


この場所には、何も記載しないでください。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理しますので、
金額を記入する際は、枠内にはっき
りと記入してください。また、本票を
汚したり、折り曲げたりしないでくだ
さい。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は郵便
局の払込機能付きATMでもご利用
いただけます。
・この払込書を、ゆうちょ銀行又は郵
便局の渉外員にお預けになるときは、
引換えに預り証を必ずお受け取りく
ださい。
・ご依頼人様からご提出いただきまし
た払込書に記載されたおところ、おな
まえ等は、加入者様に通知されます。
・この受領証は、払込みの証拠となる
ものですから大切に保管してくださ
い。

5万円以上
貼　　　付

収入印紙

印

昔ながらの
素朴なおやつ

追加送料／北海道・九州・沖縄+500円　

愛媛県

追加送料／北海道・九州・沖縄+550円

農民連ふるさとちばネットワーク
追加送料／九州・北海道+400円、沖縄+500円

追加送料／沖縄+1,400円
　

追加送料／北海道・沖縄+1,000円、東北+600円

愛媛産直協同センター

茨城鹿行産直センター

干し芋-昔ながらの素朴なおやつ-　
茨城県鉾田市

煎り落花生セット
千葉県八街市

庄内産直センター

つや姫と農家手作りの味噌と干し柿セット
山形県庄内地区

にいがた産直センター

こがねもち米で作った農家の塩こうじ
新潟県三条市

土佐文旦産直センター

高知県土佐市

追加送料／北海道・沖縄＋500円

追加送料／北海道・九州＋500円、沖縄＋1,200円　　

追加送料／北海道・九州＋700円、沖縄＋1,200円

追加送料／中国・四国・九州＋400円、沖縄+1,000円

追加送料／沖縄＋1,000円

みなべがわコープファーム

和歌山県紀州みなべ

追加送料/九州・北海道＋400円、沖縄・離島は配達できません。

霞ヶ浦特産　洗い無漂白れんこん

長野県農民連産直協議会
追加送料／北海道・九州+400円、沖縄＋1,200円

１２月中旬～1月下旬

～１２月下旬

～１２月下旬

愛媛県限定栽培の柑橘で糖度が高く、ゼリーのような食感が大人気

大玉小玉混み大玉小玉混み

愛媛の海岸に面した段々畑で、太陽と潮風をいっぱい受けて育ちました。
防腐剤、ワックス不使用

あいか

家庭用みかん　

ギフトみかん

（5K）　

（4K）　

（5K）　

（10K）　

（10K）　

品番029
４㎏

（２ＬまたはＬ）5,800円

品番030
５㎏

（ＭまたはＬ）3,800円
品番031

１０㎏
（ＭまたはＬ）

１０㎏
（２Ｓ～Ｌ混）

5,600円

品番032
５㎏

（２Ｓ～Ｌ混）3,200円
品番033

4,800円

贈答用　化粧箱入

自家用 便利な個包装で非常食にも

品番044 4,300円
品番045 4,000円

上伊那の農家に伝わる古代米”白毛餅”は昔ながらの
味、その稲穂は大相撲の土俵にも使われています

白毛餅

800g（16切入）×３袋

上伊那農家秘伝

800g（16切入）×３袋

長 野 県
南箕輪村

しら け  もち

（別名　紅まどんな）

追加送料／北海道・沖縄＋500円
　香川産直センター

夢うどん（冷凍）
香川県三木町

冷凍便

5玉入×6袋（計３０玉）

うどん用小麦「さぬき
の夢」の栽培農家と小
さなうどん屋から生ま
れた夢のうどん。凍った
ままゆでて１～２分で
出来上がります

品番046 4,500円

生まれも育ちも香川県産　ほんものさぬきうどん

追加送料／北海道・沖縄＋1,100円
　下郷農業協同組合

おおいた冠地どり鍋セット
大分県中津市

 ＜規格＞
おおいた冠地どりぶつ切り300g、モモ・テバ切身300g
チキンボール300g、耶馬溪うどん（２食入り）
油あげ（３枚）、ゆず胡椒30g、かぼす果汁酢200㎖

