
｢おさいじゃったもんせ｣とは鹿児島弁で｢おいでくだ
さい・いらっしゃいませ｣という意味..不定期で我が
町・湧水町内の“イイトコ”をご紹介しています。

弊社から霧島連山の方に目を遣ると、左手の栗野
岳中腹に湯煙が上がっているのが見えます。そこが、
かつて西郷隆盛も湯治に訪れた栗野岳温泉。南州翁
と呼ばれた西郷さんに由来する名の｢南州館｣は、湯
治場の風情が残る一軒宿。豊かな自然に囲まれて立
つ宿は｢日本秘湯を守る会｣の会員宿でもあり、泉質
の異なる４つの温泉があります。(一つは飲用のみ)

この泉源となっているのが、宿のすぐ裏手にある
｢八幡大地獄｣。その広さは2ﾍｸﾀｰﾙ(北海道の登別と同
規模とか)もあり、九州一の噴気孔なのだとか..。
実際足を踏み入れてみると、いたる所で間近に大地
の息吹が感じられ、その迫力と
勢いに圧倒されます。宿の所有
という事もあってか、余り広く
知られてはいませんが、一見の
価値は大いにある穴場です。

<問い合わせ先>
栗野岳温泉｢南州館｣０９９５－７４－３５１１

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300号 < 2017/3/1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
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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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え
ご
ま

★リピーター様限定販売<電話注文のみ>
　 (1回につき、お一人様5本ｾｯﾄ・1ｾｯﾄのみ)

ご

ま
販売中

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

◆ 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

◆ 成清さんの海苔 …１０枚入… ４００円 ⇒ ４５０円

◆ 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)

◆ ﾁｮｺﾚｰﾄ(ﾋﾞﾀｰ、ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ) ◆ 梅干し

国産ごまについては、ここ数年の天候不良などによ
り原料不足が続いている影響で、原料調達にかかる
費用もかさむ状況となっているため、次の製品につ
き規格等の見直しを行い対応させて頂く予定です。

・国産釜いりごま…４０ｇ→３０ｇへ容量変更
・国産スリゴマ …３５ｇ→３０ｇへ容量変更
・国産ねりごま…容量,価格変更(容器もｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸへ変更予定)

なお、変更時期はｶﾎｸ伝言板等で随時お知らせ致しま
すが、さしあたって次の３品は近々に容量を３０ｇ
へ変更させていただく見込みとなっています。

◆ 国産 釜いりごま(金) …今年４月頃 ※包材も変更

◆ 国産 釜いりごま(白) …今年夏頃 ※包材も変更

◆ 国産 スリゴマ (白) …今年６月頃
※上記３品とも価格の変更はありません。
※上記３品以外の製品については、変更の見通しと

なりました時点で、随時お知らせして参ります。

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


