
12121212月月月月 予定表予定表予定表予定表

4444
・・・・木木木木のひげののひげののひげののひげの
・・・・天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン

5555
・・・・千葉千葉千葉千葉さんさんさんさん有精卵有精卵有精卵有精卵
・・・・創健社創健社創健社創健社おせちおせちおせちおせち〆〆〆〆
切日切日切日切日

6666

休休休休

＊＊＊＊

〒433-8112
浜松市北区初生町379-4
phone/fax  053-436-2313
http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/

休休休休

休休休休

◎◎◎◎シュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン（（（（ドイツドイツドイツドイツののののクリスマスクリスマスクリスマスクリスマスにににに食食食食べるおべるおべるおべるお菓子菓子菓子菓子））））のごのごのごのご予約予約予約予約をををを承承承承りますりますりますります。。。。

　　　　　　　　ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタン　　　　　　　　…………　　　　シュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン　　　　大大大大　　          　　　          　　　          　　　          　２２２２，，，，５２６５２６５２６５２６円円円円　　　　　　　　→→→→　　　　　　　　１２１２１２１２月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金） 〆） 〆） 〆） 〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金） ） ） ） 入荷入荷入荷入荷
　　　　　　　　 　　  　　　　　　　　 　　  　　　　　　　　 　　  　　　　　　　　 　　  シュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン　　　　小小小小　　          　　　          　　　          　　　          　１１１１，，，，４７０４７０４７０４７０円円円円

　　　　　　　　木木木木のひげのひげのひげのひげ　　　　…………　　　　シュトーレンハーフシュトーレンハーフシュトーレンハーフシュトーレンハーフ　          　　          　　          　　          　１１１１，，，，４７０４７０４７０４７０円円円円　　　　　　　　→→→→　　　　　　　　１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金） 〆） 〆） 〆） 〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（火火火火） ） ） ） 入荷入荷入荷入荷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小小小小さなさなさなさなシュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレンとととと小小小小さなさなさなさな星星星星　 　　 　　 　　 　７３５７３５７３５７３５円円円円

◎◎◎◎ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝　　　　クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキのごのごのごのご予約予約予約予約をををを承承承承りますりますりますります。　　　　　　　 。　　　　　　　 。　　　　　　　 。　　　　　　　 １２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木）〆）〆）〆）〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（水水水水））））以降入荷以降入荷以降入荷以降入荷
　 　 　 　 生生生生クリームクリームクリームクリームののののケーキケーキケーキケーキとととと、、、、卵卵卵卵・・・・乳製品不使用乳製品不使用乳製品不使用乳製品不使用ののののケーキケーキケーキケーキがございますがございますがございますがございます。。。。

◎◎◎◎おせちおせちおせちおせち・・・・おおおお正月用野菜正月用野菜正月用野菜正月用野菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類・・・・卵卵卵卵のごのごのごのご予約予約予約予約をををを承承承承りますりますりますります。。。。

　　　　創健社創健社創健社創健社　 　　 　　 　　 　おせちおせちおせちおせち　               　               　               　               １２１２１２１２月月月月３３３３日日日日（（（（水水水水））））　  〆　  〆　  〆　  〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））入荷入荷入荷入荷　　　　　　　　　　　　※※※※午後午後午後午後２２２２時以降時以降時以降時以降～～～～１２１２１２１２月月月月３０３０３０３０日日日日までにまでにまでにまでに
　　　　ムソームソームソームソー　  　　  　　  　　  　おせち                 おせち                 おせち                 おせち                 １２１２１２１２月月月月５５５５日日日日（（（（金金金金））））　  〆　  〆　  〆　  〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））入荷入荷入荷入荷　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 取取取取りにおりにおりにおりにお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。
　　　　三陸水産三陸水産三陸水産三陸水産　　　　おせち                 おせち                 おせち                 おせち                 １２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火））））　〆　〆　〆　〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））入荷入荷入荷入荷
　　　　

　　　　おおおお正月用野菜正月用野菜正月用野菜正月用野菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類・・・・卵卵卵卵　　 　　 　　 　　 １２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（火火火火））））　　　　〆〆〆〆切切切切、、、、１２１２１２１２月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土））））入荷入荷入荷入荷　  　  　  　  ※※※※１２１２１２１２月月月月３０３０３０３０日日日日までにまでにまでにまでに取取取取りにおりにおりにおりにお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。

