
料理人のための生産農場

2021 年 7 月号

～ 料理人のヒトサラ ～ 

7/1( 木 ) 発行

全 4 室の小さな宿 Beaver 旬菜創作料理と貸切露天風呂

〒 028-7302  八幡平市松尾寄木 1-505-203  公式 Web サイト

株式会社 耕野
岩手も平年より 1 週間ほど遅く梅雨入りし、晴れ間の覗く日は 30℃近くまで気温が上がるようになり、夏本
番へ向け季節が進んでいくのを感じます。岩手の日の出は今の時期の岩手の日の出は 4 時頃ですが、朝日を浴
びる新緑の森と、大地に広がる草花からのエネルギーを一番感じる季節です。
花巻にも新型コロナワクチンの摂取案内が届き始めました。盛岡さんさ踊りも中止が決まりましたが、オリン
ピックや、衆院選挙、そして年末年始に向けた経済活動の流れがまだ見えない状況ではありますが、今、自分
たちにできる事を全力で取り組み、未来に繋いで行きたいと思います。全ては未来の笑顔の為に。

勝又　誠一郎　氏　



ミニ ミックス

色味：良
対応：〇      
コメント：在庫状況により、ミックスの内容が異なります。

色味：良
対応：〇
コメント：生育良好です。

※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

色味：良　　　　
対応：△
コメント：生育良好ですが、高温期に入り、やや ” 黄色み ” ががる可能
性があります。

ミニ クレソン

色味：良
対応：△
コメント：生育良好です。

〜 今月のおすすめ 〜
Recommended Items 

マイクロ レッドキャベツ

サラダシュンギク

20g

20g ノーカット 2 株または 7 株

ノーカット 4 株10g

30g または 200g



※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

〜 ベビーリーフ その他 〜
Baby Leaf / other 

〜 アクセント シリーズ 〜
Accent series 

アクセント デトロイト　　　　　　　　　　　　　アクセント カラシミズナ　　　　　　　　　　　　　アクセント チコリ　　　　　　　　　　　　　アクセント クレソン　　　　　　　　　　　　　

「アクセント シリーズ」 については、カットせず ( スポンジ付き ) に包装しておりますので、ご了承ください。

色味：良
対応：△
コメント：ミックスの
内容は在庫状況によっ
て異なります。※上旬
よりデトロイトが入ら
なくなります。

色味：良
対応：△　　　　　　
コメント：
柔らかい食感で、サ
ラダでも香りが楽し
めるクレソンです。

色味：良
対応：◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コ メ ン ト： サ ラ ダ に
スープに優しくセロリ
の香りを楽しめるホワ
イトセルリです。

色味：良
対応：△
コメント：
生 育 良 好 で す が、
高 温 期 に 入 り、 や
や ” 黄色み ” がかる
可能性があります。

ベビーリーフ A 80 ｇ ベビーリーフ 80g または 1Kg

ホワイトセルリ ３0 ｇ（株・カットの場合あり）

ホワイトセルリ 200g（カット）

ソフトクレソン 20 ｇ ソフトクレソン 200 ｇ

サラダシュンギク 30 ｇ サラダシュンギク 200 ｇ

育成：良
対応：〇
コメント：
生育良好です。　　　　

色味：良
対応：〇
コメント：
生育良好です。

パクチー 5g パクチー 200gパクチー B 20g かおりねぎ ４株

育成：良
対応：△
コメント：
ベビーリーフより大きめ
ですが、出荷時の状況に
より、サイズは異なりま
す。

色味：良
対応：◯
コメント：
生育良好です。　　　

バジル 100g
サラダミックス 500g サラダミックス 1kg

ノーカット５株 ノーカット５株ノーカット５株ノーカット５株

ベビーリーフサイズのノーカット（根付き）5 株での、ご用意となっております。

色味：良　対応：△ 色味：良　対応：〇 色味：良　対応：〇 色味：良　対応：△
※出荷見合わせ中　　　　　　　　　　　　



北上市  【 うるおい春夏秋冬 】　生産者：高橋　賢さん
〜 2021 年 7 月 耕野セレクト商品 〜

※同梱商品の発送についての注意事項※
【耕野セレクト商品】につきましては、取り寄せ商品となっております。毎週月曜～金

曜までにご注文をいただいた分を、翌週の木曜日の発送手配 とさせていただいております。
弊社の商品と同時にご注文いただいた頂いた段階で、同梱対応の扱いとさせていただきま
すので、お気をつけください。

