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あきたこまち（天日乾燥米）
・ ６㎏…３,６５４円

（各商品 税込・送料サービス）

※年間定期購入ご契約者は３％引です

Ｈ２８年産

（真空パック２㎏ ×３）

・ ２㎏…１,５９７円

秋田県特別栽培農産物

精米仕立てを
　真空パック！

新
米
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約
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文
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り
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美味

利便

新米出荷まで、もうすぐ！ ご予約お待ちしております

天日乾燥米の詳細は、１０月下旬より同封される「お米チラシ」をご覧下さい

新米「あきたこまち」 ご予約承り中！

健康を気遣う大切な方へ、「野菜スープ試供品」を直送します！

１１月末まで「秋の新規ご紹介キャンペーン」

★ 詳しくは、商品の箱中に入れていますキャンペーンチラシをご覧下さい★

オ
ス
ス
メ

・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

～生産者直送だから出来る「安全・美味しさ」へのこだわり～～生産者直送だから出来る「安全・美味しさ」へのこだわり～十
月
下
旬
発
売

安全

+２袋サービス（１セット毎）

豊富な食物繊維＋血糖値上昇と脂肪の吸収を抑えるスーパーフード

「菊芋ペースト」好評発売中！

増量キャンペーン中！お
   得

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）

『稲刈り＆はさがけ作業』

たい肥による土づくり、農薬・化学肥料は慣行栽培の半分以下
の使用に抑えた「人・環境」にやさしい安全・安心なお米です。
確かな証しとして「特栽米」秋田県認定シールが貼られます。

地域抽出検査ではなく、自社水田で検査しております。
検査結果は、当園ホームページで公開しています。

お好みに合わせ精米白度が選べます

鮮度維持に最も優れた「真空パック」 ２㎏袋小分けで使い易い

寒暖の差と奥羽山脈の清らかな水が育てた本場「あきたこまち」

天日乾燥米の「水分含有率１６％」･･･水分高めが美味しさの秘密

「放射線量測定検査実施済」 ～放射性セシウム検出せず～

光沢があり、ほどよい粘りとあっさりとした味のお米です。
冷めても味が落ちないのでお弁当やおにぎりにぴったり！
おかずを引き立て、毎日食べても飽きない美味しさです。

玄米・５分づき・７分づき・白米　組み合せも可能です。

流通するお米は 15％以下。お米の水分が高いほど、瑞々しく
旨みがあります。火力乾燥と違いお米の品質を落としません。

「秋田県特別栽培農産物」の認定取得！(７年連続）

   相次ぐ大型台風到来で甚大な被害に見舞われました地域の皆様
には、心からお見舞い申し上げます。地元秋田県鹿角市では、平成25

年に「１時間に108㎜の経験のない大雨」による土砂災害で、多くの被害と押し寄せる濁流に身の危険を感じた経験があ
るだけに、決して他人事とは思えず、いつ起こるか分からない自然災害への心構えと備えの大切さを改めて思います。
一刻も早い復旧を心からお祈り致しております。
　9月下旬、社員総出による「稲刈り・はさがけ作業」を行いました。低農薬・有機肥料による安全・安心なお米づくりとお米
本来の美味しさを引き出す昔ながらの「天日干し」で、安全と美味しさを両立させた「自慢のお米」です。
広い田んぼから刈った稲穂を集め、棒（はさ）に掛けていきます。毎年慣れている作業とはいえ
大変な作業です。大規模化・効率化により農地集約が進む中、手間暇かかる「天日干し」は米
どころ秋田でも珍しい風景ですが、毎年美味しいと喜んでくれる大勢のお客様のために努力を
惜しみません。爽やかな風と天日による乾燥を２～３週間ほど行なった後で脱穀作業を行います。
稲穂の油分、栄養分、甘みが米粒にゆっくりと吸収され、艶々とした美しい光沢とほど良い甘み
を醸し出す天日乾燥。今からその仕上りが楽しみです。
　10月は秋大根、牛蒡の収穫も始まり、１年で一番忙しく、収穫の喜びを実感出来る時期です。

　　全国各地で美味しい新米が食べられる時期になりま
した。９月下旬に稲刈りを行い、米本来の旨みと甘みを
引き出すため、只今、じっくりと天日乾燥中です。
種籾の温湯種子消毒、徹底した手作業による除草管理で
なるべく農薬を使わないで栽培。今年は天候にも恵まれ
順調に栽培出来ました。
天日乾燥による米本来の美味しさと 7 年連続で特栽米
の厳しい栽培基準に合格した安全なお米を、ご自宅用、
ご贈答に自信を持ってお勧め致します。

　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「秋の新規ご紹介キャンぺーン」
を実施しております。
野菜スープは、愛飲者からの口コミでの広がりがほとんど
です。愛飲者の体験から基づくお勧めが一番説得力があり、
当キャンペーンでは沢山の方々をご紹介頂いております。
　また、試供品は製品版と同様な野菜スープ（1,000ml
１本）を 200 名様分ご用意しました。（お一人様のご紹介
先は５件迄です）
　実際に試飲出来る点がご紹介者様のご支持を得ておりま
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。ご紹介先へ、当園より直送致します。

 ・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

　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「新米あきたこまち２㎏」
をＷプレゼントします！

ご紹介試供品セット クール便送料 冷凍食品

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）

（税込）

　菊芋の風味をそのままに、菊芋の栄養を丸ごと摂れる
「菊芋ペースト」は、１年中菊芋を欠かさず食べたいお
客様や生菊芋独特の風味が苦手なお客様に大好評です。
生より甘みが増し、クセがなくなり食べやすい味です。
１袋 100ｇで 35kcal の低カロリー。健康を気遣う方や
食事制限されている方、ダイエット食などにお勧めして
います。（１日の目安は、50～100ｇ）

お味噌と混ぜて「味噌ディップ」やお肉の「ソース作り」、お菓
子作り、カレー、グラタン、介護食等に…簡単便利に使えます。

お味噌汁に混ぜて ヨーグルトへ
トッピング
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