「マンマのこころ箱」
1 箱 2,500 円セット
●道内は送料込みの料金
道外は送料別途料金となります。

「マンマのこころ箱」
保証シール

「マンマのこころ箱」の販売にあたって
１．こころ箱はこの企画に賛同する農家のマンマ達のまごころによって販売されます。
２．こころ箱は販売に賛同した会員の農場ごとに販売しますので購入ご希望の方は、発売し
ている生産者へ直接ご注文下さい。
３．こころ箱の商品は、販売するマンマが責任を持って信頼を裏切らない商品（農畜産物と
加工品類）であるよう留意します。(加工品においては、製造許可があり、品質表示が明
確であること、生鮮青果物については、生産地が明確であること、また鮮度が保持され
ていることなど）
４．こころ箱の価格は、北海道内の場合は1箱2,500円（送料込み）道外の場合は送料を別
料金とします。
５．こころ箱の発送、代金の回収、クレームなどの対応は注文を受けたマンマの農場毎に行
います。
６．こころ箱をお届けする際には、
「マンマのこころ箱」であることを保証するためのシールを
添付した箱で発送します。
７．こころ箱の発売は、平成22年9月1日〜平成23年3月31日までとします。
※天候の状況によって商品を変更することがありますのでごご注文の際ご注文先の農場へ
お問い合わせください。

※送料の違いによって、内容量に若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。
※掲載している写真はイメージですので実際の商品と異なる場合がございます。

●発売者のリストのお問い合わせ先

TEL. 011-781-2317（FAX兼用）

北海道女性農業者倶楽部（マンマのネットワーク）事務局
http://www.mannma-net.com/index.html

片山

寿美子

恵庭市柏木町 574-4 新岡マンション D103 号

①リーフ野菜類のおまかせセット

連絡先

柴田農園

TEL. 0123-39-4121
（FAX兼）
柴田 照子

■特長
めぐみの庭 柴 田 農 園自慢の種 類 豊 富なべ
ビーリーフやミニトマト類はフレンチやイタリア
ンサラダに最適です。

■発売期間：9月〜11月

雨竜郡北竜町碧水 37-1

連絡先

黒千石事業組合

TEL. 0164-34-2377（FAX兼）
高田 幸男（携帯090-3391-7728）

①黒ちゃんセット

■特長

・黒千石大豆、黒千石茶、黒千石きな粉、
田から餅（黒千石入り切り餅）

は、高い機能性が注目され評判になっています。

幻の黒大豆と言われた小粒黒大豆｛黒千石」
黒千石とその加工品を今年度産の新米（おぼろ
づき）
ともにお届けします。特に黒千石の豆ご飯
は美味で体に優しいと評判。詰め合わせ内容は
ご注文の際に承ります。

■発売期間：9月〜3月

②新米
・白米（おぼろづき）5kg
・玄米（おぼろづき）5kg
連絡先

未来創食

帯広市富士町西 2-59

①はるゆたか味噌

②ハルユタカなど
自家産小麦粉

TEL. 0155-64-5963（FAX兼）
伊藤 初枝（携帯080-5593-5315）

■特長
自家産大豆と小麦で創る麦味噌は逸品、小麦
粉はパンや麺つくりに好適品種数量はご注文の
際に承ります。

■発売期間：9月〜3月

中川郡本別町西美里別 62-13

①本別産豆類セット
・大正金時、小豆，
黒豆、
うずら豆、
とらまめ、
白花豆、雪てぼう他

連絡先

まめっこ倶楽部

TEL. 0156-22-5330（FAX兼）
前佛 由美子

■特長
豆王国十勝管内本別町産の豆類は、安心安全
しかも美味。質も量も日本一との評判です。白花
まめ、小手ぼうは白あん、煮豆、
スープに最適。販
売する豆類には生産者の母さんの顔が見えるよ
うになっています。詰め合わせのご希望はご注文
の際に承ります