ケール

花巻市  【 レ・ラシーヌ 】　生産者：岡居 亜優美さん

ズッキーニ

※茄子、肉厚ピーマン、ロッソナポリタンは 7月後半より出荷予定！

白なす フィレンツェの貴婦人

ロッソナポリタン肉厚ピーマン

ふわとろ長なす

食用花　おまかせ 20 輪 食用花　おまかせ 50 輪



※同梱商品の発送についての注意事項※
【耕野セレクト商品】につきましては、取り寄せ商品となっております。毎週月曜～金

曜までにご注文をいただいた分を、翌週の木曜日の発送手配 とさせていただいております。
弊社の商品と同時にご注文いただいた頂いた段階で、同梱対応の扱いとさせていただきま
すので、お気をつけください。

北上市  【 アンビシャスファーム 】
生産者：佐藤 孝志さん

花巻市  【 ネクスファーム 】さん

〜 2021 年 7 月 耕野セレクト商品 〜

ひまわり油 食用ほうずき：ゴールデンベリー

八幡平市  【 スマートファーム 】さん

訳あり バジル



〜 マイクロリーフ 〜
Micro Leaf 

マイクロ アマランサス Micro Amaranthus           
色味：良　　
対応：△
コメント：数量希少ですが、出荷再開いたします。　

マイクロ ルッコラ Micro Rucola
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

マイクロ カラシミズナ Micro Karashimizuna
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

マイクロ レッドキャベツ Micro Redcabbage
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

マイクロ クレソン Micro Cresson
色味：良　　
対応：〇
コメント：生育良好です。

※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

マイクロ パクチー Micro Coriander
色味：良好　　
対応：〇
コメント：生育良好です。

【マイクロ リーフについて】
カット商品（※スポンジ無し）または
ノーカット商品（※スポンジ付き）2 種類から、お選びいただけます。
商品によってはノーカットのみ、カットのみの場合もあります。

10g ノーカット 4 株

10g

10g

10g

10g

10g

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株



〜 マイクロリーフ 〜
Micro Leaf 

※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

マイクロ デトロイト Micro Detroit
色味：−　　
対応：−
コメント：※出荷見合わせ中

マイクロ チコリ Micro Chicory
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

マイクロ　ミックス Micro Mix
色味：良　　
対応：○
コメント：生育良好です。
ミックスの内容は、在庫状況によって異なります。

マイクロ シュンギク Micro Syungiku
色味：良　　
対応：○
コメント：生育良好です。

マイクロ ホワイトセルリ
Micro White Celery
色味：良好　　
対応：〇
コメント：セロリの爽やかな風味をお楽しみください。

【マイクロ　リーフについて】
カット商品（※スポンジ無し）またはノーカット商品（※スポンジ付き） 
2 種類から、お選びいただけます。
商品によってはノーカットのみ、カットのみの場合もあります。

