
日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土

９９９９

通常営業通常営業通常営業通常営業

１０１０１０１０ １１１１１１１１
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ
・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン

１２１２１２１２
・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの
　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜
・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵

１３１３１３１３
・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜
・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐
・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ
・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の
　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン

１４１４１４１４
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け
・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン

１５１５１５１５
・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの
　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵

１６１６１６１６

通常営業通常営業通常営業通常営業

１７１７１７１７ １８１８１８１８
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ・エクアドル産有機バナナ
・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン

１９１９１９１９
・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの
　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜
・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵

２０２０２０２０
・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜
・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐
・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ
・ぶどうの小枝・ぶどうの小枝・ぶどうの小枝・ぶどうの小枝
・ミントの家のパン・ミントの家のパン・ミントの家のパン・ミントの家のパン

２１２１２１２１
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け
・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン

２２２２２２２２
・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの
　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵

２３２３２３２３

通常営業通常営業通常営業通常営業

２４２４２４２４ ２５２５２５２５
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味 ・有機ﾊﾞﾅﾅ・こだわりの味 ・有機ﾊﾞﾅﾅ・こだわりの味 ・有機ﾊﾞﾅﾅ・こだわりの味 ・有機ﾊﾞﾅﾅ
・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン・ザクセン・モノドン
※※※※高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は
　 　 　 　 お休みですお休みですお休みですお休みです

２６２６２６２６
・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの
　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜
・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵
・・・・高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐

２７２７２７２７
・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜
・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐・木次乳業 ・三才豆腐
・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ
・加藤農園の発芽玄米・加藤農園の発芽玄米・加藤農園の発芽玄米・加藤農園の発芽玄米
　パン　・ぶどうの小枝　パン　・ぶどうの小枝　パン　・ぶどうの小枝　パン　・ぶどうの小枝

２８２８２８２８
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け
・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン

２９２９２９２９
・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの
　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵

２０１４年

11月11月11月11月予定表予定表予定表予定表

２２２２

通常営業通常営業通常営業通常営業

３３３３ ４　４　４　４　・無農薬の姫りんご・無農薬の姫りんご・無農薬の姫りんご・無農薬の姫りんご
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味 ・有機ﾊﾞﾅﾅ ・有機ﾊﾞﾅﾅ ・有機ﾊﾞﾅﾅ ・有機ﾊﾞﾅﾅ
・ザクセン・モノドンの・ザクセン・モノドンの・ザクセン・モノドンの・ザクセン・モノドンの
　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン
※※※※高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は高田さんのお豆腐は
　 　 　 　 お休みですお休みですお休みですお休みです

５５５５

・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの・奈良産直センターの
　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜　無農薬野菜
・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵・千葉さんの平飼有精卵
・・・・高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐高田さんのお豆腐

６６６６
・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜・全国の無農薬野菜
・木次乳業・木次乳業・木次乳業・木次乳業
・三才豆腐・三才豆腐・三才豆腐・三才豆腐
・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ・ｴｸｱﾄﾞﾙ産有機バナナ
・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の・ぶどうの小枝の
　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン　天然酵母パン

７７７７
・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味・こだわりの味
・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐・高田さんのお豆腐
・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け・耕ちゃんの糠漬け
・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン・ヨナタンの天然酵母パン

１／８１／８１／８１／８
・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの・千葉さんの
　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵　平飼有精卵

● ● ● ●     里山を守るための「元気里山茶」（農薬・化学肥料不使用）里山を守るための「元気里山茶」（農薬・化学肥料不使用）里山を守るための「元気里山茶」（農薬・化学肥料不使用）里山を守るための「元気里山茶」（農薬・化学肥料不使用）

秋の気配も深まり、温かい美味しいお茶と、たまにはちょっと甘いもので和みたい季節になりました。

高齢化などの理由でお茶の栽培ができず、そのままでは荒れてしまう茶畑を、「NPO法人 元気里山」が支援してできたお茶が、「元気
里山茶」です。里山を守るために作られたお茶です。
一年に一回、新茶の時期に収穫するだけにすると、農薬を使わなくてもきれいなお茶が採れるそうです。その後のお茶は収穫せず、深
く刈り込みをして、また翌年の新茶の時を待つ、という製法です。そのため、農薬・化学肥料は一切使用していません。
また放射能測定も行い、不検出でした。（検出限界値　Cs137・Cs134　各3Bq/kg ）

