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パルシステムの『産直四原則』

白地に置く場合

JA こまち（秋田県）

こぼりよしもり

堀淑守さんは、パルシステムの予約

下、谷田部）
有機稲作研究部会長の小

しいこと」
。ＪＡつくば市谷田部（以

人がいるっていうのは、本当にうれ

予約して、収穫を心待ちにしてくれる

である ％を大幅に上回る、 ％の削

の 回。エコ・チャレンジの削減基準

約エコ・茨城こしひかり』ではたった

布回数が 回のところ、谷田部の『予

りません。地域の慣行栽培では農薬散

栽培基準を達成しているだけではあ

谷田部では、単にエコ・チャレンジ

「待っていてくれる人のために
がんばろうって思う」

JA 北いぶき（北海道）

米について笑顔でそう話します。

「オ レ た ち の 作 る 米 を 田 植 え 前 に

JAささかみ（新潟県）

JA 会津いいで（福島県）

JA つくば市谷田部（茨城県）

小堀淑守さん

「安心して食べられる米を作る、
その原動力になっているよ」

産地代表：ＪＡつくば市谷田部
有機稲作研究部会長

加。ここまで地域に環境保全型農業

の田んぼは、現在２倍近くにまで増

だった谷田部のエコ・チャレンジ米

２００１年には１３２ヘクタール

しているため、収穫量は慣行栽培のよ

よくして病害虫を防ぐなどの対策を

植える苗の本数を少なくし、風通しを

減を達成しているのです。そのぶん、

82

17

50

３

を広めた原動力こそ、「予約登録米」
の

したいのは安全性」
と、この栽培方法

うには上がりません。それでも、「優先

を続けています。

は、予約登録の数がどんどん増えて

ちだったとか。しかしここ２～３年

多くの売り場を求めたい」
という気持

る人のために、たくさん米を作りた

ありませんが、谷田部では「待ってい

が出なくなるという状況に変わりは

整（減反）の要請。違反すれば補助金

現在もなお続く、国からの生産調

いるため、その分エコ・チャレンジや

い」と、農協独自の助成制度を設け、

登録米をきっかけに、米づくりに対

米づくりに取り組んでいます。「予約

「収穫前の事前予約の制度だと、組

する考えも変わってきた。これから

りも拡大しています。

合員さんの期待の大きさが〝登録数〟

たいんだ」
。小堀さんは力を込めて、

も、このつながりを大切にしていき

そう話してくれました。

ちらの意識もやる気も高まるんだ」
（小堀さん）

という数値になって表れるから、こ

ふーどといった環境保全型の米づく

参加した７年前、きっかけは、「より

白地意外に置く場合

谷田部がふーど米の予約登録米に

存在だと小堀さんは言います。

（外枠のスミケイは任意ではずしても OK）
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録米・全産地紹介
4

JA みどりの（宮城県）

190314

3 普通精米

190331
190322

回目

『エコ・宮城ひとめぼれ 』

回目

2005年から、パルシステムに供給するすべて
のお米の種もみを、お湯で消毒する「温湯消
毒（おんとうしょうどく）
」へと切り替えたＪＡ
みどりの。湿地の保護に関する国際条約「ラ
ムサール条約」において、管内の田んぼが「水
鳥の生息のために重要な湿地のひとつ」とし
て認定されるなど、豊かな自然環境が自慢の
産地です。

無 洗 米

参考価格（08 年産供給価格）

2,000 円（本体 1,905 円） 5kg

注文番号

公開確認会の開催で、
農薬削減に高まる意欲。

2 普通精米
回目

無洗米

1

1

JA 北いぶき（北海道）

注文番号

東北屈指の米どころ。
豊かな自然環境が自慢。

今年も予約登録米の銘柄が出そろいました。
産地も品種も、規格もいろいろ。
産地紹介と生産者からのメッセージをお読みのうえ、
じっくり吟味して「わたしの米」を選んでください。
なお、注文番号は 4ページにもまとめて掲載しています、
こちらも併せてご覧ください。

