
次の記載品は価格が変更となっております

・国産 えごま油 100g 1,500円 → 1,700円
※現在は販売休止中です(11頃より再開予定)

・外国産 えごま油 100g 900円 → 1,000円

・ｱﾏﾆ(亜麻仁)油 100g 700円 → 800円

パンフレットに未記載の商品をご案内します

・外国産 洗いえごま 100g 300円

・外国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ 100粒 1,700円

・知覧農園のｵｰｶﾞﾆｯｸ緑茶 100g 700円

・知覧農園の有機緑茶｢野花｣ 100g 1,100円

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

第２７7号 < 2015.8.1号>

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、｢代金引換｣にてお届けいたします
配達の際に代金をお支払いの上、荷物をお受取り下さい

（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

表示価格は消費税抜価格です

◆ アマニ(亜麻仁)油 …100g…700円 → ８００円

◆ 知覧農園の有機緑茶｢野花｣ …１００ｇ…１１００円

◆ 知覧農園のｵｰｶﾞﾆｯｸ緑茶 …１００ｇ… ７００円

どちらも有機JASﾏｰｸ付きで、美味しさに安心を
プラス。ぜひ一度お試しください。

◆ 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

◆ 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

◆ 成清さんの海苔 …10枚入…４００円 <有明海産>

◆ 島原産 天日干し 千切り大根 …５０ｇ…１８０円

◆ 国産 かやの実油 …１００ｇ…１５００円

◆ ｱﾎﾞｶﾄﾞｵｲﾙ …１００ｇ…１０００円 ※ﾒｷｼｺ産

｢外国産｣のみ販売中。。｢国産｣は販売休止中です

｢国産えごま油｣｢国産洗いえごま｣｢国産えごまカプ
セル｣につきましては、新物の国産原料が入荷する
11月頃まで一時販売を休止いたしております。その
間は、外国産原料製品(下記)のみの販売となります。

◆ 外国産 えごま油 …１００ｇ…１０００円
石臼の重みで搾油する昔ながらの方法で搾っています

◆ 外国産 洗いえごま …５０ｇ…３００円 ※生の実です

◆ 外国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ …31.5g(100粒)…１７００円

※上記品はいずれも残留農薬について２７６項目
の検査を行い、全て不検出という結果を得た原
料を使用しています。

｢えごま｣は別名｢えごしそ｣とも呼ばれ
るシソ科の植物．．ごまの仲間ではあ
りません。写真を見れば一目瞭然→
ですね。ただ、丈は人の背丈以上に伸
びて、葉も実も大ぶりです。

現在これまでの佐川急便に加えてﾔﾏﾄ運輸の宅急便も
利用して発送を行っております。但し、いずれかの
便をお選び頂くことは出来ませんのでご了承下さい。
尚、これに伴い、九州・沖縄・離島方面の送料（1ｹ

口）を下記の通り改定させていただいております。

何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品代金(税別)：1万円以上の場合
九州 → 無料 沖縄・離島 → ５００円

商品代金(税別)：1万円未満の場合
九州 →６００円 沖縄・離島 →１１００円

※一部離島・地域は別途運賃がかかる場合がございます
※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄご注文分についても改定させていただいております

９月お届け分から新米(早期米)となります

熊本県湯前町の生産ｸﾞﾙｰﾌﾟが長年に渡り契約栽培しています

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

２０１５年９月～２０１６年８月の１年間
※９月分→早期、10月分から→普通期の新米となります

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

荷物個数に関わらず「代金引換｣便にて発送します
(毎月１回、１日前後にお手元にお届け)

遠方の方へ朗報！定期直送申込の場合、送料お得です

お知らせ頂ければ、詳しいご案内をお送りします

８／１３(木)～８／１６(日) の期間
お盆休みのため通常業務は休業させていただきます

事務所併設の直売所は、上記期間中もオープン

しております。 ぜひお立ち寄りください。



２０１５年 夏版
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いたし
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い
たしました後、お客様のご希望に合わせ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…６００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


