
    　

□  請求書は発行しておりませんので、品物が届きましたら下記口座へお支払いください。

　　(お振込先)郵便口座のある方は【ゆうちょ銀行　記号１００８０番号９５３９２４０１農民連ふるさとネットワーク】

    銀行など他行からのＡＴＭご利用の場合は【店名：（カタカナで）ゼロゼロハチ　店番：（数字で）００８　（普）９５３９２４０】　

農民連産地 生産地 規 格（箱入数） お届け期間
およそ１コ
あたり金額

価格 数

　　熊本県農民連
菊池・人吉
市・和水町

１０㎏（５㎏×２）（白米） 通年 ※5700

あだたら産直センター 二本松市 （４５ｇ×１１枚）×２０袋 550 11,000
　１０ｋｇ（バラ詰め） 2,000
　 5 ｋｇ（バラ詰め） 1,500

４㎏箱（２０玉前後）×２ 120 4,800
４㎏箱（２０玉前後）×３ 110 6,600

１２玉前後 約325 3,900
　１４玉前後 約250 3,500

５ｋｇ箱（２０～２３本） 約125 2,500
１０ｋｇ箱（４０～４６本） 約95 3,800
５ｋｇ箱（４０～５０本） 約73 2,900
１㎏２Ｌ(大）×５袋 780 3,900

　 １㎏２Ｌ(中）×５袋 700 3,500
小山市 ３００ｇ×３０袋 187 5,600

上三川町 １００ｇ×３０束 通年 約134 4,000
小山市 １０ｋｇ（混みサイズ） 3,000

茨城県・筑西市 150ｇ×３６パック 通年 195 7,000
小山・上三川 ４０ｇ×４袋 通年 388 1,550

１４０ｇ×２０袋 通年 840 17,400
数/合計

　栗

二本松市

じゃが芋

トマト　８㎏

ミニトマト

切り餅（白）

【ご注文者名】　　　　　　　　　　　　　　様　【住所】 〒 　　　　　　　　－                                                 　　　　　　     【電話】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※ 天候や収穫量の関係でお届けできない場合は（FAX）もしくは（Ｅメール）にてお知らせしますので、必ずどちらかをご記入ください。以下

梨　豊水　５㎏　（４Ｌサイズ）

栃木産直センター

さつま芋

　長ネギ

産直カフェ（直売所）
福島市

じゃが芋

  殻付煎り落花生(小）香取市・八街市ふるさとちばネットワ－ク

　 ※（FAX）                                                                                       ※（Ｅメール）　　　　　　　　　　　　　　　＠

注文価格

　ご注文者名と違う場合は記入してください。⇒【お支払い者口座名義】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　（必須）電話

　　【問い合せ先】　TEL：０３-5966-2257　（平日１０時～１７時）　Ｅメール　n-fnetw@nouminren.ne.jp　　農民連ふるさとネットワーク

□  表示価格は送料・消費税込ですが、以下の地域は1梱包 ごとに送料分を加算してお支払ください。

品 目

　熊本米（ヒノヒカリ）

※熊本米だけは、次の送料を加算してください。　関東1,200円、東海・北陸1,050円、関西　950円、東北1,390円　北海道1,490円、四国　850円、九州　850円、沖縄１，０５０円

さつま芋

梨　豊水　５㎏　（３Ｌサイズ）

   かんぴょう（無漂白）

　カットごぼう

トマト　１２㎏

かすみがう
ら市

阿見産直センター

福島市

阿見町

ニラ　　

じゃが芋

　栗

―地域のイベントやバザー向けの大口（箱）企画です―

つづけよう ひろげよう 私たちの支援！
【東日本大震災被災地支援のご案内-1 】

第７２弾 ２０１７年９月お届け分

□ ご注文は 03-5966-2253 農民連ふるさとネットワーク

【 北海道＋２５０円、関西＋２００円、中国・四国＋３５０円、九州＋４５０円 沖縄＋１２００円 】

農民連は、被災地の仲間の農産加工品を紹介しています地域のイベントやバザーなどでご協力ください。放射能については農民連食品分析センター、福島農民連をはじめとする検査

