
先般のイギリスＥＵ離脱決定を受けて、今世界では
多方面に渡って大きな混乱が生じています。離脱派・
残留派が拮抗する中で行われた国民投票。その結果は、
大方の国の希望的観測を含めた予想に反し、当事国だ
けでなく、グローバル化の進んだ世界各国にとっても、
大きく方向転換を迫られるものとなりました。

今回のことで、私は一票がこれ程の影響を及ぼす力
となり得ることを目の当たりにし、その権利を行使す
ることの重大さを知らされる思いがしました。

日本でも７月１０日には参議院選挙や地方選挙が行
われます。選挙年齢も18歳に引き下げられ、将来を担
う世代の有権者が増えることになりました。

自分の投じる一票が、自分の住む地域や国の在り方
や進む方向を決めることに繋がって行く。それを変え
るも変えぬも、一票を投じる事からしか始まりません。
老いも若きも、自分の描く地域や国の在り方を自問し、
一票を通じてその答えを示して行きたいものです。

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
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⇒油・実は販売休止中、ｶﾌﾟｾﾙのみ販売中
油・実の販売再開は11月頃からとなる見込みです

◆ 国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ …31.5g(100粒)…２,０００円

※お届けまでに少々日数を要する場合もございます

⇒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

◆ 加計呂麻 きび酢 …７００ml…２０００円

◆ ごぼうかりんとう …６５ｇ…１８０円

◆ 黒糖かりんとう ◆ 洗双糖かりんとう…各65g…各180円

◆ 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

◆ 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

◆ 黒 糖（角）粉）

天候不順等によるごま不足により、現在一部製品を、
下表の通りの限定販売、および規格・価格を変更させ
て頂いております。何とぞご了承下さい。

なお、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

販売中

ごま製品　規格・価格変更　一覧表

有機（外国産）原料使用品

販売中
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限定販売

販売中

販売中

販売中

・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

９月分から新米となります (9月分→早期米、10月分から→普通期米)

◆熊本県湯前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届けします ◆年に数回でも承ります ◆途中での予約変更も可能です

種類・容量・価格(税抜) 玄米・胚芽米・白米の３種類、各５ｋｇ入、各３,０００円 お届けの期間 2016年９月～2017年８月の１年間 発送・お支払方法 毎月末発送日に、荷物個数に関わらず「代金引換｣便にて発送
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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) ４0g×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 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


