
①まずはお電話でご注文！ ②水曜日にご自宅までお届け
　担当者にご希望の商品を伝える 商品を受け取り、代金をお支払いください

　※1,000円以上のご注文をお願いします

　直売所の商品をご自宅まで配達！ 　受付時間：午前９時～午後３時
　月曜日午後３時までにご注文で 　担当者：松村、鈴木
　翌々日の水曜日に配達いたします。

（消費税込み価格です）
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1パック　160ｇ 1パック　大根他6種 1パック　120ｇ 1パック　150ｇ 1パック　190ｇ 1パック　190ｇ 3切 2枚

1パック　１切れ 1パック　頭半身 1パック 1パック　エビ２尾と野菜各種 1パック　１切れ 1パック　2ヶ入り 1パック　170ｇ 1パック　280ｇ

¥270 ¥300 ¥250 ¥300 ¥250 ¥150 ¥250 ¥250

¥590 ¥470¥250 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250 ¥250

7月配達日　毎週水曜日

7日・14日・21日・28日

惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜
板長特製

銀鮭の煮つけ
板長特製

鯛かぶとの煮つけ
板長特製

鶏やわらか揚げ
板長特製

エビと野菜の天ぷら
板長特製

カラスがれいのフライ
板長特製
コロッケ

YZマートさんの

きんぴらごぼう
YZマートさんの

うの花

惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 惣菜 干物魚 干物魚

カレイみりん さばみりん
YZマートさんの

ひじき煮
YZマートさんの

煮しめ
YZマートさんの

たらこ煮
YZマートさんの

昆布まめ
YZマートさんの

ポテトサラダ
YZマートさんの

ごぼうサラダ

干物魚 干物魚 干物魚 干物魚 イカ塩辛 海産物 魚加工品 魚加工品

¥880

子持ちニシン ホッケ昆布干し 赤魚昆布干し 一夜干しイカ 塩辛職人 生わかめ 塩引き鮭　切り落とし ぼうだら
2尾　　三五八漬け 2枚 2枚 2枚 220ｇ 300ｇ 500ｇ　村上魚市場 260ｇ

¥410 ¥540 ¥400 ¥680 ¥340 ¥160 ¥800

裏面もあります【７月の商品一覧】

～ご自宅でゆっくりお買い物～
朝日地区限定

☎７２-１５５１

配達料無料!
新潟県村上市猿沢1215 朝日みどりの里農産物直売所

TEL 0254-72-1570    FAX 0254-72-1273
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33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

¥540
9枚入 本間のり屋麩店

¥420
18個　さとうファーム2尾入り　鮮魚センター 1パック　鮮魚センター 1パック　鮮魚センター 198ｇ　女川ハム 190ｇ　岩下食品 80ｇ　マルタスギヨ

¥650 ¥580 ¥580 ¥600

魚加工品 魚卵 魚卵 県産豚肩ロース 漬物 漬物 麩 鶏卵

ぬかいわし 筋子 甘口たらこ 味付き焼肉 花らっきょう しその実漬（赤） くるま麩 平飼いたまご赤玉

¥240 ¥210

レトルトパック 玉垣製麺所 缶詰 缶詰 お茶 調味料 調味料 調味料

バスセンターのカレー 妻有そば さば水煮　月花 さばみそ煮　月花 煎茶　若草 丸大豆しょうゆ 上白糖食塩
1kg　パールエース

¥540 ¥300 ¥340 ¥340 ¥980 ¥360 ¥270

調味料 調味料 調味料 なす漬のもと 漬け塩 奈良橋醸造 お徳用 たなべ

220ｇ　1.5人前 200ｇ　乾麺 マルハ 1kg　塩事業センター

¥140
マルハ 300ｇ　常盤園 500㎖　野澤食品工業

かりんとう
500ｇ 醤油・塩・サラダ味 10本　田辺菓子舗

¥420 ¥270 ¥420 ¥440 ¥540 ¥430 ¥250 ¥390
1ℓ　松田商店 400㎖　日清オイリオ 1kg　奈良橋醸造 4ｇ×10袋 めかぶ入り　180ｇ

岩船酢 サラダ油 きうにみそ　若葉 ナスエース あさ漬け塩 塩こうじ浅漬の素 こわれせんべい

きんぴら 大昇製菓 大昇製菓 辻井製菓 エースベーカリー 丸井スズキ 果物

きなこねじり ごぼう菓子 黒糖ケーキ 羊羹カステラ かみなり奉天 厚切りバウム 五家宝 りんご　ふじ
懐かしい味

1個　青森・長野産

¥380 ¥380 ¥350 ¥350 ¥330 ¥360 ¥270 ¥220
12本　佐藤製菓 18本　大幸製菓 10個入 12本入 15枚入 ９個入

仏花
果物 大塚商会 春日製紙 村上市 村上市 村上市 生花

新鮮野菜
各種商品

¥150 ¥320 ¥430 ¥700 ¥500 ¥300 ¥500 お問い合わせください

1個　アメリカ産など　 150組×5箱 シングル×12巻 20枚入 20枚入 20枚入 お墓、仏壇のお供えに

オレンジ ティッシュペーパー トイレットペーパー 指定ごみ袋　大 指定ごみ袋　中 指定ごみ袋　小

７月配達日 毎週水曜日

7日・14日・21日・２8日

朝日地区限定 ～ご自宅でゆっくりお買い物～
配達料無料‼