下郷農協の人気商品で鍋セットを作りました
冠地どりの旨みがたっぷりの鍋をお楽しみ下さい

品番047
5,800円

冷凍便

受け付けは12月１０日まで

受け付けは12月１０日まで

みそにピーナッツが
含まれています。

追加送料／北海道・九州+５００円、中国・四国+３００円、沖縄・離島は配達不可追加送料／北海道・九州+５００円、中国・四国+３００円、沖縄・離島は配達不可

神奈川農畜産物供給センター

アニマルウェルフェ
ア（動物福祉）を取り
入れた、丹沢高原豚
のロース肉を、国産
大豆の特製味噌ダレ
に漬けこみ、かくし味
にピーナッツバター
を加えたまろやかで
深みのある味です

豚ロース味噌漬け　

100ｇ×10枚

神奈川県愛川町

神奈川農畜産物供給センター神奈川農畜産物供給センター

自然海塩、粗糖のうまみと
香辛料で作り出すシンプルな味、
化学調味料や合成保存料などは使用しておりませ
ん。焼き豚・和風ウインナーは丸大豆醤油を使用

ハムソ－セージバラエティ－セット6種類　

ロースハムスライス・
ベーコンスライス・焼豚スライス・

ポークウインナー・あらびきウインナー・
皮なし和風ミニウインナー各120ｇ

神奈川県愛川町

冷蔵 5Ｃ以下 ７日間 

品番052 6,800円
品番054 5,000円

………

100ｇ×7枚品番053 5,400円………

冷蔵便 冷蔵便

追加送料／北海道・九州+400円、中国・四国+200円、沖縄＋800円

群馬農民連

豚ロースもろみ味噌漬けと肉焼売
群馬県安中市

自社農場で育てた豚肉「下仁田ポーク」の厚切りロー
ス肉をもろみ味噌で漬け込んだやわらかジューシーな
味噌漬け。1個４０ｇのボリュームな肉焼売は袋のまま
電子レンジでＯＫ

品番051 3,800円豚/１１０ｇ×４枚
焼売/４０ｇ×８個

冷凍便

□写真はイメージです。※天候や生育状況や交通事情により、お届けが遅れる場合もございます予めご了承ください。

3,600円

土佐文旦（露地栽培）愛媛のかんきつ
お届けは２０２０年2月中旬以降

２０２０年３月頃まで

土佐文旦は爽やかな香りとぷりっとした食感が特徴です

品番034 ５㎏（８～１０玉）5,400円

２０２０年1月中旬より
順次発送

太陽の光と自然の風で作り上げた無添加・無着色の
自然食品なので、小さなお子さまからご年配の方ま
で安心してお召し上がりいただけます

品番035 300ｇ×６袋5,000円

新物

毎年のように続く天災に落花生も農家も何とか
踏ん張り、お届けしています。「おいしい」の声が
支えです

千
葉
県
産
落
花
生　
100
％

品番036 殻付き（270g×2）
素煎り（230g×1）5,800円

　つや姫白米２㎏
与惣兵衛味噌800g

寒さらし干し柿6～8個×２

12月上旬出荷

品番041 3,500円

與惣兵衛味噌の糀には、つや姫を５０％・はえぬ
きを５０％と山形県を代表する２品種を使用。一
般的な味噌よりも糀の量が１．５倍と多く、豊か
な風味が際立っています

昔ながらの梅干し
塩だけで漬けた白干し（塩分２０％）

1kg/約50粒

シソ入り梅干し
もみジゾ入り　明かるい所に置くとシソの赤色が消えま
す（塩分２０％）

1kg/約50粒

小梅干し
小梅を塩だけで漬けています
（塩分約15％）

1kg/約200粒

はちみつ入り南高梅干し
県産みかん花のはちみつと種子島のきび糖を使い、ほん
のり甘酸っぱい味、化学調味料、人工甘味料、保存料等
不使用（塩分約７％　冷蔵庫保管）

1kg/約50粒

品番074 3,600円

品番075 3,800円

品番076 3,800円

品番077 3,800円

合鴨米のあまざけ　

追加送料／北海道・沖縄＋700円
　下郷農業協同組合

大分県中津市

農薬・化学肥料不使用の合鴨
米と米麹のみでつくりました
砂糖や添加物は使っておらずビ
タミン類やアミノ酸が豊富です

900㎖×２本品番042 3,200円
　合鴨栽培米使用　　

追加送料／沖縄・北海道＋1,500円

大矢野有機農産物供給センター

熊本県大矢野町・三角町・河内町
大矢野みかん

１２月中旬～１月末

私たちは、環境保全に努めた持続可能な農業を実践し
ながら、土づくりにこだわり、できるだけ農薬に頼らない
栽培を実践しています、不知火海と有明海の潮風を
いっぱいあびた熊本みかん

