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裏面FAXにてお申し込みください　締切 2016年9月30日

南アルプスの水源で育った、ミネラルたっぷりおいしいお米と
季節の野菜や名産品を、ご自宅へお届けします

伊那市を流れる三峰川は、南アルプスを水源とし、
日本3大パワースポットで有名な分杭峠の「ゼロ磁場※」を通り、田畑に注ぎます。
ミネラル豊富な天然水で大切に育てられたお米や野菜を、
1年間 毎月もしくは隔月で（20～25日ごろ）、ご自宅へ産地直送でお届けします。
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◇正確な配達日は毎月メールでお知らせいたします。詳しくは裏面をご覧ください。
◇玄米は白米よりもミネラルが豊富で、チョッピリお買得。ぜひ食べ比べてみてくださいね！
◇一度のお申し込みで、1年間お届けします。途中で解約はできませんのでご了承ください。

お米と一緒に、伊那の旬な採れたて野菜や名産
品（市価600円相当）をお届けします。昼夜の気
温差が大きい伊那の野菜には、おいしさがぎゅっ
と詰まっているので、一度食べたらやみつきに！

Y子農園の作物は南アルプスの恵みをた
くさん受けているから、特にリン・ケイ
素・カルシウム・鉄・亜鉛・鉛・カリウ
ム・マグネシウムなどの、体が吸収しや
すい植物性のミネラルが豊富。日本人
に不足しがちな栄養素を補います。

炊きあがりのみずみずしさ、もちもち感、そし
て口に広がる旨みが好評です。
そのおいしさは、国内最高レベルの「特A」！

【信州大学農学部による食味値調査結果】
超高級ブランド米 ：72～79（平均値76）
伊那のY子米 ：76～80.5（平均値78）

子どもたちに毎日食べさせても安心と、東京都認証保育所
（ベリーベアー系列13施設）でも採用されています。農薬の
散布も2～3回（成分数：4～5成分）のみという減農薬。
また、作付け前に土地と苗の放射性物質を検査するな
ど、徹底した安全管理を行っています。精米までは低温保
存し、出荷直前に精米。香り豊かなお米をお届けします。

地元・伊那でも4,800円
（10kg）で販売されて
いる高級米を、
おまけもついたお値打ち
価格でご自宅までお届け
します！

※天候により、野菜・名産品の種類に変更があります

※日本最古で最大、最長の巨大断層地帯「中央構造線」の真上にあり、地質の異なる地層がぶつかり合うことで地球の「気」が噴出しているパワースポットです。

「2016 年 Y 子新米」ご新規様、募集中 !

すごいぞ！ Y子農園 5 つの自慢すごいぞ！ Y子農園 5 つの自慢すごいぞ！ Y子農園 5 つの自慢

初回お届け
2016年10月20日頃

お申し込み

ゼロ磁場で
有名

ミネラル・
栄養たっぷり！

季節の野菜・
名産品もお届け！

お届け予定の野菜・名産品（偶数月のお届け）

【Bコース】隔月10kg お届け（5kg＋5kg＋野菜など）
【Aコース】毎月10kg お届け（5kg＋5kg＋野菜など）

【Dコース】隔月  5kg お届け（5kg 米のみ）
【オプション】野菜など（C,Dコースのみ。米のお届けに同梱）
※白米・玄米をお選びいただけます　※隔月は、10月,12月,2月,4月,6月,8月のお届けです

【Cコース】毎月  5kg お届け（5kg 米のみ）

1年契約でお米をお得にご提供！
野菜などは、お米と同梱にて偶数月にお届けいたします。

みずみずしくて
おいしいお米！ 減農薬で安心・安全のお米！

長野県伊那市のY子農園4年目！長野県伊那市のY子農園4年目！



伊那の「Y子米」2016年ご注文書
■お支払い方法：お振り込み（1年分一括払い）
　 ご記入の上 FAX にてお送りいただきますと、ご注文確認書とお振込用紙をご郵送させていただきます。    
　　※A・B コースとオプションのお申込み方は、先着順とさせていただきます。 
　　　先着に漏れた方へは、別途メールかお電話にてご連絡させていただきます。（お振込手数料 は 、ご負担下さい。）

 FAXのお申し込みは9月30日 (金 )、お振り込みは10月7日 (金 )までにお願いします。

お名前
ふりがな
お振込み名義人
お届け先の住所

電話番号
携帯番号
メールアドレス

お届け時間

Aコース（毎月 10kg）

B コース（隔月 10kg）

Cコース（毎月 5kg)

D コース（隔月 5kg）

〒            ー

＠

□14時頃～ 16 時頃　　　□16 時頃～ 18 時頃　
□18 時頃～ 20 時頃　　　□20 時頃～ 21 時頃
20日～25 日頃のお届けとなります。正確なお届け日は、メールにてお知らせさせていただきます。

□ 白米 5㎏ +白米 5㎏ +野菜など → 4,600 円/月×12 回（年間：55,200 円）
□ 白米 5㎏ +玄米 5㎏ +野菜など → 4,500 円/月×12 回（年間：54,000 円）
□ 玄米 5㎏ +玄米 5㎏ +野菜など → 4,400 円/月×12 回（年間：52,800 円）

□ 白米 5㎏ +白米 5㎏ +野菜など → 4,900 円/月× 6回（年間：29,400 円）
□ 白米 5㎏ +玄米 5㎏ +野菜など → 4,800 円/月× 6回（年間：28,800 円）
□ 玄米 5㎏ +玄米 5㎏ +野菜など → 4,700 円/月× 6回（年間：28,200 円）

□ 白米 5㎏　　　　　　　　　 → 2,700 円/月×12 回（年間：32,400 円）
□ 玄米 5㎏　　　　　　　　　 → 2,600 円/月×12 回（年間：31,200 円）

□ Cコースの方のみ選択可　 　 → +600 円/月× 6 回（年間：+3,600 円）

□ Dコースの方のみ選択可　 　 → +600 円/月× 6 回（年間：+3,600 円）

□ 白米 5㎏　　　　　　　　　 → 2,700 円/月× 6回（年間：16,200 円）
□ 玄米 5㎏　　　　　　　　　 → 2,600 円/月× 6回（年間：15,600 円）

FAXでのお申し込み　03-3760-0216
※お米は、長野県伊那市　農事組合法人 田原からの直送となります。
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※ご希望の時間指定に✔を付けて下さい。

※ご希望のセットに✔を付けて下さい。

※ご希望のセットに✔を付けて下さい。

※ご希望のお米に✔を付けて下さい。

※ご希望のお米に✔を付けて下さい。

※ご希望のオプションに✔を付けて下さい。

【ご注文受付窓口】

〒152-0004　東京都目黒区鷹番 3-10-12
Tel．03-3760-0215 ／ Fax.03-3760-0216
有限会社ゼロ・ツー
担当：浅野　　　　　info@m-yko.net

わい　　　こ　　 まい

※ご希望・質問など

メールアドレスは、Y子農園からの各種お知らせなどに、使用させて頂きます。

※価格には、消費税と送料が含まれています。お 振 込 手 数 料 は 、ご 負 担 下 さ い。
※北海道・九州からのご注文は、別途送料 360 円×回数分を加算させていただきます。
　沖縄・離島などからのご注文は、別途送料をお知らせさせていただきます。

野菜などの詳細は、表面の「4」をご参照ください。

Aコースの野菜などは偶数月のみ（年 6回）、奇数月はお米のみのお届けとなります。

Cコースの野菜などは偶数月のみ（年 6回）、奇数月はお米のみのお届けとなります。

通信欄　

オプション
（野菜・名産品など）