『北海道ほしのゆめ』

無 洗 米

190730
190306

参考価格（08 年産供給価格）

1,730 円（本体 1,648 円） 5kg

大雪山系を源流とする石狩川の豊富な水と、川が
運ぶ肥沃な土に恵まれた、北海道有数の米どころ。
2005年に行った公開確認会※をきっかけに、産地
では農薬削減への意欲がいっそう高まっています。
※公開確認会とは：農畜産の産直現場を担う生産者
と、パルシステム組合員が産地で顔を合わせ、生産
の現場を確認、今後の課題を話し合う会

産地から

産地から

田んぼのまわりにハーブを植えて害虫

温湯消毒の始まりは、
組合員とのつながりが
きっかけです。

私たちの産地ではすべてのお米に温湯消
毒※をしています。きっかけは、2003 年
に冷害を受けたときに組合員の方々からい

い米作りをしています。そうして必要
のないものを減らすようになってか

ただいた災害見舞い金。そのお金で設備を

ら、田んぼに生き物が戻ってきました。

購入し、温湯消毒を始めたんです。重労働
でとても手間のかかる作業だけど、できる
だけ農薬を削減したおいしいお米で組合員
さんにご恩返ししたいと思ってます。

ハーブに囲まれながら
米を育てています。

から米を守るなど、農薬に頼りすぎな

今の時期は、どじょうやフナがいるな
かで米作りをしているんですよ。

JAみどりの
パルシステム米栽培研究会
会長 三神新さん

※『北海道ほしのゆめ』は気象条件等の理由から化学肥料を 1/2 以下に削減できないため「エコ・チャレ
ンジ栽培米」にはなりませんが、化学合成農薬をできるだけ減らした栽培を行っています。

※ 63℃程のお湯に約 5 分間、種もみを漬けることで病原菌を殺菌する方法

5

JA 庄内たがわ（山形県）

JA 津軽みらい（青森県）

注文番号
回目

3

『 エコ・庄内はえぬき』

無洗米

190616

参考価格（08 年産供給価格）

2,030

JA庄内たがわのある庄内町は「自然エネル
ギーの有効活用」で環境保全型農業に取り
組んでいます。田んぼの風車で発電した電
気を、地域の農業に利用。全国的に注目さ
れています。

回目

2

回目

4
※『胚芽米』の米袋は現在
制作中です

円（本体

1,934

円）

5kg
New!

胚芽米

190667

胚芽米

190721

2

注文番号

土作りに自信あり。
地元の畜産業と連携。

4 無洗米
回目

全国から注目を集める
環境保全型農業の先進地。

ＪＡ北いぶき
もせうしクリーン米生産協議会
会長 杉原憲行さん（写真右）

『エコ・青森つがるロマン』

193160

参考価格（08 年産供給価格）

1,850 円（本体 1,762 円） 5kg

2005年より予約登録米産地に加入。地元の
畜産業と連携して、有機質の肥料作りをする
など、資源循環型農業に努めています。20
年以上続いているパルシステム東京との産
地交流が米づくりを支えています。

（新商品のため）予定価格

1,230 円（本体 1,172 円） 3kg
産地から

産地から

農薬削減から子どもたちによる水路の

庄内は山から強い季節風がよく吹く土地。
稲の倒伏など大変な面もありますが、いい

空き缶拾いなど、町をあげて環境保全

庄内の強風を生かして、
お米を育てています。

こともあるんです。 それは風が強いと稲に
病気や害虫があまりつかないということ。

けられるのも予約米でうちのお米を
待ってくれてる人がいるからこそ。そ

だから、ここで農薬を抑えても、いもち病

れを励みに、安心して食べてもらえる

などにかかりにくいんですよ。この庄内特
有の強風を生かして農薬を削減したお米を、

よう地域みんなで取り組んでいます。

ＪＡ庄内たがわ
特栽米生産者協議会
会長 大瀧慶一さん

お届けします。

ＪＡ津軽みらい良質米生産部会
部会長 菊地幸正さん

JA 山形おきたま・JA庄内たがわ（山形県） 6
注文番号
回目

4 普通精米

『エコ・山形ササニシキ』

193151

参考価格（08 年産供給価格）

産地から

注文番号

めざすは「顔が見える米産地」
。
交流活動を積極的に開催。

『エコ・秋田あきたこまち』
秋田県南部の隣町同士にある両産地では、地
元の行政や生産者団体とともに「パルシステ
ム・秋田南部圏 食と農推進協議会」を設立し、
交流活動に力を入れています。