品番028 １０㎏
（Ｍ～２Ｌ混）4,500円

生産者　内田光男 和代さん

常陸野産直センター

茨城県霞ヶ浦市・石岡市・土浦市

しずおか産直ネットワーク

埼玉県農民連

酪農家がつくる-新鮮しぼりたて、とりたて-　

黒豚２０１９冬季セット
静岡県浜松市―純粋黒豚ー

産直ギョーザ　
埼玉県

土佐文旦果汁40％入りの手作りゼリー

埼玉県農民連

こんにゃく詰め合わせ
埼玉県小鹿野町

追加送料／北海道・沖縄＋500円

土佐文旦産直センター

生姜（土付き）　
高知県

沖縄県農民連

生もずくバラエティーセット 見沼たんぼの浅子さんの芋
ちゅら海直送　沖縄県糸満市

埼玉県農民連

埼玉県さいたま市

品番049 5,800円

品番048 3,500円

にいがた産直センター
埼玉のブランド豚「香り豚」を使用した逸品。豚のうまみ
とたっぷり入った野菜の甘みを薄皮で包みました

手もみ干しぜんまい

しそ餃子50コ
香り豚餃50コ

しそ餃子25コ
香り豚餃25コ

新潟県十日町市

産直ギョーザセット（５０個）

産直ギョーザＤＸ（１００個）

豚ロース味噌漬け（10枚）　

豚ロース味噌漬け（7枚）　

土付きのままお届けします
ご近所とわけあって風邪予防・冷え対策にご
利用ください。甘辛煮もオススメです

こがねもち・米こうじにはコシヒカリ使用

農家手作り

モチ米を使用していいるので、ふっくらとした甘
みがあります。どうぞ塩のかわりに様々に料理
にお使いください

品番043

追加送料/北海道・沖縄+600円

追加送料/北海道・中国・四国・九州＋300円、沖縄+800円

　アツミ産直センター

400g×５袋 

やぎのミルクのシフォンケーキ
愛知県田原市

追加送料／北海道・沖縄・九州＋600円 追加送料/北海道・沖縄+600円

品番037 ２㎏ 3,600円

品番038 ５㎏
（MLサイズ）3,200円

ビタミンＣや繊維質が豊富で美容食としても人気。お正月
用にもタップリ使える２キロ入り（減農薬栽培）

ホクホク感としっかりし
た甘みが特徴、焼き芋、
ふかし芋、天ぷら、大学
イモ、サラダにどうぞ

紅東
べにあずま

品番050 5,500円
肩ロースみそ漬け400ｇ

焼豚（モモ）300ｇ
しゃぶしゃぶ用モモ300ｇ

静岡県はもともと黒豚のふ
るさと、薬剤に頼らず豚本
来の深い味わいと安全性
を追求してきた森島農場か
らの贈り物。
ご注文からお届けまで１ヶ月ほ
どかかる場合がございます。
ご注文からお届けまで１ヶ月ほ
どかかる場合がございます。

冷蔵庫に入れて保存してください冷蔵庫に入れて保存してください

森島倫生さん

冷蔵便

文旦ゼリー

品番055 4,600円140g×８本

土佐文旦産直センター

高知県

追加送料／北海道、沖縄＋500円

品番066 3,500円秩父産こんにゃく9品

品番072
品番073

秩父特産のこんにゃくと日本百名山の両神山の
伏流水でつくりました

品番069

塩蔵ではないシャキシャキ食感にこだわった生
もずくの詰め合わせ、美ら海を壊し汚す米軍基
地はいりません

ねっとりしていてコクのある味わいが特徴、筑前
煮、とん汁、けんちん汁などおススメです

肉質がしっかりしてい
てホクホクの食感、
煮っころがし、田楽、コ
ロッケにおススメです

5,800円
生もずく 500ｇ ×２袋

シャキシャキ生もずく2袋（40ｇ×3）
カップモズクもずく（70ｇ×4）

もずく入り生麺2人前

コシヒカリの産地として名高い魚沼は雪深い
山々に囲まれた地域で山菜の宝庫です。豊か
な自然が育んだ美味しさと手間をかけて仕上げ
た逸品のぜんまいを煮物やキンピラなどでご賞
味ください　