■発売期間：9月〜3月

中川郡本別町仙美里213-2

①本別産豆類の加工品セット
・豆腐、油揚げ、煮豆、
サラダ用塩煮豆、のんびり羊羹

連絡先

豆ではりきる母さんの会

TEL. 0156-24-2416（FAX兼）
山田 富江

■特長
本別町の豆類生産農家の母さん達が手づくり
した豆腐や油揚げ、煮豆などの組み合わせ。特に
油揚げの味は一度食べたらやみつきになると評
判です。

■発売期間：9月〜3月

新得町屈足東1線29

①乾燥野菜
（大根、
にんじん、
ごぼう）

連絡先

村中農場

TEL. 0156-65-3364（FAX兼）
村中 旬子

■特長
新得町村中農園の乾燥野菜は長期保存が可
能な切干大根、にんじん、
ゴボウ、ナスや、きうり
に至るまで、農家に伝わる伝統的な技法で作る
ので味は濃く程よい歯ごたえが絶妙と言われて
います。厚切り大根の切り干しは遠い昔のなつ
かしい暮らしの香りと味がします。

■発売期間：9月〜3月

河西郡芽室町北明西5線21番地

①長いも（規格外品）秋堀10kg
②長いも
（規格外品）秋堀8kg
③長いも（規格外品）春堀10kg
④メークイン（馬鈴薯）10kg
⑤秋セット（長いも、メークイン、カボチャ）

連絡先

佐藤農園

TEL. 0155-62-1873
FAX. 0155-62-7973
佐藤 いく

■特長
十勝管内芽室町育ちの長いもは、色白でなめ
らかな粘りのある良い味の長芋です。秋に堀あ
げる秋堀と雪の下でねかせて早春に堀あげる春
堀の２種類がありますが、それぞれに味わい深
いものです。今回は無選別で形不揃い品をご提
供しますが、家庭で食するには充分美味。
ご相談
によって規格品のご注文も承ります。

■発売期間：①11月〜12月
②12月下５月
③４月下〜５月
④10月上旬〜
⑤11月上旬〜12月

河西郡芽室町字平和西14-13

①すずきっちんの惣菜おまかせセット
・五目ご飯の具、
ミートソース、
餃子、
イモ団子、
かぼちゃ団子、
ゆで小豆、
カレールーの素、
だいずグラタンの素他

北斗市大工川48

①トマトジュース
(とってもとまと、
かあさんのそこじから）
400ml 3本セット

TEL. 0155-62-3918
FAX. 0155-62-6619
鈴木 由加

■特長
すずきっちんの冷凍惣菜類は、畑作農家なら
ではの、素材を充分に活かし、十勝野の家庭料理
を基本にしたおふくろの味がいっぱいのお総菜
類です。お総菜類は、全て手てづくりの逸品です。
ご注文の際に詰め合わせの御希望を承ります。

■発売期間：通年
連絡先

（有）緑友会六輪村

連絡先

すずきっちん

TEL. 0138-73-6613（FAX兼）
東寺 百合子

■特長
函館市に隣接する北斗市の農家のマンマ６
人で運営する直売所（有）緑友会六輪村の売れ
筋商品です。
トマト生産地ならではの完熟トマト
を原料にした、味わい深い純度100％のトマト
ジュースは、すぐ売り切れになるので今年は沢山
製造しました。

■発売期間：９月〜通年

北見市常呂町岐阜 220̶2

①フルーツソース
・イチゴ、サクランボ、
山ブドウ、トマトなど

②トマトソースの
おまかせセット

農場の周りの果実類を丁寧に煮込んで作った
贅沢なフルーツソースは、手づくりのパンやクッ
キーに最適。オホーツクを望む農場の風景が感
じられそうな気がする逸品です。

■発売期間：通年

連絡先

千歳市泉郷497

・おまかせセット
（イチゴ、ばれいしょ、カボチャ、小豆他）

TEL. 0152-54-3380（FAX兼）
寺町 敬子

■特長

農家レストラン「花茶」
①アイスクリーム各種

連絡先

ジャム工房「緑夢ファーム」

TEL. 0123-29-2607（FAX兼）
小栗 美恵

■特長
千歳市泉郷の自家農園で収穫されたイチゴ、
ばれいしょ、
カボチャや近隣地域で生産される季
節の農産物を利用して作られる
「花茶」のアイス
クリームは季節の味がすると大評判です。マオイ
の丘に立つ黄色い可愛いお店「花茶」で作られ
るアイスクリームは、
「見て幸せ、立ち寄って幸
せ、食べて幸せ」そんなコンセプトが息づいてい
ます。

■発売期間：通年

空知郡中富良野町東9-北14

①秋の季節野菜セット
馬鈴薯（きたあかり、カボチャ玉ねぎ、にんじん他）

②白米（ゆめぴりか、ほしのゆめ）
③ドライフラワーリース

連絡先

農家レストラン「カレー工房きらら」

TEL. 0167-44-3868（FAX兼）
九栗 貞子

■特長
空青く、水清く、緑豊かな大雪連峰の麓の中富
良野町九栗農園で生産される農産物を産直便で
お届けします。野菜もお米
も、クリーン栽培に心がけ
て、お米は搗きたてをお届
けしてます。

