
注文書 No.300

①年末最後にお届けする特別配送の注文書No.300です。OCR300号の注文用紙にご記
入の上ご提出下さい。

②お届けできる商品は、300号(このカラーチラシ)の商品のみです。[お米･乾物･加工品
は特別配送での取り扱いはしておりません。ｳｲｰｸﾘｰ124号までにご注文下さい]

③新年5日～9日のお届けでは、館製麺所の麺類、茨豆豆腐店の揚げがお休みです。�
ぜひ300号で、年始の分も合わせてご注文下さい。

④全てご予約扱いとなります。ご注文締め切り後の取り消し・追加・変更はできません
のでご了承下さい。

年始、最初の配達は1月5日(火)の
週になります。(12月第３週配布の
ｳｲｰｸﾘｰ011号でご注文下さい)

年始、最初の配達は1月5日(火)の
週になります。(12月第３週配布の
ｳｲｰｸﾘｰ011号でご注文下さい)

年始、最初の配達は1月5日(火)の
週になります。(12月第３週配布の
ｳｲｰｸﾘｰ011号でご注文下さい)

28 (月)
29 (火)
30 (水)

木曜コースの方

火曜コースの方
金曜コースの方

水曜コースの方
土曜コースの方

3
[単品]黒豆煮150g

[10品] おせちセット

[単品]田作り50g

[単品]お煮しめ180g

[単品]れんこん土佐煮130g [単品]国産栗きんとん100g [単品]一口昆布巻100g

[単品]えびのうま煮8尾 [単品]たたきごぼう130g [単品]大根と人参なます150g

[単品]帆立貝のうま煮100g

2

4

7 85 6

11 129 10

653-653-653-634-634-634-

385-385-385-459-459-459-784-784-784-

6,030-6,030-6,030-

600-600-600-

597-597-597-929-929-929-494-494-494-626-626-626-

株式会社クッチーナマンマ

おせちおせちおせち 国産有機野菜を中心に使用し、
添加物を使用しないおせちで
す。ほとんどが心のこもった手
作りです。袋から出してそのま
まお召し上がり下さい。

国産カタクチイワシをからりと
香ばしく炒って、あっさりした上
品な甘からに味付けてあります。

北海道産の有機黒豆使用。３日
間かけて作る手作りです。余計
なものが一切入らない無添加
のおいしさです。

<原材料>黒豆、砂糖、醤油、食塩
<原材料>カタクチイワシ、醤油、砂
糖、麦芽水飴、寒天

有機（又は自然農法）大根と有
機にんじんを米酢でさっぱりと
サラダ風にしあげたなますです。
太目の拍子切りで有機野菜本来
の味がしっかりと楽しめます。

有機ごぼうを下煮してから根気
良くたたいて柔らかくさっぱり
と煮あげました。ごまの風味も
香ばしく試食では一番人気。

パプアニューギニアのジューシ
ーな天然海老をさわやかなしょ
うがの風味で上品にうま煮にし
ました。

自然農法のこんにゃく、有機れん
こん・ごぼう・人参、原木栽培の干
椎茸、国産筍をそれぞれ上品に
味付けした後、あわせました。

北海道の帆立貝を柔らかく上品
な味に煮あげました。帆立の旨
味が凝縮されています。

有機れんこんをしっかり味の土
佐煮にしました。大きめのカット
でれんこんの香りと食感が楽し
めます。

貴重な国産栗のきんとん。直火
釜でじっくりと手作りで練り上
げました。

北海道の昆布をひとつひとつ
手巻して丁寧に煮あげました。
余分なものが入らない上品な
味です。

No.3～No.12まで１点ずつ

<原材料>人参、ごぼう、れんこん、筍(水
煮)、こんにゃく、椎茸、醤油、砂糖、酒、発
酵調味料、鰹節、昆布、食塩

<原材料>えび、醤油、砂糖、酒、鰹
節、昆布、食塩、しょうが

<原材料>ごぼう、ごま、醤油、砂糖、
鰹節、昆布、米酢、発酵調味料

<原材料>大根、にんじん、食塩、
砂糖、米酢

<原材料>帆立、砂糖、醤油、発酵
調味料、酒、鰹節、昆布

<原材料>れんこん、鰹節、砂糖、醤
油、食塩、昆布、発酵調味料、酒

<原材料>栗、さつまいも、砂糖、麦
芽水飴、発酵調味料、寒天、ビタミン
Ｃ、クチナシ色素

<原材料>醤油、麦芽水飴、昆布、か
んぴょう、砂糖、発酵調味料、米酢

冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵冷蔵

冷蔵

<賞味期限>冷蔵30日、開封後２日

osaka-ainou 2009 300-①300-①300-①



鏡餅鏡餅鏡餅

1,440-1,440-1,440-

1,590-1,590-1,590-

1,440-1,440-1,440-

19
[東城]玄米もち(丸)

