
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

2222
　　　　
通常営業通常営業通常営業通常営業

うなぎ締切うなぎ締切うなぎ締切うなぎ締切

3333
・メルカ・・メルカ・・メルカ・・メルカ・
ウーノのウーノのウーノのウーノの
無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜
クリスマス予クリスマス予クリスマス予クリスマス予

約締切約締切約締切約締切

4444
・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・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵
・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
・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆
・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ

5555
・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
・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン

・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜

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
・有機バナナ・有機バナナ・有機バナナ・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
・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）
・うなぎ入荷・うなぎ入荷・うなぎ入荷・うなぎ入荷

7・地元/全国の無農薬野菜7・地元/全国の無農薬野菜7・地元/全国の無農薬野菜7・地元/全国の無農薬野菜
・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵
・高田さん・糠漬け・ ヨナタン・高田さん・糠漬け・ ヨナタン・高田さん・糠漬け・ ヨナタン・高田さん・糠漬け・ ヨナタン
・テンポさん・テンポさん・テンポさん・テンポさん
・シュトーレンS入荷・シュトーレンS入荷・シュトーレンS入荷・シュトーレンS入荷

★ムソー創健社の★ムソー創健社の★ムソー創健社の★ムソー創健社の
おせちご注文締切おせちご注文締切おせちご注文締切おせちご注文締切

8888

通常営業通常営業通常営業通常営業

9999

通常営業通常営業通常営業通常営業

10101010
・メルカ・・メルカ・・メルカ・・メルカ・
ウーノのウーノのウーノのウーノの

無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜

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・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵
・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
・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ
・ザクセン・ザクセン・ザクセン・ザクセン

12121212
・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
・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン
・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜

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・木次乳業・木次乳業・木次乳業
・有機バナナ・有機バナナ・有機バナナ・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
・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）・鶏一番のとり肉（冷蔵）

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
・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん
・こだわり・糠漬け・こだわり・糠漬け・こだわり・糠漬け・こだわり・糠漬け
・高田豆腐・高田豆腐・高田豆腐・高田豆腐
・シュトーレンL入荷・シュトーレンL入荷・シュトーレンL入荷・シュトーレンL入荷

15151515★お正月用★お正月用★お正月用★お正月用
野菜・豆腐・卵・野菜・豆腐・卵・野菜・豆腐・卵・野菜・豆腐・卵・
お肉・三陸水産お肉・三陸水産お肉・三陸水産お肉・三陸水産

他　ご予約締切他　ご予約締切他　ご予約締切他　ご予約締切

通常営業通常営業通常営業通常営業

16161616

通常営業通常営業通常営業通常営業

17171717
・メルカ・・メルカ・・メルカ・・メルカ・
ウーノのウーノのウーノのウーノの

無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜

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・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵・こだわりの味・伊勢卵
・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
・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆・ザクセン・川田さん納豆
・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ

19191919
・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
・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン
・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜・奈良産直野菜

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・有機バナナ・木次乳業・有機バナナ・木次乳業・有機バナナ・木次乳業・有機バナナ
・ぶどうの小枝・鶏一番・ぶどうの小枝・鶏一番・ぶどうの小枝・鶏一番・ぶどうの小枝・鶏一番

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　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵
・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
・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・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん

22冬至22冬至22冬至22冬至

通常営業通常営業通常営業通常営業

〇12月あさのは文庫使用のイベントのご紹介です。　時間、参加費等、詳しくは店頭、フェイスブックをご覧ください。〇12月あさのは文庫使用のイベントのご紹介です。　時間、参加費等、詳しくは店頭、フェイスブックをご覧ください。〇12月あさのは文庫使用のイベントのご紹介です。　時間、参加費等、詳しくは店頭、フェイスブックをご覧ください。〇12月あさのは文庫使用のイベントのご紹介です。　時間、参加費等、詳しくは店頭、フェイスブックをご覧ください。

