
※送料は別途かかります。

農

　
　
　産

JAえんゆう
〈じぇいえいえんゆう〉

昼夜の寒暖差が大きいことでホクホクに育った「白滝じ
ゃが」の美味しさは、「他のじゃがいもと違う！」「一度食
べたらまた食べたい！」と大人気！ 生産量が少ないため、
希少なとても美味しいじゃがいもです。

1,850円 税込

【受付期間】8月下旬から9月下旬

男爵　L　10kg箱入

〒099-0111　北海道紋別郡遠軽町白滝779番地
TEL/0158-48-2311　FAX/0158-48-2314

JAえんゆう　白滝支所

販売場所/Aコープ生田原店

販売元･お問い合せ先

2

美味しい「白滝じゃが」を、より美
味しく食べてもらいたいと、生産
農家のお母さんたちが作るグル
ープが料理本を作りました！

※天候の影響により、
価格及び受付期間
が変更される場合
があります。

500円 税別1冊
※送料は別途かかります。

農

　
　
　産

3,200円 税込L・2L混

4,580円 税込L・2L混

2,800円 税込L・2L混

4,050円 税込L・2L混

太陽のめぐみをいっぱい浴びた「遠軽にょっきーず（アス
パラ）」はいかがでしょう？春の味覚のみならず、夏採りア
スパラも大変好評を得ております。お中元やご自宅のバ
ーベキューにどうぞ！

〒099-0415　北海道紋別郡遠軽町岩見通2丁目
TEL/0158-42-2199　FAX/0158-42-7231

JAえんゆう　遠軽支所

販売場所/Aコープ生田原店

販売元･お問い合せ先

【受付期間】4月上旬から5月中旬（詳しくはAコープ生田原店にお問い合わせください）

【受付期間】7月上旬から8月中旬（詳しくはAコープ生田原店にお問い合わせください）

※ご自宅用として　
150g単位で店頭
販売もしておりま
す。
※天候の影響により、
価格及び受付期間
が変更される場合
があります。

ハウス立茎グリーンアスパラ1.2kg

ハウス立茎グリーンアスパラ1.8kg

ハウス立茎グリーンアスパラ1.2kg

ハウス立茎グリーンアスパラ1.8kg

JAえんゆう
〈じぇいえいえんゆう〉

【店舗販売】

《
春
物
》

《
夏
物
》
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〒099-0205　北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地
TEL/0158-47-2331　FAX/0158-47-3352
URL　http://kanno-co.com/
E-mail　agri@kanno-co.com

（株）管野組 アグリ事業部

販売場所/当社、木芸館、道の駅（丸瀬布）・やまびこ温泉

販売元･お問い合せ先

●3 ●4
●5

3種類パック3種類パック
（ドレッシング付）（ドレッシング付）

1,600円

じゅんさいじゅんさい

小：260円（1本～）
中：320円（13本～）
大：400円（36本入）

※別途梱包料

茎 300円●4

チルド

税 込

S葉 100g 890円●1

小葉 750円●2 100g

大葉 420円●3 100g

100g

混 280円●5 100g

大葉30g×2
幼葉30g×1

●1 ●2

じゅんさい 全てじゅんさい 全て チルド 税 込

※出荷期間6月中旬～10月下旬

管野組
〈かんのぐみ〉

オホーツク産じゅんさいは、農薬を一切使用せず、太陽の光と
清流水により生育されています。じゅんさいには、ビタミン・
カロチン・ナトリウム・カルシウムが含まれております。

4

※すべて税抜き価格です。送料は別途かかります。
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〒099-0413　北海道紋別郡遠軽町寿町2-14
TEL/0158-46-3670　FAX/0158-42-2490
http://www5c.biglobe.ne.jp/kiyomi65/

べにや長谷川商店

販売場所/当店、虹のひろば「管理棟」、木楽館
 べにや長谷川商店あつかっている品々ショップ
 http://beniyahasegawa.cart.fc2.com

販売元･お問い合せ先

べにや長谷川商店
〈べにやはせがわしょうてん〉

【豆各種】
287円～200g～

【未粉でんぷん】

【べにや長谷川商店の豆料理】
【べにや長谷川商店の豆料理～海外編】

【豆料理きほんのき】

343円200g

【黒千石黒豆茶】
334円80g

【3種お豆セット】
952円100g×3種

【べにや長谷川商店の
　豆図鑑】1,600円

【クリアファイル】
200円

【豆の甘煮缶】
370円200g

【五目ご飯の素】
491円200g各1,600円

1,300円

小豆、大豆などの一般豆のほか、在来種の地豆も各種取
り扱っています。

豆各種
200g、300g、
500g、1kg単位で
販売しております。
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