20
[東城]キビ米もち(丸)

21
[東城]草米もち(丸)

羽二重餅米で滑らかでコシ
のあるお餅に仕上がります。

お菓子司 錦屋お菓子司 錦屋お菓子司 錦屋 東城愛農有機野菜グループ
代表 瀬尾千代
東城愛農有機野菜グループ
代表 瀬尾千代
東城愛農有機野菜グループ
代表 瀬尾千代

広島で農薬を使わず栽培したもち米
を機械づきし、農家のお母さん方と
一緒に作ったお餅です。

←(右)瀬尾千代さん
　 (左)瀬尾賜さん
　

17
[錦屋]お雑煮丸もち

１ｋｇ

1,860-1,860-1,860-
常温

1,590-1,590-1,590-22
[東城]玄米のし餅750ｇ

ｶｯﾄ済み。今年は冷凍でお届けです。ｶｯﾄ済み。今年は冷凍でお届けです。ｶｯﾄ済み。今年は冷凍でお届けです。

【お願い】錦屋さんの鏡餅、丸餅は職人仕上げの昔ながらのお餅
ですので、一般市販のものよりもデリケートです。正月が過ぎた
ら鏡餅は早めにカットし、冷蔵庫で保管して下さい。

常温

常温

26
えりも巻きセット5本箱入

4,990-4,990-4,990-

株式会社安保商会株式会社安保商会株式会社安保商会

昆布巻きに最適な日高上浜産の昆布を
特殊圧力釜で炊くので、旨味はそのまま
で柔らかく仕上がっています。中に鮭、た
らこ、ホタテ、ニシン、子持ちししゃもを
巻き込んだ５つの味がお楽しみ頂けます。

昆布巻きに最適な日高上浜産の昆布を
特殊圧力釜で炊くので、旨味はそのまま
で柔らかく仕上がっています。中に鮭、た
らこ、ホタテ、ニシン、子持ちししゃもを
巻き込んだ５つの味がお楽しみ頂けます。

昆布巻きに最適な日高上浜産の昆布を
特殊圧力釜で炊くので、旨味はそのまま
で柔らかく仕上がっています。中に鮭、た
らこ、ホタテ、ニシン、子持ちししゃもを
巻き込んだ５つの味がお楽しみ頂けます。

<賞味期限>常温３ヶ月
開封後は冷蔵して下さい

<原材料>日高昆布、鮭（北海道産）、醤油（本醸造）、砂糖、
みりん、清酒、たん白加水分解物、醸造酢、酵母エキス、寒天

<原材料>日高昆布、たらこ（北海道産）、醤油（本醸造）、砂糖、
みりん、清酒、たん白加水分解物、醸造酢、酵母エキス、寒天

<原材料>日高昆布、ホタテ（北海道産）、醤油（本醸造）、砂糖、
みりん、清酒、たん白加水分解物、醸造酢、酵母エキス、寒天

<原材料>日高昆布、鰊（北海道産）、醤油（本醸造）、砂糖、
みりん、清酒、たん白加水分解物、醸造酢、酵母エキス、寒天

<原材料>日高昆布、子持ししゃも（カナダ産）、醤油（本醸造）、
砂糖、みりん、清酒、たん白加水分解物、醸造酢、酵母エキス、
寒天

冷凍

冷凍 冷凍

冷凍

1,590-1,590-1,590-23
[東城]黒豆のし餅750ｇ

ｶｯﾄ済み。黒豆入りで焼餅に最高。ｶｯﾄ済み。黒豆入りで焼餅に最高。ｶｯﾄ済み。黒豆入りで焼餅に最高。

冷凍

27 えりも巻き(鮭)

えりも巻き(ホタテ)

えりも巻き(ニシン)

えりも巻き(ししゃも)

