎県南郷町・田中さん生産のみ
かんです。農薬は不使用、施肥は弊社の油粕のみ。
皆様に安心して召し上がっていただくために、田
中さんは敢えてこの様な難しい栽培法に取り組ん
でおられます。ぜひご用命ください。

・10月中旬から→早生種・12月から→普通期種にてお届け

・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(税別)<1ｹ口の場合>

北海道 1,650 四国 750
東北 1,350 九州 650

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

関西,四国 850

札幌近郊の皆様方へ

●１１月６日(木)～１１月１２日(水)●

東急・さっぽろ店（９階催事場）にて

詳細は裏面参照



２０１４年 冬版
下記の各表に表示した価格は全て税抜価格です

上記セットの他、お客様のご希望に合わせて詰め合わせも承ります。お気軽にご相談下さい。

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 …４０００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 …５０００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

※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)をお知らせください。

※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ください。
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、先にお振り込みください。 お振り込みの確認が完了致しまし
た後、直ちに発送させていただきます。

送 右記は１ケ口の場合の送料(税別)です 九州…５７０円 ・ 近畿、四国…７２０円
料 離島は別途料金となる場合があります 中国…６２０円 ・ 東海中部～北海道…８２０円

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