元気里山茶には、２種類のお茶があります。

★ ★ ★ ★ 春野産：浅蒸し茶　　100ｇ 834円（税別）春野産：浅蒸し茶　　100ｇ 834円（税別）春野産：浅蒸し茶　　100ｇ 834円（税別）春野産：浅蒸し茶　　100ｇ 834円（税別）
このお茶は、春野町川上外山（はずれやま）の、赤ヤシオ・白ヤシオツツジ（京丸ボタン）で有名な、岩岳山近くの標高500m余の茶園で
収穫したものです。栽培期間を通して50年間化学肥料を一切使わず、主に手摘みした一番茶です。
浅蒸し茶は、茶葉の形が残り、色は薄く澄んだ黄緑で、香りが残ります。新茶時は渋みがやや強いですが、秋になると熟成されて渋み
が減ります。

★ ★ ★ ★ 大平（おいだいら）産：深蒸し茶　　100ｇ 741円（税別）大平（おいだいら）産：深蒸し茶　　100ｇ 741円（税別）大平（おいだいら）産：深蒸し茶　　100ｇ 741円（税別）大平（おいだいら）産：深蒸し茶　　100ｇ 741円（税別）
このお茶は、磐田市の獅子ヶ鼻公園向かいの、近くに小さな沢がある茶園で収穫したものです。農薬・化学肥料を一切使わず、一番茶
を大切に刈り取りました。
深蒸し茶は、粉が多く、色は濃い緑色で、香りは少ないです。長時間蒸すことで渋みが少なく、お湯を注ぐとすぐ出るのが特徴です。

●●●●    千歳あめのご予約を承ります。 　※ご予約締切：11月9日（日）千歳あめのご予約を承ります。 　※ご予約締切：11月9日（日）千歳あめのご予約を承ります。 　※ご予約締切：11月9日（日）千歳あめのご予約を承ります。 　※ご予約締切：11月9日（日）
素朴でやさしい甘みの、伝統の手作り千歳あめです。
合成着色料・香料、また砂糖・乳製品は不使用で、原材料は麦芽水飴・紅糀・小麦粉（打ち粉に使用）です。1本の長さは約12cmです。
店頭に見本がありますので、ご興味のある方はご覧ください。なお、数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください。
★ ★ ★ ★ 伝統の手作り千歳あめ　　2本（紅白 各1本）　400円（税別）　　　伝統の手作り千歳あめ　　2本（紅白 各1本）　400円（税別）　　　伝統の手作り千歳あめ　　2本（紅白 各1本）　400円（税別）　　　伝統の手作り千歳あめ　　2本（紅白 各1本）　400円（税別）　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　     　　★ ★ ★ ★ 裏面へ続きます→裏面へ続きます→裏面へ続きます→裏面へ続きます→

３０３０３０３０

通常営業通常営業通常営業通常営業

〒〒〒〒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  053phone/fax  053phone/fax  053phone/fax  053----436436436436----2313231323132313

http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/http://www.asanohaya.com/

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

休休休休

おからサービスデイおからサービスデイおからサービスデイおからサービスデイ

休休休休

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍SaleSaleSaleSale

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍SaleSaleSaleSale

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍SaleSaleSaleSale

休休休休

小雪小雪小雪小雪

勤労感謝勤労感謝勤労感謝勤労感謝

の日の日の日の日

立冬立冬立冬立冬

文化の日文化の日文化の日文化の日

七五三七五三七五三七五三

♪♪♪♪ 秋も深まってきました。チョコレートや鍋の素の販売が始まりました！秋も深まってきました。チョコレートや鍋の素の販売が始まりました！秋も深まってきました。チョコレートや鍋の素の販売が始まりました！秋も深まってきました。チョコレートや鍋の素の販売が始まりました！

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍SaleSaleSaleSale

休休休休

振替休日振替休日振替休日振替休日

♪♪♪♪ 11/2311/2311/2311/23（日）・（日）・（日）・（日）・24242424（月）に、（月）に、（月）に、（月）に、「地産地商会議「地産地商会議「地産地商会議「地産地商会議 in  Hamamatsu  in  Hamamatsu  in  Hamamatsu  in  Hamamatsu  ～地元でつながる～地元でつながる～地元でつながる～地元でつながる リ・エコノミー」リ・エコノミー」リ・エコノミー」リ・エコノミー」が開催が開催が開催が開催

