
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

＊＊＊＊

〒〒〒〒433433433433----8112811281128112
浜松市北区初生町浜松市北区初生町浜松市北区初生町浜松市北区初生町379379379379----4444
phone/fax  053-436-2313phone/fax  053-436-2313phone/fax  053-436-2313phone/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

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

２７２７２７２７
・・・・地元地元地元地元////全国全国全国全国のののの無農薬野無農薬野無農薬野無農薬野
菜菜菜菜・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・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
・・・・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
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝

・・・・KIUKIUKIUKIUさんさんさんさん

７７７７

１４１４１４１４

２１２１２１２１

１１１１１１１１
・・・・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
・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・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
・・・・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
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝　　　　・・・・ＫＩＵＫＩＵＫＩＵＫＩＵさんさんさんさん

・・・・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

※※※※ムソームソームソームソーおせちごおせちごおせちごおせちご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切

１８１８１８１８
・・・・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
・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・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
・・・・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
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝
・・・・ＫＩＵＫＩＵＫＩＵＫＩＵさんさんさんさん

１３１３１３１３

通常営業通常営業通常営業通常営業

２０２０２０２０

２７２７２７２７
通常営業通常営業通常営業通常営業

※※※※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。。。。

８８８８
・・・・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
・・・・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
・・・・ザクセンザクセンザクセンザクセン、、、、モノドンモノドンモノドンモノドン
・・・・ののののパンパンパンパン
・・・・五右衛門豆腐五右衛門豆腐五右衛門豆腐五右衛門豆腐

１５１５１５１５
・・・・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
・・・・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

・・・・ﾖﾅﾀﾝﾖﾅﾀﾝﾖﾅﾀﾝﾖﾅﾀﾝ天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝ
※※※※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

   ご   ご   ご   ご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切

２２２２２２２２
・・・・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
・・・・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
・・・・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

９９９９
・・・・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

１６１６１６１６
・・・・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

※KIU※KIU※KIU※KIUさんさんさんさん
   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
   ご   ご   ご   ご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切

２３２３２３２３
・・・・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 金金金金 日日日日

休休休休

２８２８２８２８

６６６６

通常営業通常営業通常営業通常営業

※※※※創健社創健社創健社創健社
※※※※おせちおせちおせちおせち

※※※※ごごごご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切

通常営業通常営業通常営業通常営業

４４４４
・・・・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
・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・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
・・・・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
・・・・ぶどうのぶどうのぶどうのぶどうの小枝小枝小枝小枝
・・・・ＫＩＵＫＩＵＫＩＵＫＩＵさんさんさんさん

休休休休

休休休休

２２２２
・・・・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

２９２９２９２９ ３０３０３０３０

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

月月月月
１１１１
・・・・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
・・・・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
・・・・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

火火火火

休休休休 休休休休

３１３１３１３１

１０１０１０１０
・・・・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
・・・・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
・・・・こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの味味味味　　　　・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業
・・・・ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑ平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・ペルーペルーペルーペルー産有機産有機産有機産有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・沢根沢根沢根沢根さんのさんのさんのさんの鰻鰻鰻鰻

１７１７１７１７
・・・・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
・・・・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
・・・・こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの味味味味　　　　・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業
・・・・ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑ平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・ペルーペルーペルーペルー産有機産有機産有機産有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・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

２４２４２４２４
・・・・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
・・・・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
・・・・こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの味味味味　　　　・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業
・・・・ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑ平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・ペルーペルーペルーペルー産有機産有機産有機産有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・木木木木のひげのひげのひげのひげ天然酵母天然酵母天然酵母天然酵母パンパンパンパン

木木木木
３３３３
・・・・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
・・・・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
・・・・こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの味味味味　　　　・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業
・・・・ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑﾘｰﾝﾌｧｰﾑ平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵平飼有精卵
・・・・ペルーペルーペルーペルー産有機産有機産有機産有機バナナバナナバナナバナナ
・・・・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

１９１９１９１９

・・・・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

※※※※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さんさんさん
   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
   ご   ご   ご   ご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切

１２１２１２１２
・・・・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

２６２６２６２６
・・・・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

※※※※おせちおせちおせちおせち入荷入荷入荷入荷しますしますしますします。。。。
午後午後午後午後2222時以降時以降時以降時以降～～～～30303030日日日日まままま
でにでにでにでに取取取取りにおりにおりにおりにお越越越越しししし下下下下ささささ
いいいい。。。。

土土土土
５５５５
・・・・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

２８２８２８２８

・・・・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

２５２５２５２５
・・・・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
・・・・きのこきのこきのこきのこ類類類類
・・・・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
・・・・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
・・・・ＫＩＵＫＩＵＫＩＵＫＩＵさんさんさんさん

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

２９２９２９２９

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。。。。
♪♪♪♪12121212月月月月28282828日日日日（（（（月月月月））））はははは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。。。。
♪♪♪♪年内年内年内年内はははは12121212月月月月30303030日日日日（（（（水水水水））））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。。。。

♪♪♪♪新年新年新年新年はははは1111月月月月7777日日日日（（（（木木木木））））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。。。。

おからおからおからおから　　　　ｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽﾃｽﾃｽﾃｽﾃﾞ゙゙゙ｲｲｲｲ