Organic Cafe Cutie PieOrganic Cafe Cutie PieOrganic Cafe Cutie PieOrganic Cafe Cutie Pie❤ 4❤ 4❤ 4❤ 4日（4日のみ15時まで）、11日、18日、25日毎週火曜日日（4日のみ15時まで）、11日、18日、25日毎週火曜日日（4日のみ15時まで）、11日、18日、25日毎週火曜日日（4日のみ15時まで）、11日、18日、25日毎週火曜日
      マクロビランチとスイーツ(お弁当のご予約も承ります)11:30～19:00      マクロビランチとスイーツ(お弁当のご予約も承ります)11:30～19:00      マクロビランチとスイーツ(お弁当のご予約も承ります)11:30～19:00      マクロビランチとスイーツ(お弁当のご予約も承ります)11:30～19:00

12/ 1(土)「Cutie Pie?お菓子教室」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　    　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　2000円12/ 1(土)「Cutie Pie?お菓子教室」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　    　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　2000円12/ 1(土)「Cutie Pie?お菓子教室」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　    　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　2000円12/ 1(土)「Cutie Pie?お菓子教室」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　    　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　2000円
12/ 5(水)「ピラティス　美ライン」プチランチ付き　　　　　　　　　　　　　　講師 池谷 あずささん　10:30～12:00  2000円12/ 5(水)「ピラティス　美ライン」プチランチ付き　　　　　　　　　　　　　　講師 池谷 あずささん　10:30～12:00  2000円12/ 5(水)「ピラティス　美ライン」プチランチ付き　　　　　　　　　　　　　　講師 池谷 あずささん　10:30～12:00  2000円12/ 5(水)「ピラティス　美ライン」プチランチ付き　　　　　　　　　　　　　　講師 池谷 あずささん　10:30～12:00  2000円
12/ 6(木)「Meguriya ベジスイーツクラス　3/6」　　　　　　　　　　　　　　　講師 Meguriya加藤万晴さん　 キャンセル待ち12/ 6(木)「Meguriya ベジスイーツクラス　3/6」　　　　　　　　　　　　　　　講師 Meguriya加藤万晴さん　 キャンセル待ち12/ 6(木)「Meguriya ベジスイーツクラス　3/6」　　　　　　　　　　　　　　　講師 Meguriya加藤万晴さん　 キャンセル待ち12/ 6(木)「Meguriya ベジスイーツクラス　3/6」　　　　　　　　　　　　　　　講師 Meguriya加藤万晴さん　 キャンセル待ち
12/ 6(木)「タオライアー演奏会」優しい音色に癒されましょう お茶・菓子付き Holy Maria 齋藤タカコさん 14:00～16:00 2600円12/ 6(木)「タオライアー演奏会」優しい音色に癒されましょう お茶・菓子付き Holy Maria 齋藤タカコさん 14:00～16:00 2600円12/ 6(木)「タオライアー演奏会」優しい音色に癒されましょう お茶・菓子付き Holy Maria 齋藤タカコさん 14:00～16:00 2600円12/ 6(木)「タオライアー演奏会」優しい音色に癒されましょう お茶・菓子付き Holy Maria 齋藤タカコさん 14:00～16:00 2600円
12/12(水)「Nina nino　お菓子販売」　小麦粉・卵・乳製品不使用のお菓子の販売　　       10:00～14:00頃12/12(水)「Nina nino　お菓子販売」　小麦粉・卵・乳製品不使用のお菓子の販売　　       10:00～14:00頃12/12(水)「Nina nino　お菓子販売」　小麦粉・卵・乳製品不使用のお菓子の販売　　       10:00～14:00頃12/12(水)「Nina nino　お菓子販売」　小麦粉・卵・乳製品不使用のお菓子の販売　　       10:00～14:00頃
12/13(木)「暮らしの教室② 電磁波・洗剤等について」講座とベジランチ 　　　　講師  加藤 万晴さん 　10:00～13:30  3500円12/13(木)「暮らしの教室② 電磁波・洗剤等について」講座とベジランチ 　　　　講師  加藤 万晴さん 　10:00～13:30  3500円12/13(木)「暮らしの教室② 電磁波・洗剤等について」講座とベジランチ 　　　　講師  加藤 万晴さん 　10:00～13:30  3500円12/13(木)「暮らしの教室② 電磁波・洗剤等について」講座とベジランチ 　　　　講師  加藤 万晴さん 　10:00～13:30  3500円
12/13(木)「Cutie Pie12/13(木)「Cutie Pie12/13(木)「Cutie Pie12/13(木)「Cutie Pie❤❤❤❤お菓子教室・夜クラス」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　講師 松本 ゆき子さん　18:30～20:00　2000円お菓子教室・夜クラス」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　講師 松本 ゆき子さん　18:30～20:00　2000円お菓子教室・夜クラス」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　講師 松本 ゆき子さん　18:30～20:00　2000円お菓子教室・夜クラス」豆腐チーズケーキ　軽食付き  　講師 松本 ゆき子さん　18:30～20:00　2000円
12/20(木)「Cutie Pie12/20(木)「Cutie Pie12/20(木)「Cutie Pie12/20(木)「Cutie Pie❤❤❤❤料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>   　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>   　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>   　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>   　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円