機関（一部行政の検査も含む）で測定し、基準値を下回っていることを確認してお届けしています。



産地 容量 入数 1コあたり 箱単価 注文数 価　格

沖縄県 ３５ｇ 24 300 7,200
熊本県 　紅茶、魚の煮付けなど臭い消しに　身体あたためる ５０ｇ 10 848 8,480
大分県 　柚子こしょう １００ｇ 20 480 9,600
岩手県 ４５０ｇ 12 1083 13,000

１袋　9ｇ入 12 500 6,000
　角田市 ５０ｇ×３ 48 142 6,800

無着色　無添加のお菓子 １０コ入 30 260 7,800
県産大豆使用 １㎏ 6 800 4,800
圧搾法、無添加、国産原料 ９００ｍｌ 6 1350 8,100
化学調味料、保存料不使用 6 417 2,500
二本松市産りんご使用 １リットル 6 717 4,300
福島市在庭坂で製造 ２００g 30 554 16,600
ノンアルコール　お米と麹だけ ９００ｍｌ瓶 12 800 9,600
純粋、ダンボール箱 ２２０ｇ瓶 6 1233 7,400
桑折町 ２００ｇ 40 685 27,400
1袋に対してお米３合分 １５０ｇ 50 352 17,600
1袋に対してお米３合分 １５０ｇ 50 244 12,200
霊山産使用 ５０ｇ 25 420 10,500
霊山産使用 ３０ｇ 25 420 10,500

茨城県 １５０ｇ 10 378 3,780
2,750 11,000

５枚入り 5 1,040 5200
１２袋 12 550 6600

ゆずぽん酢 ―富津市の老舗醸造蔵で製造－ 360ｍｌ 30 542 16,260
のぼり旗 １枚 1,170

合計数/額

　【お振込先口座】郵便口座のある方は【ゆうちょ銀行　記号１００８０番号９５３９２４０１農民連ふるさとネットワーク】

（沖縄支援）皮も種もまるごと搾りシークヮーサー 　名護市勝山のシークヮーサー種ごと丸絞り

なたね油（ビン入り）

商 品 名

□価格は送料・税込ですが、右の地域は1梱包毎に送料を加算してお支払ください。北海道＋250円、関西＋200円、中国・四国＋350円、九州＋450円　沖縄＋1,200円

　原料は青唐辛子・柚子・塩だけ

　　銀行など他行からのＡＴＭご利用の場合は【店名：（カタカナで）ゼロゼロハチ　店番：（数字で）００８　（普）９５３９２４０】　

□請求書は郵送されません。品物が届きましたら下記口座へお支払いください。追加送料にご注意ください。　　ご注文から受け取りまで7日程度みてください。

千葉県

ふくしま大豆の会醤油　

ブルーベリージャム（瓶）

舞茸　ご飯の素（３合用）

　

　

　有機生姜パウダー

 ※ 商品の配送状況などの連絡は（FAX）もしくは（Ｅメール）にてお送りしますので、必ずどちらかをご記入ください。以下

はちみつ　（瓶入り）　

無添加みそ　　

４セット

乾燥きくらげ

宮城県

　「薪」で焙煎圧搾法

蔵王無農薬ハーブティー　（レモングラス×６・レモンバーベナー×６）　

  あぶくま極小粒納豆　（たれ　辛子付）

　乾燥しいたけスライス

　　（ご注文者名と違う場合は記入してください。）【お支払い者口座名義】　　　　　　　　　　　様　　（必須）電話　　　　　　　　　　ＦＡＸ

　受け取り希望日　　　　月　 　　日　　　（　　）　   　　（ご注文から受け取りまで7日程度みてください。）　  　　　　　　　　　　　　　

　【ご注文者名】　　　　　　　　　　　　　　様　【住所】 〒 　　　　　　　　－                                                 　　　　　　     【電話】