28

29

30

31

えりも巻き(たらこ)

えりも巻き各種
各1本200g

950-950-950-
<賞味期限>常温３ヶ月
開封後は冷蔵して下さい

5本セット
箱入り

5本セット
箱入り

5本セット
箱入り

単品でも
ご購入可
単品でも
ご購入可
単品でも
ご購入可

18
[東城]白もち(丸)

1,440-1,440-1,440-
冷凍

750g（15個前後入り） 750g（15個前後入り）

750g（15個前後入り） 750g（15個前後入り）

東城丸もち東城丸もち東城丸もち 今年は内容量が750gになっていま
すのでご注意下さい。（昨年は1kg）
今年は内容量が750gになっていま
すのでご注意下さい。（昨年は1kg）
今年は内容量が750gになっていま
すのでご注意下さい。（昨年は1kg）

東城のしもち東城のしもち東城のしもち

1,590-1,590-1,590-24
[東城]桜えびのし餅750ｇ

ｶｯﾄ済み。センターのハルエビ入り。ｶｯﾄ済み。センターのハルエビ入り。ｶｯﾄ済み。センターのハルエビ入り。

冷凍

写真は1kg写真は1kg

写真は1kg 写真は1kg

750-750-750-

14
[錦屋]鏡餅・小

400g(上下ニ段)常温

15
[錦屋]鏡餅・中

600g(上下ニ段)

1,120-1,120-1,120-
常温

16
[錦屋]鏡餅・大

１ｋｇ(上下ニ段)

1,860-1,860-1,860-
常温

(上の段) 直径 約3cm
(下の段) 直径 約4cm
(上の段) 直径 約3cm
(下の段) 直径 約4cm
(上の段) 直径 約3cm
(下の段) 直径 約4cm

(上の段) 直径 約4cm
(下の段) 直径 約6cm
(上の段) 直径 約4cm
(下の段) 直径 約6cm
(上の段) 直径 約4cm
(下の段) 直径 約6cm

(上の段) 直径 約6cm
(下の段) 直径 約10cm
(上の段) 直径 約6cm
(下の段) 直径 約10cm
(上の段) 直径 約6cm
(下の段) 直径 約10cm

(*)大きさは目安です。手作りのため多少差異があります。

(*) (*) (*)

つきたてのお餅を大きく広げ、カッ
トしました。焼いたり揚げたりして
お召し上がり頂けます。

つきたてのお餅を大きく広げ、カッ
トしました。焼いたり揚げたりして
お召し上がり頂けます。

つきたてのお餅を大きく広げ、カッ
トしました。焼いたり揚げたりして
お召し上がり頂けます。

27から31までの5つがセット

カット済みカット済み カット済みカット済み

カット済みカット済み

昨年とは内容量が変わっています。
ご注意下さい。（昨年は800g）
昨年とは内容量が変わっています。
ご注意下さい。（昨年は800g）
昨年とは内容量が変わっています。
ご注意下さい。（昨年は800g）

300-②300-②300-②



冷凍

冷凍

39
活塩イクラ150g

良質で皮が柔らかく生臭さを感
じさせません。酸化を防ぐために
極少量の菜種油を使用しています。

1,350-1,350-

<原材料>秋鮭の卵、天日塩、純正菜種油一番絞り

40
活イクラの醤油漬け150g

国産有機大豆醤油に漬け込みま
した。

1,198-1,198-

<原材料>秋鮭の卵、国産有機醤油

北海道白糠産の秋鮭の卵を卵が
生きているうちに漬け込みました。

西井ファーム

198
鶏骨付きぶつ切800g

濃厚なダシが出るぶつ切り肉。

鍋などのお料理に。年末特別
配送限定の商品です！

冷凍

1,290-1,290-

有限会社別所蒲鉾店

<原材料>
魚肉、砂糖、食
塩 、み りん 、魚
醤、昆布だし、
かつおだし、着
色料(紅麹)

