
2014/4/1より、消費税は８％へ改定となります

｢カホク伝言板｣に記載の価格は、全て消費税抜きの価格です

カホク伝言板
第２５８号 < 201４.３.１号>

（有）鹿 北 製 油 発行
〒899-6207 鹿児島県姶良郡湧水町米永3122-1
TEL 0995-74-1755 FAX 0995-74-1756
URL http://www.kahokuseiyu.co.jp/
Eﾒｰﾙ info＠kahokuseiyu.co.jp

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
９：００～１６：００

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

表示価格は消費税抜きの価格です

◆ 亜麻仁油 …１００ｇ… ７００円 ※ｶﾅﾀﾞ産原料 新商品

亜麻仁油は、ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値の上昇抑制・動脈硬化予防・血

流改善、免疫力向上などに効果があるといわれています。

◆ 国産 かやの実油 …１００ｇ…１５００円

◆ 国産 ひまわり油 …１６０ｇ… ６００円

◆ アボカドオイル …１００ｇ…１０００円 ※ﾒｷｼｺ産原料

知覧茶は全国茶品評会で連続日本一受賞..有機JAS認証品で安心です

◆ おりた園 有機 緑茶 …１００ｇ…１１００円 ※在来種茶葉

◆ おりた園 有機 知覧茶 …１００ｇ…６００円 ※二番茶使用

◆ 黒糖(角)(粉) ※新糖…各１２０ｇ…各２５０円<喜界島産>

◆ そば粉 ※新物 …５００ｇ…７００円 <地元産>

◆ 小麦粉 (全粒粉・薄力) …５００ｇ…４００円 <鹿児島県産>

◆ 梅干し …２００ｇ…６００円 ※弊社手作りの田舎風<〃>

◆ 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 ※新物 …５０ｇ…１８０円

◆ 成清さんの海苔 ※新海苔 …10枚入…４００円<有明海産>

◆ ブルーベリージャム …２００ｇ…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>

◆ 宮崎県産 干し椎茸(懐石椎茸) …40g…５００円 ※値下しました

◆ 熊本産 百花蜂みつ …260g…１８００円 ※レンゲは欠品中

◆ 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) …各50g…各３００円

◆ ｵｰｶﾞﾆｯｸ石けん(ﾛｰｽﾞｶﾒﾘｱ) …90g…３２００円 ※弊社椿油主成分

◆ もち米 ◆ さつま芋

●大阪近郊の皆様へ●来年２月２６日(水)～３月４日(火)

阪急デパート・梅田本店 ｢九州物産展｣にて

●東京近郊の皆様へ●来年３月１２日(水)～３月１７日(月)

三越デパート・日本橋本店 ｢鹿児島展｣にて

下表価格は税抜価格

現在のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ発行時(2010/6)以降、下表の通り価格・容量が
変更となっています。 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

国産 幻のかやの実油 100g １５００円

国産 白ごま油 100g １５００円

国産 洗いえごま 50g ４００円

国産 洗いごま(白)(黒)(金) 各 50g 各４００円

国産 釜いりごま(白)(黒) 各 50g 各４００円

〃 (金) 40g ４００円

国産 ねりごま(白)(黒)<小> 各 80g 各８００円

国産 ねりごま(白)(黒)<大> 各200g 各１８００円

鹿児島産 小麦粉 500g ４００円

国産(九州産) 丸麦 500g ４００円

国産 もちあわ 100g ３００円

国産 もちきび 100g ３００円

洗双糖(粗糖)種子島産 500g ３５０円

国産 丸大豆しょうゆ 900ml ８００円

国産 ひまわり油 160g ６００円

国産えごま油ｶﾌﾟｾﾙ ※会員価格 100粒 １８００円

国産 ごまふりかけ 35g ４００円

国産 ｶﾎｸの菜の花畑(なたね油) 650g ８５０円

〃 <１升びん> 1,650g １８００円

国産 黄金油(なたね油) 650g １０００円

〃 <１升びん> 1,650g ２１００円

国産 なたねサラダ畑 650g １０００円

有機 国産 なたね油 820g １８００円

有機 オリーブ油 <小> 100g ５５０円

〃 <大> 650g ２５００円

グルメサラダ油 650g １５００円

なたねサラダ畑(外国産原料使用) 1,650g １３５０円

黒ごま油(外国産有機原料使用) 650g ３０００円

白ごま油(外国産有機原料使用) 650g ２４００円

鹿児島産 純くず粉 100g ２５００円

国産 丸大豆みそ 500g ６００円

国産 玄米みそ 500g ６００円

ブルーベリージャム(熊本県産) 200g ７００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) 各50g 各３００円

有機 深むし茶(田中園) 販売していません
有機 在来種の煎茶(田中園) 販売していません
新商品 おりた園 有機知覧茶 100g ６００円

新商品 おりた園 有機 緑茶 100g １１００円

ご希望の月にご希望の数量だけお送りする定期便も承り中！

(定期便は、ご予約に基づき、毎月１日前後にお届けいたします)

◆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｣便利用にて発送

－－－詳細はお問い合わせください－－－

今年４月より消費税が８％へと改定されるにあたり、弊社では
電話によるお問い合わせ・パンフレット・ホームページ・｢カ

ホク伝言板｣など、価格に関する表示・ご案内は全て｢税
別(税抜)価格｣とさせていただきます。

★現在税込表示のものも、順次税別表示に変更させていただきます

２０１３年(平成２５年)産の原料について、放射能および残留
農薬の検査を行いました。 検査の結果は以下の通りです。

【放射能検査】
検査年月：2014年1月 ・ 検査機関：福岡県放射能市民測定室

検査原料：・北海道産 なたね ・鹿児島県,長崎県産 黒ごま
・鹿児島県産 白ごま ・鹿児島県,宮崎県産 金ごま
・北海道産 えごま ・鹿児島県産 黒米

検査結果：放射性セシウム137・放射性セシウム134・放射性
ヨウ素131について、いずれの原料も検出せず

【残留農薬検査】
検査年月：2013年10月 ・ 検査機関：(株)ｷｭｰｻｲ分析研究所

検査原料および検査結果：
・北海道産 なたね－全て不検出

検査年月：2014年2月・検査機関：(株)日本食品機能分析研究所

検査原料および検査結果：

・国産 白ごま－全て不検出 ・国産 黒ごま－全て不検出
・国産 金ごま－全て不検出 ・国産 えごま－全て不検出