ノーカット 4 株10g

10g

10g

10g

10g

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株

ノーカット 4 株

マイクロ 青しそ Micro Ao-Shiso
色味：◯　　
対応：△　　　　
コメント：数量希少ですが、出荷開始します。

10g ノーカット 4 株

マイクロ 赤しそ Micro Aka-Shiso
色味：−　　
対応：−
コメント：※ 7 月中旬ごろより出荷開始見込みです。

10g ノーカット 4 株



ミニ クレソン Mini Cresson
色味：良　　
対応：△
コメント：生育良好です。

ミニ アマランサス Mini Amaranthus          
色味：良　　
対応：△
コメント：数量希少ですが、出荷再開いたします。

ミニ ルッコラ Mini Rucola
色味：不良　　
対応：×
コメント：出荷終了。
※ 10 月頃～ 3 月頃までの出荷となります。

ミニ カラシミズナ Mini Karashimizuna
色味：良　　
対応：〇
コメント：生育良好ですが、高温期に入り、色がのらなく
なる可能性があります。

ミニ レッドキャベツ Mini Redcabbage
色味：良　　
対応：〇
コメント：生育良好です。

ミニ 青しそ Mini Aoshiso
色味：◯　
対応：△
コメント：数量希少ですが、出荷開始いたします。

ミニ 赤しそ Mini Akashiso
色味：◯　
対応：△
コメント：数量希少ですが、出荷開始いたします。

～ ミニリーフ ～
Mini Leaf 

ミニ かおりねぎ Mini Kori-Negi
色味：良好　　
対応：〇　　　　
コメント：生育良好です。　　　　　　　　　　　　

※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

【ミニ リーフについて】
カット商品（※スポンジ無し）または
ノーカット商品（※スポンジ付き）2 種類から、お選びいただけます。
商品によってはノーカットのみ、カットのみの場合もあります。

20g ノーカット
（2 株または 7 株）

20g

20g

20g

20g

20g

20g

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）



ミニ デトロイト Mini Detroit
色味：−　　
対応：−
コメント：※出荷見合わせ中

ミニ ターサイ Mini Tarsai
色味：良　　
対応：○
コメント：生育良好です。

ミニ パクチー Mini Coriander
色味：良　　
対応：◎
コメント：生育良好です。

ミニ チコリ Mini Chicory
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

ミニ ホワイトセルリ　　　　　　　　　　　　　
Mini White celery   
色味：良　　
対応：〇
コメント：生育良好です。

ミニ シュンギク Mini Syungiku
色味：良好　　
対応：○
コメント：生育良好です。

ミニ ミックス Mini Mix       
色味：良　　
対応：○
コメント：在庫状況により、ミックスの内容が異なります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミニ バジル Mini Basil
色味：◯　
対応：△
コメント：数量希少ですが、出荷開始いたします。

〜 ミニリーフ 〜
Mini Leaf 

※商品説明欄内　「対応」部分の見かたについて
◎……十分に対応可　　〇……対応可　　△……出荷制限の可能性あり　　×……ご相談ください。

【ミニ リーフについて】
カット商品（※スポンジ無し）または
ノーカット商品（※スポンジ付き）2 種類から、お選びいただけます。
商品によってはノーカットのみ、カットのみの場合もあります。

20g

20g

20g

20g

20g

20g

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）20g

ノーカット
（2 株または 7 株）

ノーカット
（2 株または 7 株）



0198-29-5558
0198-29-5559

TEL:
FAX:

ご用命、お問合せは当店へ

【株式会社 耕野    定休日】

株式会社耕野
〒 025-0037
花巻市太田第 64 地割 184 番地
mail: info@kouya-leaf.biz

料理人のための生産農場

営業時間 / 9：00 〜 16：00

パソコンをご利用の場合

【手順①】
上記の QR コードをスマートフォン
のカメラ機能で読み込んでください。
入力フォームページへ移動しますの
で、各項目に対して必要事項をご入
力ください。

https://kouya-leaf.biz/howto_order

【手順①】
上記 URL を検索ワード入力窓へ、ご
入力のうえ、アクセスしてください。
入力フォームページへ移動しますの
で、各項目に対して必要事項をご入
力ください。

スマホをご利用の場合

◆ 飲食店様の場合 ◆

ご入力いただいた必要事項を弊社にて確認させていただき、ログインに必要なパスワード
を発行し、メールにてご連絡させていただきます。

【手順②】
弊社より渡しするパスワードにて【飲食店会員様ログイン】ページからログイン
していただき、注文管理画面よりご注文ください。

◆ 仲卸業者様および小売業者様の場合 ◆

【手順②】
ご入力いただいた必要事項を弊社にて確認させていただき、折り返し弊社より、今後の
ご注文方法なども含めて、ご連絡させていただきますので、お待ちください。

〜 新規お取引に関してのご案内と手順 〜
How to Order 

新規お取引、その他お問合せ・ご質問などございましたら、お気軽にご連絡ください。




