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いるま野農産物 販売促進キャラクター
「いるま野 とれ蔵」
農産物直売所

春春春春春春春春春春春春春春春のお彼岸特集
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作　り　方

いちご ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4つ程（お好みで）
A-COOPむしパンミックス（※） ・・・・・・・・・・・・ 200g
★卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
★砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30g
★牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50cc
★サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3

● 材料
紙カップMサイズ（直径55mm×高さ50mm) 8個分

※A-COOPむしパンミックス（白）はJA直売所で販売しております。

❶いちごを縦に薄く切り、水気をよくふき取る。
❷ボウルに★を全て入れて混ぜ、A-COOPむしパ
ンミックス（白）を加えて混ぜる。
❸カップの3分の１くらいまで生地を入れ、台の上
に軽く落として空気を抜き、切ったいちごを表面
に乗せる。
❹電子レンジ（500Wの場合）で2分半ほど加熱
し、竹串を刺して生地がついて来なければ、冷
まして完成！

電子レンジの加熱時間は機種等によっ
て異なりますので調節してください。

ワンポイント
アドバイス

いちごのカップむしケーキ

とても甘く
色鮮やかさが自慢です。

シャリシャリ食感と
甘酸っぱさが魅力。

お供え用
果実盛り
販売

果実盛り6種

とちおとめ
1パック

850円（税込）

500円（税込）
サンふじ
1箱（約3kg）※多少キズあり

倍

広告期間中の

6日間は
ポイント

●各直売所の営業時間・定休日は
　裏面をご覧ください。
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豊富な品揃えです

お彼岸用切り花

円円円円円円円円円円円
（税込）（税込）（税込）（税込）（税込）

「春野菜」出始めました。
1,100円（税込）

直送で入荷しました
。

直送で入荷しました
。

産地の
JAから
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長期キャンペーン

期間：2019年8月まで

お米を続けて買ってたくさん得しちゃおう！！
１回のご購入（５kg以上）で１スタンプ
３つ集めると何かもらえる‼
 キャンペーン対象商品
JAいるま野取り扱いの
お米全商品
（精米・玄米５kg以上）
※スタンプは１日１回とさせていただきます。

いるま野のお米は、鮮度が違う。
JAカントリーエレベーターで乾燥調整（冷風仕上げ）され、籾のまま（新鮮なまま）
低温貯蔵によりお米を眠らせることで、一年中おいしいお米をお届けします。

徹底した鮮度管理でおいしいお米
JAいるま野鮮度米

いるま野
彩のきずな
5kg精米

1,940円
（税込）

いるま野
コシヒカリ
5kg精米

1,990円
（税込）

坂戸農産物直売所
〒350-0214 坂戸市千代田1-4-14
TEL.049-281-1581
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】火曜日

所沢西農産物直売所
〒359-1146 所沢市小手指南2-14-3
TEL.04-2948-9188
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】水曜日

あぐれっしゅ川越
〒350-0853 川越市城下町45-3
TEL.049-227-0831
【営業時間】9:00～ 17:30
【定休日】第 3水曜日（祝日の場合は営業）

鶴ヶ島農産物直売センター
〒350-2223 鶴ヶ島市大字高倉84-1
TEL.049-285-3433
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】金曜日　※3/22（金）臨時営業いたします。

入間農産物直売所
〒358-0026 入間市小谷田4-6-11
TEL.04-2964-5311
【営業時間】9:00～ 17:00
【定休日】日曜日

あぐれっしゅふじみ野
〒356-0056 ふじみ野市うれし野2-4-1
TEL.049-263-5637
【営業時間】9:30～18:30（3月～9月）
【定休日】第 3水曜日（祝日の場合は営業）

毛呂山農産物直売所
〒350-0465 入間郡毛呂山町大字岩井西2-23-1 
TEL.049-295-3008
【営業時間】9:30～17:00
【定休日】水曜日

飯能農産物直売所
〒357-0025　飯能市栄町 10-10
TEL.042-973-8770
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】火曜日（祝日の場合は営業）

