
・

表示価格は消費税抜価格です

◆3種詰め合わせ３本ｾｯﾄ …３，１００円
人気商品3種の100g便利な卓上ｻｲｽﾞです
・有機黒ごま油 100g 1本
・国産えごま油 100g 1本
・有機白ごま油 100g 1本

◆ 黒ごまの雫 …１００ｇ･･･７００円

外国産有機原料の黒ごまを薪火焙煎し、昔ながらの搾り機で、
一番搾りした非加熱無精製の原油です。さらっとした口当たり、
胡麻の香りと風味が口の中で広がります。

※搾りたての為、開封後はお早めにお使い下さい。

限定数量、お早めに!!

◆ﾎﾟﾗｰﾉﾋﾞﾀｰﾁｮｺﾚｰﾄ……７０ｇ…４８０円

◆言の葉ひらりｶﾚﾝﾀﾞｰ2018年…１冊 …１０００円

◆さつま芋(安納) ……１ｋｇ…３５０円 (地元産)

◆※黒糖(角)(粉) …各120g…３００円(喜界島産）
２度に渡り台風、天候不良等の影響により、入荷が大変

遅れましたが、１月上旬～中旬入荷予定となりました。

◆ もち米(玄米)（白米）…各1kg…各700円(熊本産)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310号 < 2017/1２/20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 ＜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
鹿児島産 黒ごま油 100g 2,500円
　　　　〃 270g 5,500円
国産 釜いりごま(白) 30g 400円
　　　　〃　　   　(黒) 40g 400円
　　　　〃　　   　(金) 30g 400円
国産 スリゴマ(白) 30g 400円
　　　　〃　　　(黒) 30g 400円
国産 ねりごま(白) 80g 1,000円
　　　　〃　　　(黒) 80g 1,000円
国産 ねりごま(白)<大> 200g 2,300円
　　　　〃　　　(黒)<大> 200g 2,300円
国産 洗いごま(白) 50g 600円 10月より価格変更

　　　　〃　 　　(黒) 50g 600円 10月より価格変更

　　　　〃　 　　(金) 50g 600円 10月より価格変更

国産 ごま油 160g 2,000円 販売休止中

国産 えごま油 100g 2,000円

国産 洗いえごま 50g 600円 10月より価格変更

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>

　※業者様については個別にお問い合わせください
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12/1より販売再開予定 ※受注数量限定

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)
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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

今季の国産ごま製品・国産えごま製品の販売について、
下表の通りご案内申し上げます。

なお、国産原料品は今季も不足が見込まれるため、受注
数量限定とさせて頂きます。何とぞご了承ください。

★国産えごま油は５本セットのみ・お一人様１回限りの予約販売

●受注・発送・配達等の通常業務●

１２月３０日(土)～１月３日(水) 休業
●直売所(鹿北製油,事務所内)での販売●

１２月３１日(日)～１月１日(月) 休業
毎日曜日,GW・お盆・年末年始の営業時間は、９時～１６時となります。

東京近郊の皆様へ

●来年３月１４日(水)～３月１９日(月)
●三越デパート・日本橋店 物産展会場にて

● 送料(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文も含みます)
・配送料…一回のお買い物の合計金額が1,000円(税別)
以上、一律800円（税別）※沖縄・離島含みます。

・10,000円(税別)以上ご購入で送料無料 (沖縄・離島含みます)

ここ数年の天候不良等により原料不足が続き、
原料調達にかかる費用もかさむ状況の為、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(黒)…４０ｇ→３０ｇへ容量変更(来年)
・国産スリゴマ(黒) …３５ｇ→３０ｇへ容量変更済
・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)

<予告>

◆ 国産 菜の花畑なたね油 …６５０ｇ
… ８５０円 ⇒ ９００円

◆ 国産 菜の花畑なたね油 …１，６５０ｇ
…１，８００円 ⇒２，０００円

◆ 黄金油(国産なたね) …１，６５０ｇ
…２，１００円 ⇒２，２００円

◆ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産なたねサラダ油 …１，６５０ｇ
…１，３５０円 ⇒１，４００円

◆ 国産 洗いごま(黒)(白)(金) …各５０ｇ
… ５００円 ⇒ ６００円

◆ 国産 洗いえごま …５０ｇ… ５００円 ⇒ ６００円

今年も弊社製品をご愛顧いただき有り難うございました
皆様お健やかに、よき新年をお迎え下さいます様

心よりお祈り申し上げております <スタッフ一同>



※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。

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 黒ごま油 <有機外国産原料> 100g×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 ご ま 油 80g×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 ご ま 油 80g×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

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 ごま油 80g×1本

国産 ねりごま(白) 80g×1本

国産 釜いりごま(白) 30g×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> 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 黒 米 200g×1袋

天ぷらセット …５０００円

国産 スリゴマ(黒) 30g×1袋

国産 スリゴマ(白) 30g×1袋

国産 釜いりごま(黒) 40g×1袋

有機 黒ごま油(有機外国産原料) 100g×1本

国産 白ごま油 100g×1本

小麦粉（全粒粉） 500g×1袋
国産 菜の花畑(なたね油) 650g×1本