200g品番067 4,000円 ２㎏品番068 3,500円

（大）直径/20㎝

（小）直径/17㎝品番062

品番063 3,800円
2,400円

育てて食べる暮らしは美味しくて楽しくて面倒臭
い。そんな農家の暮らしから生まれた不思議な美
味しさのシフォンケーキです

今年も紅東がうまい。

農民連しょうゆ

追加送料／北海道・九州・四国＋400円、沖縄+1,000円　

国産大豆と埼玉
県産小麦を使い、
伝統製法でじっく
りと発酵熟成させ
た本仕込み丸大
豆しょうゆ　　　
　　　

品番039 1ℓ×12本7,200円
産直ネットワークいばらき

関東地区

岩手県農民連農産物供給センター

品番040

おいしい油は良質な
原料があってこそ。
国産原料にこだわり、
手間や時間を惜しま
ず、ゆっくり丁寧に１本
１本真心をこめて作っ
ています

追加送料／沖縄・離島＋1,500円

菜たね油

450g×2本

岩手県一関市

3,100円

冷凍便

冷凍便

宮城産直センター

のぶおさんとせいこさんのシャーベット秋・冬セット

6個入〈120㎖×6〉

12個入〈120㎖×12〉

宮城県栗原市

品番056

品番057

3,000円
5,000円

牛乳　卵を使用せず、甘さ控
えめのなめらかな舌ざわりの
新感食スィーツ

なめらかプリン、
カスタードプリン、白プリン

（保存方法）
土付きのまま新聞紙に包み、
風通しの良い場所

冷蔵便 冷蔵便

冷凍便

しずおか産直ネットワーク

平飼いの有精卵と
新鮮な牛乳で作りました

新鮮一番！酪農家生乳アイ
スクリーム。約２０種類の
中から作り置きせず地元
の新鮮素材で作りますの
で種類はおまかせください

10コ入（小）（80㎖）

12コ入（100㎖）

6コ入（100㎖）

静岡県浜松市浜北区

プリンセット小

プリンセット大

おっぱいアイス

追加送料／北海道・沖縄・九州＋600円

品番058

品番059

品番060 4,400円

5,000円

3kg
（40～50玉）

3kg
（40～50玉）

里芋　

セレベス芋

品番070 3,000円
5kg

（70～80玉）

5kg
（70～80玉）

品番071 4,800円

4,800円
3,000円

3,300円

飲むヨーグルトセット

下郷農業協同組合

特定農家 5戸から毎
日集められる鮮度に
こだわった耶馬溪牛
乳と四国香川県産の
和三盆のみを使用し
た飲むヨーグルトで
す。

飲むヨーグルト500㎖×２本

大分県中津市

追加送料／北海道・沖縄＋1,100円

品番061

4,800円

追加送料/北海道・沖縄＋1,100円

　下郷農業協同組合

手作り惣菜セット
大分県中津市

ぎょうざ（１２個）
コロッケ（３個）

ハンバーグ（２個）
ミニハンバーグ（１５個）
チキンボール３００ｇ
耶馬溪饂飩（２食）

品番064

5,000円

耶馬渓産小麦でつくった耶馬溪饂飩と惣菜加工
場の手作り商品の詰合せです

冷凍便

しずおか産直ネットワーク

わさび加工品セット
静岡県伊豆市筏場（いかだば）

冷蔵便

追加送料／北海道・沖縄＋600円

わさび漬け150g
なかよし150g、茎漬け200g
わさび味噌120g、生わさび1本

品番065 4,000円

わさ
び農
家

手作
り

本わさび
「真妻」使用

伊豆天城山麓の天然湧水栽培したわさびを、
生産農家が手づくりしたわさび加工品の
品々。粘りと辛味の中に甘みがある、わさびの
王様「真妻」（まずま）品種。どれも保存料、着
色料などの添加物不使用

冷蔵便

150㎖×９本

海人しか味わえない本場・本物のもずく
うみんちゅ

テレビ「人生の楽園」出演で大好評
栗原産のフルーツのみ使用

浅子紀子さん

〈３〉〈２〉
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□写真はイメージです。※天候や生育状況や交通事情により、お届けが遅れる場合もございます予めご了承ください。


