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Vol.1974月号

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）

＜１～５個迄の注文は＋送料６５０円＞

②菊芋ペースト

（税込）　　　　　1セット(１００g×５袋）　２，１６０円
・ １～３セットまで･･･  ９００円（税込）
・ ４～６セットまで･･･１０００円（税込）

菊芋の自然な甘みと風味、栄養価を最大限に引き出した
「低温スチーム調理」によるペーストです。
長期保存が効かない菊芋が、冷凍食品として１年中食べ
られます。ヨーグルトにかけて、お味噌汁へ、菊芋スムー
ジーやポタージュなど、簡単便利に使えます。

　今冬の大雪で農場の雪解けが平年より遅れています。「雪
の下 菊芋」（雪の下から収穫する春収穫の菊芋）は４月下旬
頃からになりそうです。

クール便送料

低温スチーマーで、栄養そのまま、美味しさ３倍

キクイモの風味と栄養をギュっと濃縮①菊芋チップス

（税込・送料別）乾燥 ８０ｇ（１袋）…８５０円

皮ごとスライスし乾燥させ、菊芋本来のほんのり甘い味が
楽しめます。そのままおやつ代わりに、お湯を注いで菊芋
茶、お味噌汁、煮物等の具材に手軽にご利用になれます。

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
始まりました。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）が選べます。８年連続の
の特栽米で、安全と安心、美味しさを両立
したお米です。ご贈答にも喜ばれます。

　昨今の原油価格の高騰で、製造コストの上昇、商品に

使用する各種資材や農業資材の度重なる値上げ、また、

宅配料金の大幅な値上げ等により、弊社における経費削

減、業務効率化等の企業努力だけでは価格維持が困難に

なりました。そこで、誠に不本意ではありますが、創業

（平成 3 年）以来、初めて商品の本体価格の改定を、5 月

から実施する事になりました。

　今後は商品の品質維持、お客様に喜ばれる商品づくり

を目指し、これまで以上に、社員一同、努力して参ります

ので、ご理解とお力添えを賜りますよう、心からお願い

申し上げます。

　※５/1 以降の商品価格は、箱中に同封してあります

　　「商品価格改定のお知らせ」をご覧願います。

　当園では、同じ秋田県内にあります「栗駒フーズ」（乳
製品製造メーカー）と秋田県総合食品研究センターとの
連携事業で「菊芋ヨーグルト」の商品開発を、昨年より実
施しております。
菊芋とヨーグルトとの組合せは、天然のフラクトオリゴ
糖と乳酸菌の相乗効果で、整腸作用、コレステロール抑
制、血糖値上昇の抑制、骨粗鬆症予防に期待され、化学的
な検証のもと、健康志向の高いヨーグルトが完成しまし
た。今年３月、一部の菊芋購入者を対象に開発段階での
試食アンケートを行ったところ、快くご協力頂き、貴重
なご意見を頂きました。ありがとうございました。
そこで、菊芋ヨーグルト（１週間分）試食モニターを募集

（30 名）し、最終的なお客様のご感想を求める次第で
す。試食モニターにご協力頂ける方は、当園迄
電話、FAX、葉書などでお知らせ願います。
応募期間は４月末迄ですが、定員になり次第
締め切らせて頂きます。

『農場の春作業』    桜の開花の便りが全国各地から聞こえる３月下旬、今冬の大雪に加え、３
月も低気温が続いた為、 農場雪解けは平年より遅い状況です。農場の春作

　手間とコストが掛かる自家製有機肥料
づくりですが、動物性有機（発酵豚糞）と植
物性有機（モミガラ等）をバランス良く混
ぜ合せ、充分に発酵・腐熟させます。
農業の基本は健康な土作りです。自家製有
機肥料で生命力溢れる作物を育てます。

　菊芋は気温が高く
なるとすぐに芽を出
してしまう為、雪の下
から冬眠中の菊芋を
大型ユンボで掘り起
こし収穫します。

　農場周辺には残雪
があり、風もまだ冷た
い時期ですが、１年間
自社栽培の野菜を使
う為に、冬越し野菜は
欠かせません。

　標高の高い農場で
は、遅霜に注意しなが
ら、畑づくりと種まき
を五月雨式に行いま
す。栽培期間が最も長
い牛蒡からスタート。

　秋田県鹿角市では
５月中旬～下旬が田
植えのピークを迎え
ます。今年で9年目を
迎える「特栽米」です。

農場だより

業は、 自家製有機肥料づくりの「家畜ふん」の運搬からスタートします。その後、 雪の下から収穫する菊芋や雪解けする
GW 明けから始まる牛蒡収穫を行い、 田植えを行います。全て収穫した後、 畑作りを行い本格的な農作業シーズンを迎
えます。

除雪作業 ①たい肥づくり

①たい肥づくり ②雪の下菊芋収穫 ③④冬越し野菜収穫 ⑤田植え ⑥畑づくり・播種

⑥畑づくり・播種

⑤田植え中旬

②菊芋/わさび大根収穫 ③冬越し人参収穫 ④冬越し牛蒡収穫

４
月下

旬

３
月

５
月

６
月

スープ製造工場で
桜開花

農場で桜開花

中旬

価格改定のお知らせ

「菊芋ヨーグルト」 試食モニター募集！ 好評発売中の「菊芋商品」

※①は限定品になりますので、必ずお電話でご注文下さい（代引商品）
　沖縄への発送は＋1,000 円になります。

菊芋
ヨーグルト
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