♪♪♪♪師走師走師走師走「「「「しわすしわすしわすしわす」」」」のののの由来由来由来由来はははは十二月十二月十二月十二月はははは僧僧僧僧（（（（師師師師））））をををを迎迎迎迎えてえてえてえて経経経経をををを読読読読んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう為為為為、「、「、「、「師師師師がががが走走走走るるるる」」」」ことからがことからがことからがことからが定説定説定説定説となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。
☆☆☆☆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☆☆☆☆
◎◎◎◎おせちおせちおせちおせち・・・・おおおお正月用品正月用品正月用品正月用品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
　　　　　　　　ムソームソームソームソー　 　 　 　 おせちおせちおせちおせち
　　　　
 三陸水産 三陸水産 三陸水産 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・・・・おおおお肉肉肉肉ほかほかほかほか
　　　　※※※※野菜野菜野菜野菜・・・・卵卵卵卵・・・・豆腐等豆腐等豆腐等豆腐等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（（（（金金金金）～）～）～）～12121212月月月月27272727日日日日（（（（日日日日））））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。。。。

◎◎◎◎昨年昨年昨年昨年ごごごご好評好評好評好評をいただいたをいただいたをいただいたをいただいたムソームソームソームソーののののクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス（（（（詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは店頭店頭店頭店頭ののののチラシチラシチラシチラシをごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。）。）。）。）
◎◎◎◎　　　　チキンナゲットチキンナゲットチキンナゲットチキンナゲット　　　　　　　　２００２００２００２００ｇ（ｇ（ｇ（ｇ（580580580580円円円円））））
◎◎◎◎　　　　フライドチキンフライドチキンフライドチキンフライドチキン　　　　　　　　３５０３５０３５０３５０ｇ（ｇ（ｇ（ｇ（1000100010001000円円円円））））
◎◎◎◎　　　　そのそのそのその他他他他　　　　グラタングラタングラタングラタン・・・・ピザピザピザピザ等等等等もございますもございますもございますもございます。。。。

◎◎◎◎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さんさんさん、ＫＩＵ、ＫＩＵ、ＫＩＵ、ＫＩＵさんのさんのさんのさんの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　　　　ごごごご予約承予約承予約承予約承りますりますりますります。。。。
　　　　　　　　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・・・・牛乳不使用牛乳不使用牛乳不使用牛乳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。。。。
　　　　　　　　詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは店頭店頭店頭店頭のののの案内案内案内案内をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

◎◎◎◎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でででで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べるべるべるパンパンパンパンのようなおのようなおのようなおのようなお菓子菓子菓子菓子）　）　）　）　ごごごご予約承予約承予約承予約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　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 2526252625262526円円円円
　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小小小小　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 1470147014701470円円円円
　　　　　　　　　　　　木木木木のひげのひげのひげのひげ　　　　　　　　　　　　シュトーレンシュトーレンシュトーレンシュトーレン　　　　　　　　　　　　　　　　ハーフハーフハーフハーフ　　　　  　　　　  　　　　  　　　　  1470147014701470円円円円
　　　　　　　　　　　　木木木木のひげのひげのひげのひげ　　　　　　　　　　　　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

◎◎◎◎2010201020102010年年年年1111月月月月7777日日日日（（（（木木木木）　）　）　）　野菜野菜野菜野菜・・・・吉川屋吉川屋吉川屋吉川屋さんのさんのさんのさんの豆腐豆腐豆腐豆腐・・・・木次乳業木次乳業木次乳業木次乳業・・・・こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの味味味味・・・・バナナバナナバナナバナナ・・・・卵卵卵卵がががが初荷初荷初荷初荷となりますとなりますとなりますとなります。。。。

19191919時時時時まままま
でででで営業営業営業営業
いたしいたしいたしいたし
ますますますます

19191919時時時時までまでまでまで
営業致営業致営業致営業致しますしますしますします

19191919時時時時までまでまでまで
営業営業営業営業

致致致致しますしますしますします
おおおお買買買買いいいい物忘物忘物忘物忘れれれれ
のございませのございませのございませのございませ

んようにんようにんようにんように。。。。

休休休休
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きいただきいただきいただき

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。
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ををを
おおお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。。。。

★★★★

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日日日日までまでまでまで
ににに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。。。。

ごごごご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切
12121212月月月月　　　　6666日日日日（（（（日日日日））））
12121212月月月月11111111日日日日（（（（金金金金））））

12121212月月月月15151515日日日日（（（（火火火火））））

入荷日入荷日入荷日入荷日
12121212月月月月26262626日日日日（（（（土土土土））））
12121212月月月月26262626日日日日（（（（土土土土））））

12121212月月月月27272727日日日日（（（（日日日日））））
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。。。。

12121212月月月月4444日日日日（（（（金金金金））））ごごごご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切
12121212月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））入荷入荷入荷入荷となりますとなりますとなりますとなります。。。。

12121212月月月月15151515日日日日（（（（水水水水））））ごごごご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切
12121212月月月月22222222日日日日（（（（火火火火））））入荷入荷入荷入荷となりますとなりますとなりますとなります。。。。
12121212月月月月10101010日日日日（（（（木木木木））））ごごごご注文注文注文注文〆〆〆〆切切切切
12121212月月月月23232323日日日日（（（（水水水水））））入荷入荷入荷入荷となりますとなりますとなりますとなります。。。。