<賞味期間>�
冷蔵14日

九州山陰で水揚げされた新鮮なグチ・鯛と国産のたらで、つなぎ
のでん粉を全く使用せず、天然だしと砂糖と塩だけで練り上げま
した。

無添加かまぼこ無添加かまぼこ 各 1,170-1,170-

33
白180g

34
紅180g

35
紅白180g

冷蔵

48
本マグロ頭肉角切り300g

地中海産の本マグロの頭を、皮
付きのまま骨ごと角切りに。大
根などの野菜と煮付けて。

冷凍

1,030-1,030-47
本マグロステーキ用200g

地中海産の本マグロの、頭部に
近い部分のステーキカット。
ボリュウムたっぷりの赤身です。

冷凍

990-990-45
メバチマグロ柵赤身150g

太平洋産。あっさりとした脂と
味わい深く濃厚な旨味が特徴。

838-838-

冷凍

46
マグロすき身150g

太 平 洋 ま た は 大 西 洋 産 の マ グ
ロです。手巻き寿司やどんぶり
など、幅広くお使いいただけます。

817-817-

冷凍

42
鮭ルイベ200g前後

668-668-668-

北海道白糠産秋鮭のルイベです。
脂がのっています。解凍してお
刺身、お寿司などにどうぞ。

冷凍

43
秋鮭石狩鍋用500g前後

558-558-558-

北海道白糠産。旬の秋鮭切り身
で、石狩鍋や粕汁に適したカマ
などたっぷり500g入です。

冷凍

本マグロ中トロ柵120g

1,345-1,345-1,345-44

地中海産。解凍後お好みの厚さ
に切って、お刺身、お寿司などに。

冷凍

41
秋鮭の山漬け2切れ約200g

熟成されて一段と旨みを増した
秋鮭の山漬け。北海道白糠産。
カット２切れで手頃な分量です。

385-385-385-

しっでぃぐりーんネットワーク

株式会社近藤水産No.42 , 43／賞味期限冷凍で3ヶ月ですが、1ヶ月以内にお召し上がり頂くのが最良です。

株式会社大隅商店

1,210-1,210-37
尾岱沼ホタテLサイズ250g

北海道尾岱沼名産の天然帆立
貝柱。身の締まった大粒を選っ
ています。

冷凍

38
甘塩秋鮭3～4切400g前後

摩 周 湖 の 清 流 に 遡 上 し 独 特 の
旨みが凝縮した秋鮭です。天日
塩で一塩しています。北海道別
海町産。

冷凍

977-977-

No.37 , 38／賞味期限冷凍で30日です。

No.43～48／賞味期限冷凍で30日です。

(縦半分に紅白）

縁起物！縁起物！

197
軍鶏ぶつ切500g

帝釈峡の軍鶏は、通常の３倍以

上の飼育期間で、肉は赤みをお

びたアメ色。コクがあり、きめ細

かい上品な味です。調理の際は

完全解凍せず、半解凍で使うの

がよいそうです。年末特別配
送限定の商品です！

冷凍

1,350-1,350-

帝釈峡特産物加工組合

限定40

冷凍

注文書 No. 300

osaka-ainou2009 300-②300-②300-③



マ ル ニ 竹 内 商
店 の 竹 内 隆 弘
さ ん 。 2 0 0 9 年
の愛農NOAH総
会にもご参加く
ださいました。

注文書 No. 300

49
松葉かにお徳用2～4匹

価格がまだ高くならない時期に
獲 れ た 小 サ イ ズ 松 葉 か に の お
徳用。足とれを含みます。

冷凍

50
せこかにお徳用4～7匹

松葉かにのメス。内子(赤い卵)
が 美 味 で す 。 汁 物 な ど に 。 足 と
れを含む４～７匹のお徳用。

冷凍

