
今年もニワトリのヒナ４羽がやって
来ました。お馴染みの｢ごいし(碁石)｣
3羽に、今回は｢天草大王｣1羽もいます。

５月初めにやって来た時は手の平に
乗る位小さかったヒナも、１ヶ月余り
経ってかなり大きくなり、ダンボール
製の小屋も狭くなったので、敷地内に
作ってある広いニワトリ小屋に引っ越
しました。

広々とした所に移ったピーコ達、毎
日元気に走り回っています。

掲載の価格は、全て消費税抜きの価格です

消費税(８％)は別途で加算させていただいております

第２8８号 < 2016/６/１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

⇒油は消費者会員様限定にてご予約注文受付ます
油は原料製造共に全てのご注文への対応が難しい状況のため、
現在は2015/12/20以前登録の消費者会員様のみの限定販売と
させて頂いております.また、原料価格の上昇により、現在価
格を変更させていただいております。何とぞご了承ください。

◆ 国産えごま油（10本ｾｯﾄ）…100g×１０本
… ２０，０００円 → １８,０００円

☆送料無料(沖縄,離島除く) ☆お一人様１ｾｯﾄ限り

◆ 国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ …31.5g(100粒)…２,０００円

※上記2品はお届けまでに少々日数を要する場合もございます

◆ 国産 洗いえごま …５０ｇ…４００円 ※生の実です

⇒油・実は販売中、ｶﾌﾟｾﾙは販売休止中

◆ 外国産 えごま油 …１００ｇ…１,０００円

◆ 外国産 洗いえごま …５０ｇ…３００円 ※生の実です

表示価格は消費税抜価格です

◆ ごぼうかりんとう …６５ｇ…１８０円<新発売>

◆ 国産 れんげ蜂みつ …２６０ｇ…３０００円

◆ 国産 百花蜂みつ …２６０ｇ…２０００円

◆ 白ごま油<外国産原料>…650g…2400円 → ２７００円

◆ 国産 えごま油 …100g…1800円 → ２０００円
※現在は登録済消費者会員様のみの限定販売

◆ 有機ｵﾘｰﾌﾞ油<小>…100g… 550円 → ６００円

◆ 有機ｵﾘｰﾌﾞ油<大>…650g…2500円 → ３０００円

◆ 国産 黒ごま塩 … ４０ｇ → ３５ｇ… ４５０円

◆ ごまふりかけ(えび入) …35g → ３０ｇ… ４００円

◆ 丸大豆しょうゆ …900ml…800円 → １０００円

◆ 〃 <1升びん> …1.8L…1500円 → １６００円

◆ 自家焙煎珈琲(豆)(粉) …各100g…各６００円 ※製造元変更

◆ アマニ(亜麻仁)油 …100g…700円 → ８００円

◆ かやの実油 ◆ そば粉

ここ数年天候不良等の影響により国産ごまが不足し
ているため、現在一部製品を、2015/12/20以前登録の
消費者会員様のみの限定販売とさせて頂いております。
また、原料調達や製造に係る費用も増加を続けている
現状のため、現在下表の通り規格・価格を変更させ
て頂いております。何とぞ宜しくご了承下さい。

尚、弊社では有機(外国産)原料使用の製品も販売
しております。ご用命いただければ幸甚です。

国産原料使用品
品名 容量 小売価格 販売状況

国産 白ごま油 100g 1,800円
国産 ごま油 160g 2,000円
国産 洗いごま(白) 50g 500円
　　　　〃　 　　(黒) 50g 500円
　　　　〃　 　　(金) 50g 500円
国産 釜いりごま(白) 40g 400円
　　　　〃　　   　(黒) 40g 400円
　　　　〃　　   　(金) 40g 400円
鹿児島産 黒ごま油 100g 2,500円
　　　　〃 270g 5,500円
国産 スリゴマ(白) 35g 400円
　　　　〃　　　(黒) 35g 400円
国産 ねりごま(白) 80g 900円
　　　　〃　　　(黒) 80g 900円
国産 ねりごま(白)<大> 200g 2,000円
　　　　〃　　　(黒)<大> 200g 2,000円

品名 容量 小売価格 販売状況

有機 黒ごま油　※価格変更 160g 900円
　　　　〃　　　　　<新規格>　 　　 100g 600円
有機 白ごま油　※価格変更 160g 800円
　　　　〃　　　　　<新規格>　 　　 100g 500円
有機 ねりごま(白) <新規格> 130g 800円
　　　 〃　　　　(黒) <新規格> 130g 800円
有機 釜いりごま(白)  <再規格> 50g 300円
　　 　　〃　　 　　(黒)  <再規格> 50g 300円
　　※上表に記載のない製品は引き続き販売します

　※業務用については個別にお問い合わせください

※網掛部分が変更となっています ※変更なしの製品も記載しています
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先般の熊本地震は、震源となった熊本県・大分県に大きな
被害をもたらしただけでなく、九州全体にも影響を及ぼして
います。九州各県で観光客・宿泊客の減少が深刻化している
のも、その影響のひとつ。ですが、熊本県の中にも殆ど被害
を受けなかった所もあります。我が鹿児島県でも、地震前と
全く変わらない暮らしが営まれています。

熊本をはじめ九州各地を訪れることも、どこかでその産物
を買うことも、ひとつの支援の形。九州全体の元気は、同じ
九州内の被災地を支える力に繋がります。九州に暮らす者と
して、そんな風なご支援もいただけること、願っています。

・ご希望に応じて詰め合わせも承ります
・贈り先様への直送も可能です

詳しくは裏面のご案内をご覧ください



２０１６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。

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

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 ・沖縄…1,100円
料 離島等別途料金がかかる場合があります 中国…６２０円 ・ 東海中部～北海道…８２０円