 1/ 4(金)「Cutie Pie 1/ 4(金)「Cutie Pie 1/ 4(金)「Cutie Pie 1/ 4(金)「Cutie Pie❤❤❤❤料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円料理教室③」<玄米の応用>と<自分の体質を知る>　　　　講師 松本 ゆき子さん　10:00～13:00　3000円
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
○１2月のお楽しみ、週替わり１０％OFF セール  人気の 定番品のセール特集です。ぜひご利用ください。○１2月のお楽しみ、週替わり１０％OFF セール  人気の 定番品のセール特集です。ぜひご利用ください。○１2月のお楽しみ、週替わり１０％OFF セール  人気の 定番品のセール特集です。ぜひご利用ください。○１2月のお楽しみ、週替わり１０％OFF セール  人気の 定番品のセール特集です。ぜひご利用ください。
　１2/01～１2/07【松田マヨネーズ】松田マヨネーズのお買い得企画です。　SALE価格４３２円(別）　１2/01～１2/07【松田マヨネーズ】松田マヨネーズのお買い得企画です。　SALE価格４３２円(別）　１2/01～１2/07【松田マヨネーズ】松田マヨネーズのお買い得企画です。　SALE価格４３２円(別）　１2/01～１2/07【松田マヨネーズ】松田マヨネーズのお買い得企画です。　SALE価格４３２円(別）
　１2/08～１2/14【ヒカリトマトケチャップ】無添加有機ケチャップ　　ＳＡＬＥ価格３１５円（別）　１2/08～１2/14【ヒカリトマトケチャップ】無添加有機ケチャップ　　ＳＡＬＥ価格３１５円（別）　１2/08～１2/14【ヒカリトマトケチャップ】無添加有機ケチャップ　　ＳＡＬＥ価格３１５円（別）　１2/08～１2/14【ヒカリトマトケチャップ】無添加有機ケチャップ　　ＳＡＬＥ価格３１５円（別）
　１2/15～１2/21 【北海道甜菜含蜜糖　粉末５００ｇ】お料理やお菓子に万能砂糖　ＳＡＬＥ価格３６０円（別）　１2/15～１2/21 【北海道甜菜含蜜糖　粉末５００ｇ】お料理やお菓子に万能砂糖　ＳＡＬＥ価格３６０円（別）　１2/15～１2/21 【北海道甜菜含蜜糖　粉末５００ｇ】お料理やお菓子に万能砂糖　ＳＡＬＥ価格３６０円（別）　１2/15～１2/21 【北海道甜菜含蜜糖　粉末５００ｇ】お料理やお菓子に万能砂糖　ＳＡＬＥ価格３６０円（別）
　１2/ 22～12/28【ムソーオーガニックインスタントコーヒー１００ｇ】　ＳＡＬＥ価格　１１７０（別）　１2/ 22～12/28【ムソーオーガニックインスタントコーヒー１００ｇ】　ＳＡＬＥ価格　１１７０（別）　１2/ 22～12/28【ムソーオーガニックインスタントコーヒー１００ｇ】　ＳＡＬＥ価格　１１７０（別）　１2/ 22～12/28【ムソーオーガニックインスタントコーヒー１００ｇ】　ＳＡＬＥ価格　１１７０（別）
　12/ 29～1/11 【マルクラ玄米麹あま酒】大人気の玄米甘酒です！SALE価格２５２円（別）                  　12/ 29～1/11 【マルクラ玄米麹あま酒】大人気の玄米甘酒です！SALE価格２５２円（別）                  　12/ 29～1/11 【マルクラ玄米麹あま酒】大人気の玄米甘酒です！SALE価格２５２円（別）                  　12/ 29～1/11 【マルクラ玄米麹あま酒】大人気の玄米甘酒です！SALE価格２５２円（別）                  ffff
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                        vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                        vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                        vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv                        v
○今月の節気　12月7日大雪　12月22日冬至　今年も冬に向けた食品を沢山ご用意してお待ちしております。○今月の節気　12月7日大雪　12月22日冬至　今年も冬に向けた食品を沢山ご用意してお待ちしております。○今月の節気　12月7日大雪　12月22日冬至　今年も冬に向けた食品を沢山ご用意してお待ちしております。○今月の節気　12月7日大雪　12月22日冬至　今年も冬に向けた食品を沢山ご用意してお待ちしております。