51
ボイル紅切りかに800g

甲羅なしの半身で約３匹分。必
要 量 だ け を 使 え て お 鍋 に 大 変
重宝します。

冷凍

6,560-6,560- 2,190-2,190- 2,920-2,920- 52
甘エビ大500ｇ

お正月には大サイズの甘エビを
どうぞ。３０匹前後入っています。

冷凍

2,290-2,290-

53
白いか生3～5匹

身 の 太 っ た 白 い か は 甘 味 も 旨
味もあって人気。足もやわらかく、
天ぷらや塩焼きなどに。

冷凍

936-936-936- 55
おまかせ塩干400ｇ

塩加減が丁度いい、キス、スルメ、
ハタハタ、カレイなど塩干3～4
種類がおまかせで400g。

冷凍

1,210-1,210-54
干しカレイ中3枚

ちょうど食べ良い中サイズの干
しカレイ。さっと炙っておかずや
酒肴に。

冷凍

1,160-1,160-

有限会社マルニ竹内商店 No.49～55／兵庫県産／賞味期限冷凍で1ヶ月。　　※カニは獲れたてをボイルし冷凍しています。

57
うなぎの白焼き1尾約135g

四万十川のうなぎを、うなぎ本
来の味を楽しめる白焼きに。わ
さび醤油やポン酢などで。

冷凍

1,440-1,440-56
うなぎの蒲焼き1尾約135g

四万十川のうなぎです。柔らかく、
旨味たっぷり。脂のりも適度で、
あっさりとしています。

冷凍

1,570-1,570-

<賞味期限>冷凍30日解凍後は当日

59
上乾ちりめん70g

日干しちりめんじゃこ。風味豊
かで味わい深く、豊富な栄養分
を丸ごと摂取できます。

冷蔵

<賞味期間>冷蔵で1ヶ月

504-504-504-58
特製蒲焼のたれ50ml

本品に酒または水を加えて煮立
たせ、うなぎを入れて弱火で煮
込むとさらにおいしくなります。

冷蔵

90-90-90-

<賞味期間>冷蔵で6ヶ月<賞味期限>冷凍30日解凍後は当日

岩谷物流株式会社

九州沖で取れた新鮮なお刺身。
天然のぶり、鹿児島県阿久根の
名産のタ カ エビ 、きびな ご の3
種で、食卓を豪華に。

60
天然ぶり刺身100g

柔らかい中にも歯ごたえがあり、
適度に脂がのっています。養殖
のものとは、ひと味違います。

冷凍

<賞味期限>冷凍60日解凍後は当日

61
タカエビ刺身10尾

甘エビのような濃厚な甘みと、
プリッとした身質が特徴。薩摩
甘エビとも呼ばれています。

冷凍

<賞味期限>冷凍180日解凍後は当日

62
きびなご刺身20尾

淡白でクセがなく、シコシコとし
た歯ごたえが絶品です。酢味噌
で食べるのが一般的。

冷凍

<賞味期限>冷凍180日解凍後は当日

574-574-574-684-684-684-592-592-592-

お刺身三種！お刺身三種！

兵庫県香住漁港から兵庫県香住漁港から

osaka-ainou2009300-②300-②300-④



株式会社パプアニューギニア海産
パプアニューギニアの綺麗な海で育った天然エビを船冷凍していますので鮮度抜群です。
もちろん薬品や添加物は使用していません。　No.63～67<賞味期限>冷凍6ヶ月

株式会社精華堂霰総本舗

有限会社弁天堂

冬和菓子セット6個入り

冷凍

酒饅頭、田舎饅頭、黒糖饅頭が
２個ずつ入ったお得なセット。

<原材料>(酒)国産小麦粉、酒かす、洗双糖、
ベーキングパウダー/(黒糖)国産小麦粉、黒
糖、洗双糖、炭酸/(田舎)北海道産小豆、
国産小麦粉、洗双糖、つくね芋、炭酸

