
  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや厳選
冬の贈り物はこちらから
生きもの田んぼのお米・雄武のドレッシング

ゆうきや通信
vol.84.2022.12.第2号

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.82.2022.11.第4号

最高級品質の「柳生田蓮根」
あなたなら、DO楽しみますか？

柳生田蓮根の
贈り物はこちらから
※お米やドレッシングもお選びいただけます。

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.81.2022.11.第3号

fresh 
red 

turnip

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

信
通
や
き
う
ゆ

vol.79
2022.11.第1号

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

お米や調味料、焼き芋などの
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.77.2022.10.第4号

お待たせしました。
新米、入荷開始です。

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.78.2022.10.第5号

待ちに待った新米
自然と生まれる笑顔

いつもよりちょっと丁寧に
「いただきます」

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.83.2022.12.第1号

ゆうきや厳選
冬の贈り物はこちらから
柳生田蓮根・生きもの田んぼのお米・雄武のドレッシング

走
師

Sep.→

Oct.→

Dec.→

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

お米や調味料、焼き芋などの
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.73.2022.9.第4号

NO  RICE
NO  LIFE!!

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

生落花生や茹で落花生、
焼き芋などの追加注文はこちらから。

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.70.2022.9.第1号

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

生/茹で落花生、お米、調味料
などの追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.71.2022.9.第2号

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

生/茹で落花生、お米、調味料
などの追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

ゆうきや通信
vol.80.2022.11.第2号

野村農園の冬野菜が最盛期！
ダイナミックで美味しいと大評判の
「野村農園の野菜だけ」の
スペシャルセットを 50セット

11/21( 月 ),23( 水 ),28( 月 ),30( 水 )
限定、1,800 円で販売いたします。
その日の朝に収穫した野菜に加え、

特典として、
紀ノ川の南高梅の梅干と

年末のお漬物 1割引チケット付！
お申込みはこちらから！

※電話やメールでも承ります。

  ゆうきや本郷店
   文京区本郷2-28-１
☎ 03-5801-0880　　
mail：y.hongo@y-yuki.com

商品一覧はこちらから。▽
メニューの”産地直送仕入れ情報”へ

新米の
追加注文はこちらから。△

インスタグラムは
こちらから。△

Nov.→

ゆ
う
き
や
通
信
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年末のご注文は
こちらから△



こんにちは
ゆうきやです

年の瀬だ！忙しくて妙なテンションです！
2022年の営業も残り2週間となりました。

今年の師走はお忙しい方々が多いことでしょう。
久しぶりの忘年会や帰省、年越しイベントなど、

去年までの我慢から解放された楽しい年末になりそうですね。
ゆうきやは12月31日（土）～1月5日までお休み、年始は6日（金）からの営業です。

6日の配達はお休みですが、新春特別セットの販売、
8月31日の「野菜の日」に実施したアンケートをもとに、

スタッフが探してきた新商品のお披露目を兼ねて店頭販売を行います。
特別セットは様 な々お品物が少しづつ入った楽しいセットになりそうです。

セット内容は26日にInstagramで商品の内容を投稿しますので、チェックをお願いします。
6日は是非お店に遊びに来てください♪♪

冬のギフトご注文は
こちらから▷▷▷

いつかカレンダーを作るのも楽しそう！！！

年内は30日（金）まで営業します。
年始は6日(金)に新春セットの販売。
9日（月）から通常の定期便を開始します。

セロリ ・ 菜花、 入荷開始！

大好評！「いのちの壱」！！！
お年賀にも、いかがですか？

今週の通信は恒例のゆうきや通信ビジュアルで一年を振り返る下半期編。
こうして並べると、続けていく事で旬の野菜と共に季節を感じ、
美味しい食材と共に日々 を過ごしていく小さな幸せを感じます。
秋には店頭も少し模様替えし、今までのお客様も初めてのお客様も
気軽に来店いただける店になり、新たなスタッフも加わりました。

少しづつですが、良き八百屋になったと思っています。これからも引き続きゆうきやをご贔屓に！

千葉房総よりセロリと菜花がやってきます。セロリは生食、炒め物、
スープ、タルタルソースに入れたりとさまざまな調理で
召し上がれるお野菜です。切り方によって食感が変わります。
菜花は「菜の花」や「花菜（はなな）」とも呼ばれるアブラナ科の
野菜で、若くてやわらかい花茎や葉、つぼみを食用にします。
特有のほろ苦さがありますが、ゆでると甘味が出てお浸しや
和え物などにするとおいしいですよ。
主な旬はこれから2月頃までになります。軽く茹でて卵黄をのせて
食べるパスタはレシピ担当山口の一押しです。
是非おいしい卵で作ってみてください。写真はホタルイカですが、
旨味食材ならなんでもOKです・・・加工肉、じゃこ、たらこ、
塩昆布、チーズなど。ちなみにチーズはブルーチーズや
カマンベールなどがおすすめですよ。

年末の特別配達、
配送のご注文は
こちらから！！！▷▷