◎◎◎◎高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐のののの最終入荷最終入荷最終入荷最終入荷はははは１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、初荷初荷初荷初荷はははは１１１１月月月月９９９９日日日日（（（（金金金金））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。
◎◎◎◎吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐のののの最終入荷最終入荷最終入荷最終入荷はははは１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木）、）、）、）、初荷初荷初荷初荷はははは１１１１月月月月８８８８日日日日（（（（木木木木））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。
◎◎◎◎ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝さんのさんのさんのさんのパンパンパンパンのののの最終入荷最終入荷最終入荷最終入荷はははは１２１２１２１２月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。

※※※※野菜野菜野菜野菜・・・・豆腐豆腐豆腐豆腐・・・・卵卵卵卵のののの最終入荷最終入荷最終入荷最終入荷はははは１２１２１２１２月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（金金金金））））となりますとなりますとなりますとなります。。。。店頭販売店頭販売店頭販売店頭販売はははは少量少量少量少量となりますのでとなりますのでとなりますのでとなりますので、、、、ごごごご予約予約予約予約をををを承承承承りますりますりますります。。。。
※※※※忙忙忙忙しいしいしいしい師走師走師走師走をををを少少少少しでもしでもしでもしでも楽楽楽楽にににに過過過過ごせるようにごせるようにごせるようにごせるように、、、、加藤農園加藤農園加藤農園加藤農園さんのさんのさんのさんの発芽玄米発芽玄米発芽玄米発芽玄米パンパンパンパンがががが２２２２度入荷度入荷度入荷度入荷しますしますしますします。。。。
◎◎◎◎発芽玄米発芽玄米発芽玄米発芽玄米パンパンパンパン＋＋＋＋フリーズドライスープフリーズドライスープフリーズドライスープフリーズドライスープをををを５００５００５００５００円円円円でででで販売販売販売販売しますしますしますします。。。。

10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale 10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale

２０２０２０２０
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

２８２８２８２８
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
  無農薬野菜  無農薬野菜  無農薬野菜  無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・よつよつよつよつ葉乳業葉乳業葉乳業葉乳業
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝

2222
２３２３２３２３

２７２７２７２７
・・・・全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜・・・・
　　　　きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・コロンビアコロンビアコロンビアコロンビア産産産産
  有機  有機  有機  有機バナナバナナバナナバナナ

８８８８

１５１５１５１５

２２２２２２２２

１２１２１２１２
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝
・・・・みれっとみれっとみれっとみれっとファームファームファームファーム

１９１９１９１９
・・・・地元地元地元地元////全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタンのののの天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母
 パン パン パン パンととととシュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

１３１３１３１３
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

２７２７２７２７

１４１４１４１４

通常営業通常営業通常営業通常営業

２１２１２１２１

２８２８２８２８

通常営業通常営業通常営業通常営業

９９９９
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタンのののの天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母
 パン パン パン パンととととシュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン

・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

１６１６１６１６
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・ミントミントミントミントのののの家家家家ののののパンパンパンパン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの
※※※※おおおお正月用 三陸水産正月用 三陸水産正月用 三陸水産正月用 三陸水産
　　　　野菜 野菜 野菜 野菜 きのこ きのこ きのこ きのこ 卵 卵 卵 卵 〆〆〆〆切切切切

２３２３２３２３
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・木木木木のひげののひげののひげののひげの天然酵天然酵天然酵天然酵
　　　　母母母母パンパンパンパンととととシュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

１０１０１０１０
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

1111７７７７
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

２４２４２４２４
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝
　　　　クリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキクリスマスケーキ
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

水水水水

１１１１１１１１
・・・・全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産産産産
　　　　有機有機有機有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業

１８１８１８１８
・・・・全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・ｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ産有機産有機産有機産有機ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅ
・・・・加藤農園加藤農園加藤農園加藤農園のののの発芽玄米発芽玄米発芽玄米発芽玄米
 パン パン パン パン　　　　　　　　・・・・丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳

２５２５２５２５
・・・・全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・エクアドルエクアドルエクアドルエクアドル産産産産
  有機  有機  有機  有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳

木木木木 金金金金 土土土土 日日日日

休休休休

２９２９２９２９

♪♪♪♪営業営業営業営業
　 　 　 　 しますしますしますします

７７７７

通常営業通常営業通常営業通常営業

５５５５
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝

６６６６
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

休休休休

休休休休

４４４４
・・・・全国全国全国全国のののの野菜野菜野菜野菜････きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐
・・・・グリーンファームグリーンファームグリーンファームグリーンファームのののの
  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵  平飼有精卵
・・・・ｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄｴｸｱﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ産有機産有機産有機産有機ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅﾅ
・・・・加藤農園加藤農園加藤農園加藤農園のののの発芽玄米発芽玄米発芽玄米発芽玄米
 パン パン パン パン　　　　　　　　・・・・丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳丹那牛乳

３３３３
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

３０３０３０３０

※※※※１９１９１９１９時時時時までまでまでまで
　 　 　 　 営業営業営業営業いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
　 　 　 　 おおおお買買買買いいいい物忘物忘物忘物忘れのれのれのれの
　 　 　 　 ございませんようございませんようございませんようございませんよう
   に   に   に   に。。。。

３１３１３１３１

本年本年本年本年もごもごもごもご愛顧愛顧愛顧愛顧いただいただいただいただ
きききき、、、、ありがとうございありがとうございありがとうございありがとうござい
ましたましたましたました。。。。どうぞどうぞどうぞどうぞ良良良良いおいおいおいお
年年年年をおをおをおをお迎迎迎迎えくださいえくださいえくださいえください。。。。

２６２６２６２６
・・・・地元地元地元地元////全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜全国 無農薬野菜
・・・・高田高田高田高田さんのおさんのおさんのおさんのお豆腐豆腐豆腐豆腐

・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale

オーガニックハウスオーガニックハウスオーガニックハウスオーガニックハウス

★★★★年末年始年末年始年末年始年末年始のごのごのごのご案内案内案内案内★★★★

１１１１

月月月月
２２２２
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの
　　　　無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
・・・・ヨナタンヨナタンヨナタンヨナタンのののの
 天然酵母 天然酵母 天然酵母 天然酵母パンパンパンパン
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ
・・・・こだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまものこだわりのなまもの

火火火火

然酵母然酵母然酵母然酵母パンパンパンパン
・・・・千葉千葉千葉千葉さんさんさんさん有精卵有精卵有精卵有精卵
・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

２９２９２９２９
・・・・千葉千葉千葉千葉さんのさんのさんのさんの
　　　　平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵

・・・・耕耕耕耕ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの糠漬糠漬糠漬糠漬けけけけ

３０３０３０３０

10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale 10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale10%OFF Sale

　　　　　　　　♪♪♪♪本年本年本年本年もももも格別格別格別格別のごのごのごのご愛顧愛顧愛顧愛顧をををを賜賜賜賜りりりり、、、、誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。
　 　　　 　　　 　　　 　　心心心心よりよりよりより感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
　　　　　　　　　　　　 年内 年内 年内 年内はははは、、、、１２１２１２１２月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（火火火火））））１９１９１９１９時時時時までまでまでまで営業営業営業営業いたしますいたしますいたしますいたします。。。。
　 　　（　 　　（　 　　（　 　　（１２１２１２１２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））もももも営業営業営業営業いたしますいたしますいたしますいたします。）。）。）。）

　　　　　　　　♪♪♪♪新年新年新年新年はははは、、、、１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（火火火火））））よりよりよりより営業営業営業営業いたしますいたしますいたしますいたします。。。。

休休休休

休休休休

※※※※創健社創健社創健社創健社おせちおせちおせちおせち
　 〆　 〆　 〆　 〆切日切日切日切日

※※※※ムソームソームソームソーおせちおせちおせちおせち
　 〆　 〆　 〆　 〆切日切日切日切日

※※※※おせちおせちおせちおせち入荷入荷入荷入荷しましましましま
すすすす｡｡｡｡午後午後午後午後２２２２時以降時以降時以降時以降～～～～
30303030日日日日までにまでにまでにまでに取取取取りにおりにおりにおりにお
越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。

※※※※ごごごご予約分予約分予約分予約分のののの
　 　 　 　 野菜野菜野菜野菜､､､､きのこきのこきのこきのこ類類類類がががが
　 　 　 　 入荷入荷入荷入荷しますしますしますします｡｡｡｡


