
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２99号 < 2017/2/1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

今季の国産ごま製品・国産えごま製品については、下表
の通り販売いたしております。

なお、国産原料品は今季も原料不足のため、受注数量限
定にて承っております。何とぞご了承ください。

国産えごま油は、リピーター様電話注文のみの限定販売に
つき、新規及びｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟからのご注文は承っていません

＜国産原料使用品＞　

品名 容量 小売価格 備考
国産 白ごま油 100g 2,000円 1/1より価格変更

鹿児島産 黒ごま油 100g 2,500円
　　　　〃 270g 5,500円
国産 釜いりごま(白) 40g 400円
　　　　〃　　   　(黒) 40g 400円
　　　　〃　　   　(金) 40g 400円
国産 スリゴマ(白) 35g 400円
　　　　〃　　　(黒) 35g 400円
国産 ねりごま(白) 80g 1,000円 1/1より価格変更

　　　　〃　　　(黒) 80g 1,000円 1/1より価格変更

国産 ねりごま(白)<大> 200g 2,300円 1/1より価格変更

　　　　〃　　　(黒)<大> 200g 2,300円 1/1より価格変更

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 えごま油 100g 2,000円

国産 洗いえごま 50g 500円 1/1より価格変更

国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ 100粒 2,000円

＜有機（外国産）原料使用品＞
品名 容量 小売価格 備考

有機(外国産) 黒ごま油　 160g 900円
　　　　〃　　　　 100g 600円
有機(外国産) 白ごま油　 160g 800円
　　　　〃　　　 100g 500円
有機(外国産) ねりごま(白) 130g 800円
　　　 〃　　　　　　(黒) 130g 800円
有機(外国産) 釜いりごま(白) 50g 300円
　　 　　〃　　 　　　(黒)  50g 300円

外国産 えごま油 100g 1,000円
外国産 洗いえごま 50g 300円
外国産 えごま油ｶﾌﾟｾﾙ 100粒 1,000円 販売休止<再開未定>
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ごま・えごま製品　販売　一覧表
　　※容量・価格欄の網掛部分は1年以内に変更のあった商品です
　　※価格変更・販売休止となっている商品があります(備考欄参照)

国産ごま製品は
1商品・10本(袋)

までの
受注数量限定
にて販売中

表示価格は消費税抜価格です

ここ数年続いております原料不足のため、下記商品
については、今秋まで販売休止とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、宜しく
ご了承の程お願い申し上げます。

◆ 国産 洗いごま(黒)(白)(金) …各５０ｇ

◆ 国産 ごま油 …１６０ｇ

◆ 国産 えごま油 …１００ｇ ⇒下記<注>参照

<注>今季お届け履歴があるお客様の再注文(電話)のみ承ります

◆ 国産 ねりごま(黒)(白)<大> …各２００ｇ
… ２,０００円 ⇒ ２,３００円

◆ 国産 ねりごま(黒)(白)<小> …各８０ｇ
… ９００円 ⇒ １,０００円

◆ 国産 白ごま油 …１００ｇ… １,８００円 ⇒ ２,０００円

◆ 国産 洗いえごま …５０ｇ… ４００円 ⇒ ５００円

◆ かやの実油 …１００ｇ… １,５００円 ⇒ ２,０００円

※かやの実油の販売を再開．．現在販売中です

◆ 成清さんの海苔 …１０枚入… ４００円 ⇒ ４５０円

丸ビンから細長いビンへ変更となっています

◆ 黒糖(角)(粉) …各１２０ｇ…各２５０円 (喜界島産)

◆ もち米 (玄米)（白米）…各1kg…各700円(熊本産)

◆ ｵｰｶﾞﾆｯｸ.ﾋﾞﾀｰﾁｮｺﾚｰﾄ …50g…350円 ※ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂは完売

◆ DVD・辰巳芳子 愛の教室 …2枚組…２,５９３円

◆ 黒米古代もち ◆ そば粉

東京近郊の方へ ●３月１５日(水)～３月２０日(月)●

三越日本橋店 本館７階・物産展会場にて

｢節分｣と言えば２月..と思いきや、本来｢節分｣と
は｢立春・立秋・立夏・立冬｣の前日の事だとか..。
一年の始まりとされる立春の前日は、言わば大晦日
にあたり、邪鬼を払い福を招く行事が行われて来た
ことから、今では｢節分｣と言えば主にこの日を指し、
今に伝わる節分の行事を行うようになった様です。

身近な行事も紐解いてみれば色々な云われがあり、
歴史がある..それを知るのもまた一興です。

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

２０１６年９月～２０１７年８月の１年間

種類・容量・価格(税抜)

玄米・胚芽米・白米…各5kg入・各３,０００円

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
(毎月１回、１日前後にお手元にお届け)

送料 ※米定期直送予約お申し込み分発送時のみ適用

商品代金1万円以上(税抜)…無 料(沖縄・離島等 500円)

商品代金1万円未満(税抜)…600円(沖縄・離島等1100円)

※送料がかかる場合でも一律600円。遠方の方にはお得です。