あぐれっしゅ日高中央
〒350-1236 日高市猿田 77-1
TEL.042-989-9161
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】水曜日（祝日の場合は営業）

越生農産物直売所
〒350-0412 入間郡越生町大字西和田45
TEL.049-292-7382
【営業時間】9:30～17:00
【定休日】水曜日

高萩南農産物直売所
〒350-1226 日高市中沢 189-1
TEL.042-989-9574
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】月曜日（祝日の場合は営業）

あぐれっしゅげんき村
〒350-1312 狭山市大字堀兼2085-1
TEL.04-2957-0831
【営業時間】9:30～17:30（10月～3月）
【定休日】第 3水曜日（祝日の場合は営業）

松井農産物直売所
〒359-0025 所沢市上安松1298
TEL.04-2968-5671
【営業時間】9:00～17:00
【定休日】第 3水曜日（祝日の場合は営業）

いるマルシェ
〒354-8560 富士見市山室1-1313
TEL.049-257-6541
【営業時間】10:00～21:00
【定休日】年中無休（ららぽーと富士見に準じて年1日の休業あり）

torezou

彩のきずな販売中

4月頃より各店舗にて

開催します。予 告
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プレ
ミア
ムテ
ィー
バッ
グ（
2g
×2
0袋
）

※お
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様
1点
限り
、な
くな
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了

割
引
券通常価格 540円（税込）を、

この割引券をご持参いただくと

2g×20袋

割引券を切り取ってご使用ください▶ るま
野 
狭山
茶

るま
野 
狭山
茶

2g×202g×202g×20袋袋袋袋袋
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JAいるま野 狭山茶
プレミアムティーバッグ
特別販売

3割引にて販売いたします！●詳細につきましては各店舗にお問い合わせください。

お近くのJA・ファーマーズマー
ケットを登録すると、あなたに
ぴったりのお得な情報を、続々
配信。気になったニュースは「みっ
け」しておけば、いつでも読み返
せるからとっても便利！

100種類を超える野菜・果物が
収録された『旬の食材辞典』に
は、毎日の食事に役立つ情報が
たくさん！ボタン一つでその時に
旬な食材の、様々な情報がわか
ります。

地元生産者が愛情込めて育てました。

JAいるま野 直売所からのお知らせ

地場産野菜を中心に５種
の野菜（小松菜、キャベ
ツ、チンゲン菜、セロリ、
パセリ）を使用した鮮や
かな緑色のスムージーで
す。リンゴを加えること
で甘味のある飲みやすい
味になっています。

地場産のにんじんを使用
し、色鮮やかなスムー
ジー。オレンジを加えて
いるので、程よい酸味が
感じられ、さっぱりと爽
やかな味わいです。にん
じんの風味が感じられる
スムージーです。

「JAいるま野」＆「レタスクラブ」が
共同開発した新商品、
お野菜スムージーが登場！

グリーンスムージー

320円（税込）

フレッシュにんじん
スムージー

280円（税込）

地場産の新鮮な菜の花を使用した
季節感たっぷりのあぐれっしゅふじ
み野オリジナル商品。
季節限定の商品につき、是非この
機会にお求めください。

人気の「菜の花ちらし」
（数量限定販売）

新鮮な地場野菜を取り揃えて
皆様のお越しをお待ちしております。
下記の店舗は広告期間中、
休まず営業いたします。

 菜の花ちらし
（小）348円（税込）（大）648円（税込）

「JAいるま野」＆「レタスクラブ」が

あぐれっしゅ日高中央

「高麗手づくり田舎まんじゅう」は、
直売所併設の加工室で餡から手づ
くりのため、数に限りがあり午前
中に売り切れる日もある人気商品
です。（販売日：金・土・日の３日間）
特に栗の収穫期には、開店前から
栗入りの「栗まんじゅう」を買い求
めるお客様で行列ができます。

高麗手づくり田舎まんじゅう
３個入り 325円（税込）

あぐれっしゅふじみ野

今だから食べておきたい！

あぐれっしゅ
げんき村

あぐれっしゅ日高中央あぐれっしゅ日高中央

あぐれっしゅふじみ野あぐれっしゅふじみ野