71 870-870-870-
ロールケーキアーモンドﾛﾝｸﾞ

冷凍

ふわふわスポンジにアーモンド
が 香 ば し い 。 ロ ン グ サ イ ズ 約
22cmです。

<原材料>卵、砂糖、小麦粉、
ｵｰｶﾞﾆｯｸアーモンド、生クリーム

74 1,520-1,520-1,520-
ロールケーキ抹茶小豆ﾛﾝｸﾞ

冷凍

73 1,460-1,460-1,460-

北 海 道 産 小 豆 を 生 ク リ ー ム に
混ぜて抹茶スポンジで巻きまし
た。ロングサイズ約22cmです。

<原材料>卵、砂糖、小麦粉、抹茶(豊
翠園)、生クリーム、小豆

ロールケーキココアﾛﾝｸﾞ

冷凍

72 1,460-1,460-1,460-

甘さ控えめのクリームを、オー
ガニックココアを使用した生地
で巻きました。ロングサイズ約
22cmです。

<原材料>卵、砂糖、生クリーム、小
麦粉、ココア

1,055-1,055-1,055-64
お徳用ﾐｯｸｽ無頭えび300g

大小ホワイトバナナ、ブラック
タイガーなどミックスでお徳用。

冷凍

66
ムキエビ小100g

569-569-569-

料理に重宝するムキエビ。茶碗
蒸しやちらし寿司作りなどに。

冷凍

63
有頭ﾌﾞﾗｯｸﾀｲｶﾞー 特々大4尾

特大よりさらに大きい天然有頭
ブラックタイガーが、おせちを
豪華に演出します。

冷凍

200g

1,162-1,162- 65
無頭ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾅﾅえび7～8尾

ブラックタイガーとはちがう味
で、昔の大正えびに似た日本人
好みのえびと言われています。

冷凍

140g

1,027-1,027-

1,197-1,197-
エビフライ特々大5～6尾

200g

冷凍

67

プリプリとした身で食べ応えの
ある特々大サイズ。化学薬品や
保存料などの添加物不使用。

<原材料>天然エビ、有機栽培小麦
粉(国産)、パン粉(国産契約栽培小
麦使用)

株式会社岡萬商店

三盆糖カステラ１本

冷凍

和 三 盆 を 使 っ て 時 間 を か け て
焼き上げたしっとり風味豊かな
カステラです。

<原材料>卵、和三盆糖、薄力粉、
米飴、蜂蜜

2,090-2,090-2,090-69

冷凍

513-513-513-

冷凍

あずき餡2個、きな粉1個、青の
り1個のセット。上品な甘さの小
ぶりのおはぎです。

<原材料>グラニュー糖、国産もち米
北海道小豆、水飴、塩、国産きな粉、
青のり

70
三色おはぎ4個入り

No.69 , 70／賞味期限冷凍で20日。

75
黒糖かりん47g

395-395-395-

しっとりと柔らかい、甘い揚げ
おかきです。黒糖の素朴な甘み
が、たっぷりと染み込んでいます。 

常温

<原材料>国産有機もち米、有機黒
糖、有機植物油、有機うす塩醤油、
みりん

76
焼上のり羽衣61g

香り高い最高級の黒海苔を、サ
クサクの薄焼きあられに手巻き
しました。

<原材料>国産有機もち米、有機醤
油、日高昆布、かつお節、有機砂糖、
海苔、みりん

常温

495-495-495- 78
歌舞伎あられ62g

引き茶、胡麻砂糖、白砂糖、のり
醤油の4つの味が楽しめる、カ
ラフルな小粒あられです。 

<原材料>国産有機もち米、有機醤
油、日高昆布、かつお節、有機砂糖、
海苔、胡麻、抹茶、みりん

常温

297-297-297-
柿の種88g

一粒一粒手のしし、特製の醤油
ダレを染み込ませた、歯ごたえ
のあるこだわりの柿の種です。 

<原材料>国産有機もち米、有機醤
油、有機砂糖、日高昆布、唐辛子、
みりん、かつお節

常温

395-395-395-77

No.71～74／賞味期限冷凍で30日。

賞味期限
常温90日

賞味期限
常温150日

賞味期限
常温150日

賞味期限
常温150日

お菓子お菓子

300-⑤

注文書 No. 300
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300-②300-②300-⑥

85
331-331-

たまねぎ1kgたまねぎ1kg

86
1,510-1,510-

たまねぎ5kgたまねぎ5kg

87
273-273-

にんじん600gにんじん600g

88
1,890-1,890-

にんじん5kgにんじん5kg

89
383-383-

じゃがいも1kgじゃがいも1kg

90
1,763-1,763-

じゃがいも5kgじゃがいも5kg

91
345-345-

さつまいも600gさつまいも600g

92
960-960-

さつまいも2kgさつまいも2kg

塔原生産者(大阪府)

坂出生産組合(香川県)

木内捷吉(千葉県)

クラブCOA(茨城県)

川久保龍郎(佐賀県)

マルハ園芸(佐賀県)

93
360-～360-～

カット長芋カット長芋

94
940-/kg940-/kg

長芋１本長芋１本

約300g

価格は重量制

約700g前後
大山栄之吉(青森県)
中野渡キワ(青森県)

95
660-660-

有機れんこん500g有機れんこん500g

96
1,190-1,190-

有機れんこん1kg有機れんこん1kg

2～3節

4～6節

300号特別配送の野菜300号特別配送の野菜
[欠品と代替について]ご注文された野菜の入荷がない場合、同種のものに代替し
てお届けする事があります(納品書で｢替｣と表示)。どうしても注文以外のものがご
不要な場合は、その旨を別紙メモでお知らせ下さい。