■発売期間：
①秋野菜セット ９月〜12月
②白米 ９月下旬〜通年
③ドライフラワー 12月〜３月

河東郡鹿追町笹川北９線10-10

①グリンボールのおまかせセット
・でーでーぽっぽ
（ヨーグルト）
・こんどビ−フ
（ビーフジャー）
・しかおいよとこ
（さご八漬）
・バンビー菜（野沢菜漬け）

連絡先

食楽族グリーンポール

TEL. 0156-66-3150（FAX兼）
鳰 彰子

■特長
十勝管内鹿追町特産の様々な加工品は、加工
した人達の熱い思いが感じられ、食べると何故
か元気いっぱいになります。
グリーンボールは鹿
追町特産のキャベツを意味しています。
しかおい
よいとこ、
オココソーセージ、
こんどビーフ、
ヨーグ
ルトは地域特産物として物語性がある逸品です。

■発売期間： ９月〜通年

亀田郡七飯町鳴川3-10-1

①イエスクリーン栽培リンゴ各種
・つがる、早生ふじ、王林、ハックナイン 各 5kg（並品）

②林檎ジュース２本
③焼き肉のたれ
・醤油味 220g、
・味噌味 230g

各１本

④生プルーン 2kg

岩見沢市北本町東10

①クリーン栽培の野菜セット
（玉ねぎ、
馬鈴薯、
にんじん、
かぼちゃ、
豆類など）

②井上農園の加工品
おまかせセット
（安心米味噌、
紫蘇ジュース、
イチゴジャムなど）

TEL. 0138-65-2366（FAX兼）
宮後果樹園 代表 宮後 英子

■特長
道南七飯町の宮後果樹園自慢のリンゴとその加
工品です。
①リンゴ は 時 期 によりミックス可 能です ② 林 檎
ジュースは無添加③焼き肉のたれはクール便でお
届けします④生プルーンは９月中旬から発送します

■発売期間：①②③は、１０月上旬から発送予定
④生プルーンは９月中旬から発送予定
連絡先

井上農園

連絡先

みやご果樹園

TEL. 0126-22-4166（FAX兼）
井上農園 代表 井上 豊子

■特長
岩見沢市井上農園では農作物の確かな力を
引き出すことをコンセプトに、農薬や化学肥料を
できる限り控え、味と安全性にこだわって栽培し
た野菜とその加工品お届け致します。安全でより
美味しい食べ物をご希望の方におすすめです。

■発売期間：①秋野菜セット９月〜12月
②加工品は、10月下旬から発送

枝幸郡浜頓別町豊間別

ミルクジャム

連絡先

ぶんちゃんの里のミルクジャム

TEL. ０１６３４-２-４５６３
FAX. ０１６３４-２-４５７７
小川 文夫＆優子

■
「ぶんちゃんの里」
ご宿泊のご案内

山々に囲まれた田舎の牧場での生活、自然との触れ合

食事は自炊になりますが、炊事に必要な道具

いを体験してもらいたいとの願いを込めて、廃屋を手作り

類は（食品は除く）は全て、揃っています。尚、御

で改造して始めた、小さな小さなファームインが「ぶんちゃ

希望がありましたら、食材（バーベキュー用）の準

んの里」
です。

備も出来ますのでご相談ください。

「ぶんちゃんの里」の牛乳
から丁寧に手づくりして作
られたミルクジャムです

枝幸郡浜頓別町字茂字津内

手作りチーズ各種
「牛も人間も自然が一番」と思うので、放牧型で牛を
飼っています。良い草で健康な牛を育て牛乳を搾ってい
ます。牛に合わせてチーズつくりをしていますので、時
にはお休みすることもあります。（無理な販売は致しま
せんご理解ください）

連絡先

ゆう子のチーズ小屋

■ジャムの販売期間：通年
■民宿は夏期間が中心冬期間については
ご相談ください。

TEL. 01634-9-3151
FAX. 01634-5-5707

■発売期間：通年
■営業日：金・土・日曜日

■営業時間：午前10時〜午後3時

※なお、季節によっては美味しい牧草の収
穫のためお休みすることがあります。