されます。されます。されます。されます。11/23 11/23 11/23 11/23 の分科会に、生産者の羽田さん・高嶋さん、“酒＆ＦＯＯＤかとう”の加藤さん、の分科会に、生産者の羽田さん・高嶋さん、“酒＆ＦＯＯＤかとう”の加藤さん、の分科会に、生産者の羽田さん・高嶋さん、“酒＆ＦＯＯＤかとう”の加藤さん、の分科会に、生産者の羽田さん・高嶋さん、“酒＆ＦＯＯＤかとう”の加藤さん、

あさのは屋の杉浦あさのは屋の杉浦あさのは屋の杉浦あさのは屋の杉浦…………等々が参加します。等々が参加します。等々が参加します。等々が参加します。

詳しくは店内のチラシ、また詳しくは店内のチラシ、また詳しくは店内のチラシ、また詳しくは店内のチラシ、また http://wwwt.suac.ac.jp/~tisan/ http://wwwt.suac.ac.jp/~tisan/ http://wwwt.suac.ac.jp/~tisan/ http://wwwt.suac.ac.jp/~tisan/ をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。

★地産地商会議★地産地商会議★地産地商会議★地産地商会議

in  Hamamatsuin  Hamamatsuin  Hamamatsuin  Hamamatsu



●●●●    井筒生ワイン 赤・白 　11月末頃から入荷します。井筒生ワイン 赤・白 　11月末頃から入荷します。井筒生ワイン 赤・白 　11月末頃から入荷します。井筒生ワイン 赤・白 　11月末頃から入荷します。

発酵が終わらないうちに瓶詰めしたものが生ワインです。元気な酵母菌が糖分を食べて炭酸をつくり、発泡性のあるワインになります。
濁りや澱（おり）も含まれますが、微炭酸になり、体にやさしい酵素も含まれます。通常のワインとは違ったフレッシュな味わいに仕上
り、フルーティな香りを楽しむことができます。以前はワイナリーでしか味わえなかったワインです。毎年ご好評をいただいています。
お買い上げいただきましたら、すぐに冷蔵庫で保管してください。光に当たらない方がよいので、新聞紙で包んで冷蔵庫に入れていた
だくことをおすすめします。

★★★★ 井筒 生ワイン 2014　赤（コンコード）／白（ナイアガラ）　720ml　1,571円（税別） 井筒 生ワイン 2014　赤（コンコード）／白（ナイアガラ）　720ml　1,571円（税別） 井筒 生ワイン 2014　赤（コンコード）／白（ナイアガラ）　720ml　1,571円（税別） 井筒 生ワイン 2014　赤（コンコード）／白（ナイアガラ）　720ml　1,571円（税別）

●●●●    お歳暮のご注文を承ります。お歳暮のご注文を承ります。お歳暮のご注文を承ります。お歳暮のご注文を承ります。

早いもので、もうお歳暮のご案内をする時期になりました。今年も残すところ２か月…。
あさのは屋の商品の詰め合わせ・ムソーの「冬の厳選ギフト」・ゴーバルのハムセット・木次乳業の詰め合わせ・サンファームのりんご・
外山さんのみかん…等々、ご注文を承ります。発送もできますので、ご相談ください。

●●●●    新しい「エコバック」はじめました。新しい「エコバック」はじめました。新しい「エコバック」はじめました。新しい「エコバック」はじめました。

すでに10月から開始しているので、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、あさのは屋では新しい「エコバック」を作ることにしまし
た。ゴミとして捨ててしまうにはあまりに惜しい、各お店の素敵な紙袋にあさのは屋の紙タグを張り付けて、商品をお渡しする買い物袋
として再利用しています。

当店では、マイバックをお持ちのお客様が多いので、それほど利用機会はないかもしれませんし、現時点では数量もそれほどないの
で、お店に再利用バックの在庫があったりなかったりすることになると思います。あと、重いものを入れるには向かない袋もあるなどの
難点もありますが、再利用バックが使えそうな時はお声掛けしますので、よろしければお使いいただければと思います。

また、再利用バックは、お戻しいただければ再度利用していきたいと思います。ちょっとした取り組みですが、少しでもゴミが減らせます
し、何より、いろいろなお店の紙袋のデザインが多種多様なので、実はビニール袋よりいい感じで、見た目も楽しい取り組みかなと思い
ます。ぜひ一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。