有機JAS認証取得の農産物です。

化学合成農薬化学肥料両方の使用回数を
地域の慣行の５割以上削減して栽培した
農産物。または、有機JASシールを添付し
ていない有機栽培や化学農薬肥料を全く
使わない栽培の農産物です。

慣行より農薬化学肥料の使用を減らして
栽培した農産物です。

地元(大阪・和歌山・京都地域)
および他地域の愛農の生産者で、
作付け計画も会議を開いて決
定しています。

提携の生産者団体で、上記の生
産者で不足する有機農産物な
どを供給してもらっています。

<生産者の表示> <栽培方法の表示>

ウイークリー122号と
番号間違えの無いよ
うにご注意ください。

8180

83

8279
ミニげんこつ焼き81g

玄米揚げ（醤油）66g

玄米揚げ（塩）66g
五つの味揚げ81g 清澄揚げ65g

ごつごつとく堅い、本格堅焼き
あられ。特性の醤油ダレがたっ
ぷりと染み込んでいます。 

胡麻、醤油、海老、天海塩、素揚
げの５つの味が、一度に楽しめ
ます。 

味付けは天然塩のみ。お米の旨
味と風味が生きている、シンプ
ルでいて味わい深いおかきです。

<原材料>国産有機もち米、有機醤
油、日高昆布、かつお節、有機砂糖、
みりん

<原材料>国産有機もち米、有機植
物油、有機醤油、有機砂糖、みりん、
昆布、かつお節

<原材料>国産有機もち米、有機植
物油、塩

<原材料>国産有機もち米、有機醤油、
有機砂糖、胡麻、みりん、有機植物油、
日高昆布、かつお節、海老、塩

<原材料>国産有機もち米、有機植
物油、塩

常温常温 常温 常温

395-395-395-395-395-395- 395-395-395-

395-395-395-

395-395-395-

番場ファーム(北海道）
佐藤農産(北海道) 番場ファーム(北海道） 伊藤農園(北海道)

相内農園(北海道）
一戸農場(北海道)

土付きまたは洗い

賞味期限
常温150日

賞味期限
常温90日

賞味期限
常温90日

賞味期限
常温90日�
塩・醤油�
ともに

注文書 No.300



注文書 No. 300

300-②300-②300-⑦

109 ブロッコリーブロッコリー １株

294-294-

113 ほうれん草ほうれん草 200g

189-189-
114 小松菜小松菜 200g

168-168-

110 下仁田ねぎ下仁田ねぎ 500g

540-540-
111 白ねぎ白ねぎ 約300g

262-262-

とんとん有機農場(和歌山県)

関本貴則(和歌山県)

神藤敏幸(愛知県)
自然農法富岡生産組合�

(群馬県)

熊本県愛農会野菜部(熊本県)

かごしま有機生産組合(鹿児島県)

112 青ねぎ青ねぎ 約180g

189-189-

塔原生産者(大阪府)

とんとん有機農場(和歌山県)

塔原生産者(大阪府)

とんとん有機農場(和歌山県)

健康農園はぎわら(宮崎県)

塔原生産者(大阪府)

とんとん有機農場(和歌山県)

中村忠巳(大阪府)

塔原生産者(大阪府)

とんとん有機農場(和歌山県)

中村忠巳(大阪府)

115 チンゲンサイチンゲンサイ200g

168-168-
116 サラダ水菜サラダ水菜 150g

168-168-

塔原生産者(大阪府)

健康農園はぎわら(宮崎県)

広島東城愛農(広島県)

117 水菜水菜 500g

231-231-
118 キクナキクナ 150g

168-168-
119 ミツバミツバ 50g

168-168-

塔原生産者(大阪府)

健康農園はぎわら(宮崎県)

塔原生産者(大阪府)

中村忠巳(大阪府)

水の子（熊本県）

97
473-473-

882-882-

れんこん500gれんこん500g

98 れんこん1kgれんこん1kg

2～3節

4～6節

99 金時にんじん金時にんじん
約500g

坂出生産組合(香川県)

380-380-
100 ごぼうごぼう 約300g

360-360-

一戸農場(北海道)

久木留博美(鹿児島県)

橋満農園(宮崎県)

