
③菊芋ペースト

しらかば通信
２０16

5月号 VOL.175

“生菊芋” の栄養価をそのまま便利に！

クール便送料 冷凍食品

http://www.sirakaba.co.jp/①当園ホームページ

②ヤフーショッピング（パソコン・携帯）  『しらかば農園』で検索！
（代金引換・クレジットカード決済・ヤフーポイント利用可）

＜ご注文フリーダイヤル＞

～～ インターネットからもお手軽にご注文出来ます ～～

0120-17-4181

（代金引換・カード決済・分割発送など柔軟な対応が出来ます）

１年中菊芋を食べ続けたい人へ

1セット(１００g×５袋) 　２，１６０円

・ １～３セットまで･･･８００円（税込）
・ ４～６セットまで･･･９００円（税込）

解凍するだけで、お手軽に菊芋が食べられます。そのままで
も、ヨーグルトへのトッピング、味噌汁、トースト、お菓子作り
など。カロリー計算が簡単で、食事制限されている方でも、食
事による満足度を高めます。（１袋 100g35kcal）

８ kg･･･3,654 円たっぷり
（税込・送料込）

米６㎏（真空２㎏袋×３）購入でサービス米 ２㎏ プレゼント！大
好
評あきたこまち得々キャンペーン実施中！

　「はらいっぺ食べてけれ～」毎年大好評のキャンペーンが
始まっています。天日干しで、米本来の旨味と程よい甘みは、
毎日食べても食べ飽きません。また、お好みの精米白度（玄
米・５分・７分・白米）が選べ、組合
せは自由です！
６年連続「秋田県特別栽培農産物」
で、安全・安心と美味しさを両立
したお米。ご贈答にも喜ばれます。

５月

末まで
「春の新規ご紹介キャンペーン」

健康を気遣う大切な方へ「試供品」を直送します

ご紹介試供品セット

・よく風邪をひいている方へ
・野菜不足、偏食が多い方へ
・健康を気にしている方へ

★ 詳しくは、商品の箱中に入れておりますキャンペーンチラシをご覧下さい★

 ・試供品

　野菜スープ １,000ml×１本

 ・商品パンフレット

 ・ご注文の手引 , 各種注文用紙

 ・しらかば通信（最新号）

 ・お客様のお便り集

 ・しらかば通信ダイジェスト版

　当園では「野菜スープ」愛飲者様から、親しい友人、知人、職
場の方、ご家族様へのご推薦やご紹介を頂き、パンフレット
と試供品をお送りする「春の新規ご紹介キャンぺーン」を実
施しております。是非、この機会に健康を願う大切な方へ試
供品をお気軽にお送り下さい。ご紹介先様のご住所に、当園
より直送致します。

　ご紹介先のお客様がご注文頂い
た場合は、ご紹介主様と新規ご紹介
者様に「あきたこまち（白米）２㎏」
を W プレゼントします！

～漬け物感覚で毎日お手軽に～①キクイモらっきょう酢漬け

～キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮～②菊芋チップス

クール便

毎日の食卓にキクイモをお手軽にお召し上がり頂けます。

※①～③のお支払いは代金引換のみ（別途代引手数料324円加算）
※沖縄への発送は＋800 円になります。

〈１～ 4個迄の注文は＋送料５５０円。野菜スープ同時購入時は送料無料〉

菊芋を皮ごとスライス・乾燥したチップスです。菊芋本来の
ほんのり甘い味が楽しめ、そのままおやつ代わりに、お湯を注
いで菊芋茶、お味噌汁、煮物等の具材に簡単便利！

食物繊維が豊富で、糖と脂肪の吸収を抑えるイヌリンを多く
含む低カロリー、ダイエット食品です。中性脂肪、血糖値が気
になる方、便秘気味の方など、健康を気遣う方にお勧めです。

３００ｇ×３パック…２,３１６円（税込・送料込）

乾燥１００ｇ（１袋) ８５０円（税込・送料別）

（税込・送料別）

【価格改定】

大好評！ 菊芋商品

農場だより
『春の収穫始まる』 　　秋田県と青森県の県境に位置する十和田湖近くの「田代平農場」では、

雪解け前の「雪の下 菊芋」の収穫から始まり、わさび大根（山わさび）、冬越
し人参、冬越し牛蒡の収穫で、５月下旬まで春の収穫作業が行われています。
　　4 月上旬、 雪の下から畑を掘り起こして「菊芋収穫作業」を行いました。記録的大雪に見舞われ
た昨年は、 大型ショベル機で２メートル近くあった雪の下から菊芋畑を掘り起こしましたが、 今冬は
平年以下の積雪量でしたので、比較的掘り起こしは容易でした。越冬した菊芋は風味と甘みが増し
て、晩秋収穫した菊芋同様にシャキシャキとした歯応えがありました。菊芋は雪解け直ぐに芽を出し
てしまいますので、 芽吹く前に雪の下から収穫します。全国的にも雪の下から掘り起こす菊芋は大
変珍しいため、 収穫後すぐにネット販売をしましたが数日で完売し、 菊芋の人気ぶりを改めて実感
しました。また、 越冬で甘みが増した春掘り人参が４月下旬に行われ、 ５月は牛蒡の収穫を毎週
行っています。晩秋に収穫された牛蒡以上に香りが強いのが特徴です。
  春の収穫と同時に今年の畑づくりが始まっています。５月中旬には田植えを行い、 いよいよ本格
的な農作業シーズンの到来です。 菊芋収穫風景

＜食べ方＞

＜どんな料理でも合います＞　テレビ番組で紹介され、一躍有名に
なった山わさび（＝わさび大根）です。
辛さは本わさびの 1.5 倍強く、どんな
料理にも合います。また、食中毒になり
にくい抗菌作用が強く、食欲増進、血栓予
防効果も高いと言われています。

昨年の天候の影響で平年より小さめですが、採れたて新鮮で
す。極上の辛味「わさび大根」の風味を是非、お試し下さい。

わさび大根の爽やかな辛味と風味は、揮発性の高いデリケート
な食材です。食べる直前に必要な分だけ擦りおろして使います。
擦りたてのフレッシュで贅沢感が楽しめます。

肉料理・お刺身・蕎麦の薬味・豆腐・納豆の薬味・マヨネー
ズと合えたわさびソースなど、工夫次第で色々な料理に使え
ます。シンプルに卵かけご飯のアクセントにもグット！
お勧めは、浅漬けに擦りおろしたわさび大根を入れて、爽や
かな辛さを効かせたお漬物。我が家では大好評で、ご飯のお
供、ビールのおつまみに最高です。是非、お試し下さい。

３００ｇ（２～３本程度）

1,500 円
（税込・クール便送料込）

わさび大根

※数量限定品。代金引換のみ販売。別途 324
　円の手数料が加算されます（沖縄＋800 円）

極 上 の 辛 み

わさび大根

クール便

発売中！
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