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
・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・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん・ヨナタン・テンポさん

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
・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
・木次乳業 ・鶏一番・木次乳業 ・鶏一番・木次乳業 ・鶏一番・木次乳業 ・鶏一番
・有機バナナ・有機バナナ・有機バナナ・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
・うなぎ入荷・うなぎ入荷・うなぎ入荷・うなぎ入荷

26　26　26　26　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　ポイント２倍　ポイント２倍　ポイント２倍　ポイント２倍
・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
・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン・ワンモニ天然酵母パン

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　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵・こだわりの味　・伊勢卵
・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ・ラトリエテンポ
・ザクセン・高田豆腐・ザクセン・高田豆腐・ザクセン・高田豆腐・ザクセン・高田豆腐
国.国.国.国.
・高田さん・高田さん・高田さん・高田さん
・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

24242424振替休日振替休日振替休日振替休日
・メルカ・・メルカ・・メルカ・・メルカ・
ウーノのウーノのウーノのウーノの

無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜無農薬野菜

23232323天皇誕生天皇誕生天皇誕生天皇誕生
日日日日

うなぎ締切うなぎ締切うなぎ締切うなぎ締切

通常営業通常営業通常営業通常営業

29正月予約品29正月予約品29正月予約品29正月予約品
受け取り開始受け取り開始受け取り開始受け取り開始
（２９日－３０（２９日－３０（２９日－３０（２９日－３０

日）日）日）日）

30最終営30最終営30最終営30最終営
業日業日業日業日

２０１８年　(平成30年）

12月12月12月12月予定表予定表予定表予定表

1111

通常営業通常営業通常営業通常営業
 　　　　　　☆ 　　　　　　☆ 　　　　　　☆ 　　　　　　☆本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。本年も格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
　　　　　　　　心より感謝を申し上げます。よいお年をお迎えください。　　　　　　　　心より感謝を申し上げます。よいお年をお迎えください。　　　　　　　　心より感謝を申し上げます。よいお年をお迎えください。　　　　　　　　心より感謝を申し上げます。よいお年をお迎えください。
　　　　　　　　新年は1月6日（日）より営業いたします。　　　　　　　　新年は1月6日（日）より営業いたします。　　　　　　　　新年は1月6日（日）より営業いたします。　　　　　　　　新年は1月6日（日）より営業いたします。
　　　　　　　　来年もあさのは屋を宜しくお願いいたします（＾〇＾）　　　　　　　　来年もあさのは屋を宜しくお願いいたします（＾〇＾）　　　　　　　　来年もあさのは屋を宜しくお願いいたします（＾〇＾）　　　　　　　　来年もあさのは屋を宜しくお願いいたします（＾〇＾）

〒〒〒〒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

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍

ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍ポイント２倍冬冬冬冬

・・・・

切切切切

シシシシ

シシシシ