101 土しょうが土しょうが

105 はくさいはくさい

約200g 360-360-

１個

350-350-
106 キャベツキャベツ １個

255-255-
107 レタスレタス １個

284-284-
108 カブ・小カブカブ・小カブ

189-189-

102 にんにく１株にんにく１株

みちのく有機共同農場�

(岩手県)

231-231-
103 里芋里芋

284-284-
104 大根　１本大根　１本

248-248-

四万十有機農業者ネット

ワーク(高知県)
塔原生産者(大阪府)

約500g

塔原生産者(大阪府)

とんとん有機農場(和歌山県)

西井一雄(和歌山県)

とんとん有機農場(和歌山県)

西井一雄(和歌山県)

松本敏雄(京都府)

とんとん有機農場(和歌山県)

神藤敏幸(愛知県)

とんとん有機農場(和歌山県)

八ヶ岳ナチュラルファーム(長野県)

キッチンガーデン(熊本県)

神藤敏幸(愛知県)

１束

塔原生産者(大阪府)

健康農園はぎわら(宮崎県)

熊本県愛農会野菜部(熊本県)

品種：備中

塔原生産者(大阪府)



注文書 No.300

300-②300-②300-⑧

1,650-1,650-

134 約1.5kg約1.5kg

135 約5kg約5kg

2,950-2,950-136 約10kg約10kg

515-515-

2,300-2,300-

137 約1kg約1kg

138 約5kg約5kg

540-540-

389-389-

630-630-

片山清範(和歌山県)

小谷寿一(和歌山県)

関本俊彦(和歌山県)

西井一雄(和歌山県)

西川満重(和歌山県)

松本恭和(和歌山県)

森下宜幸(和歌山県)

山下善樹(和歌山県)

池田文雄(大阪府)

堀田新吾(大阪府)

富有柿富有柿

レモンレモン

5～6個

139 約500g約500g

140 約1kg約1kg

4～6個

ふゆうがき

関本俊彦(和歌山県)

ま
た
は

中川元彦(広島県)

不足の場合

愛媛有機農産生活共同組合(愛媛県)

141 本ゆず本ゆず 約200g

270-270-
142 カボスカボス 約500g

255-255-

薄月祥平(和歌山県) 高瀬農園(大分県)

温州みかん温州みかん

今年豊作のみかん

300号でも沢山�

ご注文ください！

※生産者はご指定いただけません

※写真はイメージです。枝つきではありません。

3,200-3,200-

128 りんごフジ 約1kgりんごフジ 約1kg

129 りんごフジ 約5kgりんごフジ 約5kg

5,500-5,500-
130 りんごフジ 約10kgりんごフジ 約10kg

690-/kg690-/kg

古川果樹園(長野県)

小林正治(長野県)

小林裕明・小林宏一・市川果樹園

渡辺果樹園・笠原威三(長野県)

3～4個

5kg箱

10kg箱

価格は重量制

※生産者はご指定いただけません

古川果樹園(長野県)

小林正治(長野県)

小林裕明・小林宏一・市川果樹園

渡辺果樹園・笠原威三(長野県)

3,200-3,200-

131 りんご王林 約1kgりんご王林 約1kg

132 りんご王林 約5kgりんご王林 約5kg

5,500-5,500-
133 りんご王林 約10kgりんご王林 約10kg

690-/kg690-/kg3～4個

5kg箱

10kg箱

価格は重量制

※生産者はご指定いただけません

堂阪文博（大阪府）
斉喜徳次(大阪府) 西川成史（大阪府）

しげながしめじ綾農園（宮崎県） 沢柳きのこ園（長野県）

123 エリンギエリンギ 約150g

269-269-
124 エノキ茸エノキ茸

約200g 139-139-

121 生シイタケ生シイタケ
約100g 約100g245-245-

126125 シメジシメジ

273-273-
山エノキ山エノキ

128-128-

原木栽培原木栽培

122 マイタケマイタケ

167-167-

約130g

沢柳きのこ園（長野県） 古川果樹園（長野県）

約200g

143 つるし柿つるし柿約250g

650-650-

薄月祥平(和歌山県)

冷凍

通常商品(一部)も

ご注文頂けます。

通常商品(一部)も

ご注文頂けます。

乳製品や麺類、お肉な

ど。生ものも300号でご

注文頂けます。　�

》別紙をご覧ください

ﾊﾟｯｸ入り
(８個前後)
ﾊﾟｯｸ入り
(８個前後)
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