
ゆうきやの年末おすすめ商品ご案内❶

・ 房総のし餅 (1.8kg)　2,500 円     ・ 房総切り餅 (10 枚 )　1,080 円
幻のもち米「ツキミモチ」使用。甘味が強くなめらかな食感の美味しいお餅です。
食べてびっくり、リピーター多数！小人数向けの切餅もご予約承ります！
※店舗でのカットは衛生上の理由より行いません。ご了承下さい。

埼玉県杉戸の網本さんが作る逸品。
玄米特有のプチプチした食感は一度食べたらヤミツキになること必須です！

・ 玄米のし餅 850g　2,200 円

※のしもちでの販売です。

写真はカットしたイメージです。

・ 生きもの田んぼのお米　市川さんのいのちの壱
                         2kg　2,370 円　   5kg   5,500 円
感動の美味しさです。米粒が一般のコシヒカリの 1.５倍もあり、その食べ応えと、
甘味、モチモチ感に、衝撃を受けること必至です。ただでさえ希少な品種を、
長野県佐久市の市川さんが、「生きもの田んぼ」で育てました。
年末年始、ご家族や仲間と集う特別な時にいかがですか？

今年もおすすめ商品目白押しです！ご予約は 24日までにお願いします。※締め切りまで変更も可能です。
自転車配達は通常通り無料！！　配送のお客様は、5,000 円以上のお買上げで、送料サービス致します！！！

こんにちは！ゆうきやです！
２０２2年も格別のご愛顧、
誠にありがとうございました！

　いつもゆうきやをご贔屓いただき誠にありがとうございます！
　ゆうきやの荒井です。2022 年も終わりますね。皆様はどんな一年でしたか？

私はと言いますと、今年は例年よりも産地に伺う機会を多くいただき、大変充実した一年でした。
真剣に自然や農作物と向き合ってる生産者と直で接することができ、

その努力や苦労を、まだまだほんの一部ですがこれまでよりも深く知ることができました。
数ある産直八百屋の中でも、「ゆうきや」を選んで買い支えてくださる皆さまに、

日本の農業や農家の素晴らしさを知ってほしい。心を込めて育てられた農作物で感動してほしい！
食糧危機が囁かれる中、もっともっと「皆様や農家の方のために私たちができること」を真剣に考えた一年でした。

　例年通り、ゆうきやでは年末にお届けする商品のご予約を承っています。
市場では農産物が高騰しますが、ゆうきやは産地直送なので通常通りの価格で最高品質のお野菜をお届けします。
そういう時期だからこそ、いつも買い支えてくださっているお客様には優先的にご用意したいと考えております。

年末もゆうきやトラックは走り続け、どこよりも新鮮な農産物をお届けしますよ！
メニュー表や案内をご覧いただき、是非ご注文ください！

引き続きゆうきやのご愛顧を、何卒よろしくお願いいたします！
　※年末は三〇日までの営業、年始は六日からの営業となります。　　　　

2022 年も格別のご愛顧、
誠にありがとうございました！



ゆうきやの年末おすすめ商品ご案内❷

・ 和歌山県特別栽培有田みかん

1kg 1,200 円　2kg 2,300 円　5kg 4,000 円　10kg 7,000 円
有田地域の暖かい気候やたっぷりと養分の詰まった土壌で育った温州みかんです。
味の濃厚さ、バランスの良い甘さ！自信を持っておすすめします！家族団欒必須品！

100g  500 円　300g　1,500 円

大根の麹漬け (たくあん ) 250g　450 円　500g　800 円 1000g　1,500 円

今年は何度も畑の作業をお手伝いさせてもらい、プロの仕事を間近で見ることができました！
いつもダイナミックで美味しい野菜を出荷してくださり、ゆうきやにもファンが多い
野村農園。毎年大好評の大根の糀漬けをご用意します。(今年白菜漬けはお休みです。)
野村夫妻の人柄がそのまま野菜や漬物に出ているような、優しくて、力強い味です。
まる芋は、大きな丸型をした八つ頭です。ホクホクとした食感と柔らかな甘みが有り、皮が
剥きやすいのが特長。従来の八つ頭に比べ、皮むき作業は半分の時間ででき、廃棄する部分
も４分の３、そして何より、ビックリする美味しさです！雹にも負けず、育ってくれました！

まる芋（丸形八頭）              1kg　900 円     500g  500 円

・ 野村さんの漬物、 まる芋

今年もおすすめ商品目白押しです！ご予約は 24 日までにお願いします。※お電話などで変更 ・ 追加可能です。

配送のお客様は、 5000 円以上のお買上げで、 送料サービス致します！！！

昔ながらの酸っぱい梅干で、梅干はこうでないと！と呟きたくなります。
無添加、農薬不使用品。手造りの味わいをどうぞ！

・ 紀州産　竹内農園の昔ながらの有機梅干

・ 市田柿 ( 干柿 )
150g 約 6個入 1,500 円　250g 約 10 個入 2160 円　500g 約 20 個入 4,000 円
まるで高級和菓子の様な上品な甘さ。まさに天然のスイーツです。
生産者直送なので丁寧な包装ができませんが、とにかく絶品です。※写真はイメージです。

・ 椿き屋さんのこだわり豆腐類 5 点セット

1 セット 通常合計 1,180 円を、約 15％OFF!! 1,000 円
（絹豆腐 150g / 木綿豆腐 200g / 山芋豆腐 250g / まったり豆腐 138g / にがりあげ 1 枚）

