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株式会社 耕野
２月３日の立春を迎え、冬の厳しい寒さを越えて雪解けと春の芽吹きが近づいてきました。
今年も変わらず季節が巡り、季節に背中を押されている感じです。
日本・世界を翻弄する新型コロナウイルス感染症は、仕事や生活の様式を変えてくれました。全てを
受け入れ前進し続けることは簡単ではありませんが、食に関わる仕事に誇りと希望を持ち求められる
商品・サービスを提供していきたいと思います。すべてはお客様の笑顔のために。

料理人　舛田　三千夫　氏　
椿  TSUBAKI
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サラダシュンギク

色味：良好
対応：◯     
コメント：生育良好です。

色味：良
対応：◯
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：良好   　
対応：◯
コメント：※これまでと品種が変わりました！出荷再開いたします。

色味：良好
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 チコリ

マイクロ デトロイト

30g　または　200g

20g

ミニ  カラシミズナ

10g

ノーカット 2 株または 7 株

ノーカット 4 株10g

ノーカット 4 株

（オールレッド）



※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 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。※デト
ロイトが入らなくなり
ます。

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。

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）

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：◎
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：−
対応：−
コメント：
※夏季限定商品

（7 月頃〜 9 月頃まで
の出荷）

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

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
※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

気候の影響などにより、出荷対応可能な状況が変更になる場合
がありますので、ご不明な場合は事前にお問い合わせください。
最新の状況をお伝えいたします。

〜 2022 年 2 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※
うるおい春夏秋冬さんの商品につきましては、中２日前後での発送手配とさせていただ
いております。（※土日、祝祭日は除く）弊社の通常商品と同時にご注文頂いた段階で 
「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。

ビーツ

サボイキャベツ

根セロリ※ 7 色大根

ほうれん草

※ 7 色人参

1 個：500g 程度 ゴルフボール大

※黒大根、紅三太は終了

雪下キャベツ



※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。

花巻市  【 ネクスファーム 】さん

〜 2022 年 2 月 耕野セレクト商品 〜

春先をめどに、色彩とバリエーション豊かな「食用花を」をお届けいたします。
今しばらくお待ちくださいませ！　（レ・ラシーヌ：岡居亜優美）

食用ほうずき：ゴールデンベリー

花巻市  【 レ・ラシーヌ 】　生産者：岡居 亜優美さん

食用花おまかせ
50 輪

食用花おまかせ
20 輪

冬季中により、出荷休み中

冬季中により、出荷休み中



〜 マイクロリーフ 〜
Micro Leaf 

マイクロ アマランサス Micro Amaranthus           
色味：−　　
対応：−
コメント：※出荷見合わせ中

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：△
コメント：生育遅延のため、数量希少です。

※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（オールレッド）
Micro Detroit
色味：良好   　
対応：◯
コメント：※これまでと品種が変わりました！
　　　　　　出荷再開いたします。

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：※夏季限定商品
　　　　　　（6 月頃〜 9 月頃まで）

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：※夏季限定商品
　　　　　　（6 月頃〜 9 月頃まで）

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：生育遅延のため、数量希少です。

ミニ アマランサス Mini Amaranthus          
色味：良　　
対応：×
コメント：※出荷見合わせ中　　　

ミニ ルッコラ Mini Rucola
色味：良　　
対応：◯
コメント：生育良好です。

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。

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：※夏季限定商品
　　　　　　（6 月頃〜 9 月頃まで）

ミニ 赤しそ Mini Akashiso
色味：
対応：
コメント：※夏季限定商品
　　　　　　（6 月頃〜 9 月頃まで）

〜 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（オールレッド）
Mini Detroit
色味：良   　
対応：△
コメント：※これまでと品種が変わりました！
　　　　　　数量希少ですが、出荷再開いたします。

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 ピノグリーン Mini Pinot Green
色味：良好
対応：○
コメント：生育良好です。

〜 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/entry

【手順①】
上記 URL を検索ワード入力窓へ、
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

◆ 法人のお客様へ掛売りのご案内 ◆

法人のお客様であれば、掛売り（月末締め、翌月 25 日支払い）にてお取引をさ
せていただくことが可能です。掛売りをご希望の法人様は、後払いでお支払い
ができる企業間決済サービス「Paid」（ペイド）を会員登録の際に、ご一緒にお
申し込み（ご登録）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。
メールアドレス：　order@kouya-leaf.biz

【手順②】
手順①で入力（ご登録いただいた）したメールアドレス宛に、仮登録の通知メールが届きます
ので、メール本文内記載の「本会員登録」をするためのリンク先 URL へアクセスして、本登録
を完了してください。

※上記登録フォームで入力された、メールアドレスならびに、パスワードにつきまして　　　　
は、お客様での管理となりますので、あらかじめご了承ください。

【手順③】
本登録が完了しましたら、Web サイトからのご注文が可能となります。