さんまの開き３枚入り

甘酒　（あまざけ）

　【問い合せ先】　TEL：０３-５９６６-２２５７　（平日１０時～１７時）　Ｅメール　n-fnetw@nouminren.ne.jp　　農民連ふるさとネットワーク

　焼き菓子　マカロン　

イワナ（岩魚）の和風マリネ

りんごジュース　

　柚子みそ 原料：みそ、キビ糖、みりん、柚子、ゴマ　以上　

　ひものセット　（アジ5・サンマ開き３・サンマ丸干し２・サバ　1・イカ）冷凍便

　※（FAX）                                                                     　※（Ｅメール）　　　　　　　　　　　　　　　＠

あじの開き５枚入り

福島県

  復興支援　たべて応援！　被災地に笑顔を　原発ゼロへ　（オレンジ色）　希望の方はデザインをFAXします。

国産なたね油

五目　炊き込みごはん（３合用）

１リットル（ペット）

【東日本大震災被災地支援のご案内-２】
□ ご注文は 03-5966-2253第７２弾 ２０１７年９月お届け分

―地域のイベントやバザー向けの大口（箱）企画です―

シ
ー
ク
ワ
ー
サ
ー

皮
も
種
も
ま
る

ご
と
絞
り



容量 入数 価格 注文数 注文価格

７２０ml １本 3,520
７２０ml １２本 33,670

○　二本松市東和地区のりんごで作りました。
容量 入数 箱単価 注文数 注文価格

５００ml ２４本 30,628
５００ml １２本 16,632
５００ml ３本（箱入） 4,212

容量 入数 箱単価 注文数 注文価格

各１８０ｍｌ ８セット 12,000
７２０ml １２本 13,200

容量 入数 箱単価 注文数 注文価格

７２０ml ６本 8,532
７２０ml ６本 7,482
７２０ml ６本 8,532
７２０ml ６本 11,124

合計数/金額

（販売者）
会津錦

備  考　荷姿

（販売者）
ふくしま農家の

夢ワイン

商 品 名

 会津なまり「あいべ」セット（純生、純吟、にごり各１本）

赤かぼちゃ焼酎　ちゃちゅちょ

人気一　西会津産　本格芋焼酎

商 品 名

○　喜多方市高郷町　小さな酒蔵　【会津錦】

（販売者）
人気酒造

備  考　

人気一　黒人気純米吟醸

　【問い合せ先】　TEL：０３-５９６６-２２５７　（平日１０時～１７時）　Ｅメール　n-fnetw@nouminren.ne.jp　　農民連ふるさとネットワーク

　　【受け取り希望日】　　　　　月　　 　　日　　　（　　　）　   　　　  　（ご注文から到着まで7日程度みてください。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（必須）電話　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

○　相馬市・新地町【浜通り農産物供給センター】
商 　　　品 　　　名 備  考　荷姿

　純米大吟醸 農民連
　純米大吟醸 農民連

　【ご注文者名】　　　　　　　　　　　　　　　　　様　　【住所】 〒 　　　　　　　　－

○　二本松市　純米吟醸にこだわった酒蔵　【人気酒造】

　新酒　シードル　（微炭酸の発泡酒・アルコール8％）

商 品 名

人気一　ゴールド人気純米大吟醸

純米生貯蔵酒「すっぺったこっぺった」

備  考　

　新酒　（贈答用）　シードル　（微炭酸の発泡酒・アルコール8％）

　新酒　シードル　（微炭酸の発泡酒・アルコール8％）

【東日本大震災被災地支援のご案内－３ 】
□ ご注文は FAX 03-5966-2253

※ お酒は発売元から請求書が商品と一緒に同封されてきますので、直接お支払いください。

第７２弾 ２０１７年９月お届け分

「純米大吟醸 農民連」は全国的にも稀な、３０歳前後の杜氏らが活躍する会津錦 （酒蔵）と協力してつくりました。消費者とも交流・試飲を重ね、

自慢できる酒です。酒づくりを通して少しずつですが 若い力が育っていることを実感しています 。農家同士の団結力も強まり農業への気持ちが

より一層強くなりました。ぜひ福島の味わってください。

純米大吟醸 農民連