これまで取り扱いのご希望が多かった「豆腐」、遂に皆様にぜひ食べてほしい納得のものに
出会うことができました。にがり以外の凝固剤は一切使用せず、大豆と水とにがりだけで生産
している「正真正銘」の「豆腐」です！
ゆうきやの新鮮なお野菜との相性抜群です！※2023年より、それぞれ単品での通常販売もスタートします。

甘酒：九州屈指の清流、番匠川の原流域の水と国産米を使った、

スッキリと飲みやすい上品な味甘酒、A　amasake。美味しく飲める飲む点滴！

麹調味料：創業450年の麹と味噌の蔵元が伝統製法で手作りした麹調味料です。 

調味料に食材を漬け込んで寝かせておくだけで、麹が素材の旨みを引き立てま

す。野菜やお肉、麺類など、様々な料理に使用でき色々な味付けが楽しめます。

・ すっきり飲みやすい上品な甘酒 A　amasake 

・ 素材の旨味を引き立てる万能麹調味料

1 本 300ml 1,300 円

1P各 150g 塩麹・醤油麹 650 円 赤辛麹 810 円



ゆうきや年末おすすめ商品一覧・お申込書

房総のしもち
幻のもち米 「ツキミモチ」 使用。 この餅の美味しさは、 超ド級です。

１枚 (1.8 ㎏約 32枚分 )２,５００円
限定１００枚・袋

(　　　　)枚

限定３０枚

玄米のしもち
網本さんの生き物田んぼの玄米で作りました。 プチプチとした食感が堪らない。

１枚 850ｇ ２,２００円 (　　　　)枚

生きもの田んぼのお米　市川さんのいのちの壱
感動の美味しさです。 衝撃を受けること必至！！ ２ｋｇ2,370 円

5ｋｇ5,500 円
(　　　　)袋

限定６kg

市田柿 (干し柿 )

もはや和菓子。 もっちりとした食感と上品な甘み。 150g 約 6個入り
250g 約 10 個入り
500g 約 20 個入り

1,500 円
2,160 円
4,000 円

(　　　　)個

昔ながらの酸っぱい梅干
300g

500 円 (　　　　)パック

配達 (受け渡し)日
※配送の場合はお届け日

12 月( ２７・２８・２９・３０・３１ )日

房総切りもち (10 枚入り ) １袋 (5.5 ㎝脱酸素剤入り )１,０８０円 (　　　　)袋

これぞ梅干し。 紀州竹内農園 ・ 有機栽培南高梅使用 ・ 無添加限定３０パック

24 日 ( 土 )がご注文締切です！

お名前

WEB注文は
こちらから▷

限定５０㎏

紀ノ川の特別栽培有田みかん
甘みと酸味のバランスが抜群で、 味が濃い。 和歌山県産特別栽培品。

1ｋｇ1,200 円
2ｋｇ2,300 円

5ｋｇ4,000 円
10ｋｇ7,000 円

(　　　　)ｋｇ

(　　　　)袋

野村さんのたくあん（麹漬）

無農薬で作った大根、 白菜を、 野村さんが美味しく漬けます。 まる芋は、 もう、 普通の八頭に戻れない！の逸品です。

(　　　　)袋
野村さんのまる芋（丸形八頭）　　　 500g    1kg (　　　　)g  ・ ｋｇ

100g
1,500 円

紫蘇　有・無

(※調理が必要です。１玉あたりの重さは５００g～１kgです )

※２７日は自転車配達のみ。 ３１日は宅急便お届け日のみの受付です。

４５０円 ８００円　１,５００円
２５０g　５００g　１０００g

500 円  900 円

鍋、 冷奴、 お味噌汁、 野菜と、 これさえあれば！なお豆腐セットです。

すっきり飲みやすい上品な甘酒 A　amasake 　と　素材の旨味を引き立てる万能麹調味料

(　　　　)袋
(　　　　)パック

椿き屋のこだわり豆腐類 5点セット　1,000 円 (　　　　)セット

限定30セット

甘酒 A amasake 300ml 1,300 円
醤油麹 150g   650 円
塩麹 150g     650 円
赤辛麹 150g  810 円

(　　　　)パック
(　　　　)パック



ゆうきや　取り扱い商品一覧・お申し込み用紙
2つの注文方法がございます。

ご利用しやすいものをお選びいただき、ご注文をお願いいたします。

左のQRコードからサイト上で商品を選択し、ご注文をお願いいたします。
※ご注文完了後も、24日まではご変更や追加を承ることができます。
　（電話は 23日まで。メールは 24日終日）　
※「クレジット決済」「代金引換」「ゆうちょ自払」
　から支払い方法を選択できます。
　「ゆうちょ自払」は、ご契約済の方のみご選択をお願いいたします。

この用紙をゆうきやにお持ち
いただくか、FAX、あるいは
用紙を見ながら電話やメールで
注文内容をお伝えください。
TEL/FAX 03-5801-0880
mail:    y.hongo@y-yuki.com

①ゆうきやのWEBサイトからご注文 ②直接のご注文

宅急便をご利用のお客様も、 5000 円以上のお買い上げで、 送料無料にさせていただきます。

年内は30日（金）まで！
年始は6日（金）から営業いたします！ ゆうきや本郷店 03-5801-0880  y.hongo@y-yuki.com

※内容は天候不良や在庫状況により欠品、変更する場合がございます。　

配達 (受け渡し)日
※配送の場合はお届け日

12月 ( ２７・２８・２９・３０・３１ )日お名前
※２７日は自転車配達のみ。３１日は宅急便お届け日のみの受付です。

電話番号 ご住所

メールアドレス @

ご注文締切：12/24( 土 )