産地から

予約米登録で買い支えてもらえると、食べる人に
信頼されているって実感します。それは、
「安全で、
うまい米を育てなきゃ」っていうやる気にもつな
がるんですよ。おきたまは 2002 年から空中防除

食べる人との信頼が
あるからうまい米を
届けたいって思うんです。

うちの産地では農家ごとに毎年「お米
通信簿」を作っています。おいしさを
表す食味値や残留農薬検査などをもと
に、できたお米に点数を付けているん

を廃止に向けて動き出しました。そのきっかけは、

ですよ。来年もっといいお米にするに

公開確認会での組合員さんからの声。これからも

はどうしたらいいか相談して、お互い

がら米作りをしていきたいと思います。

ＪＡ山形おきたま
パルシステム米生産部会
部会長 工藤誠一さん

に磨き合っています。

2 普通精米

190349
190365

4 普通精米

190357
190373

“お米通信簿 ”
で
お互いに磨き合って
います。

ＪＡ秋田ふるさと里見有機米研究会
会長 佐々木正博さん

回目

1,980 円（本体 1,886 円） 5kg

四方を山に囲まれた盆地に位置するＪＡ山形
おきたまと、庄内平野のほぼ中心に広がるＪＡ
庄内たがわ。ここでは以前よりササニシキの
栽培が続けられていましたが、他品種の人気
に押され、栽培面積が減少していました。し
かし、根強い人気にこたえ、今年新規募集を
再開します。

JA 秋田ふるさと・JAこまち（秋田県） 3

回目

根強い人気の品種
このたび新規受付を再開！

予約米や交流を通じて、みなさんを近くに感じな

“待ってくれている
人がいる”ことが
大きな力になります。

型農業に取り組んでいます。それを続

無 洗 米

無 洗 米

参考価格（08 年産供給価格）

2,080 円（本体 1,981 円） 5kg

2009 年 4 月3回

２００９年予約登録
10

ふーど米・リレー産地

JA ささかみ・JA 北蒲みなみ（新潟県）

注文番号

190756

3

193186

回目

無洗米

3,180 円～ 3,680 円 5kg
（本体3,029 円～ 3,505 円）

190764

普通精米

参考価格（08 年産供給価格）

【ふーど米は、こんなお米です】
①微
 生物の力で、丈夫な根が育っています
長年にわたる土づくりで、多くの微生物が息づく田んぼを形成。
土の中の栄養分を吸収できる丈夫な根が育ち、米のおいしさを育
みます。

③除草剤は使わず、米ヌカや最新の除草機を導入しています
農薬に頼らない米づくりで、一番の難関が草取り。除草剤を
使う代わりに、米ヌカを田んぼにまいたり最新の除草機を導
入したりするなどの工夫をしています。

※「theふーど」は2009年5月3回に名称・
ロゴマークの変更を予定しています

広大な干拓地、大潟村よりお届け。

『大潟村あっこちゃん減』
『大潟村元気な稲穂
あっこちゃん有』
秋田県・八郎潟干拓地の広大な土地で育った
あきたこまち「あっこちゃん」
。産地交流やフ
ァームステイなど、長年交流を続けているコー
プやまなしのみのお届けです。

コープやまなしのみ

玄

193194

米

参考価格（08 年産供給価格）

2,980 円～ 3,480 円 5kg
2,839 円～ 3,315 円）

産直20数年で、
慣行栽培のほうが
珍しくなりました。

てています。慣行栽培のほうが珍

つがるロマン

秋田県

ＪＡこまち／ＪＡ秋田ふるさと／
大潟村産地会議

あきたこまち

山形県

ＪＡ庄内たがわ／庄内協同ファーム

こしひかり

宮城県

ＪＡみどりの

ひとめぼれ

新潟県

ＪＡささかみ／ＪＡえちご上越／
謙信の郷

こしひかり

栃木県

日本の稲作を守る会

こしひかり

茨城県

ＪＡつくば市谷田部

こしひかり

千葉県

ちば緑耕舎

こしひかり

JA 佐久浅間（長野県） 11
風通しのよい高原の気候が
農薬の削減を手助け。

120g

2,430 円（本体 2,315 円） 20×袋

※『発芽玄米』は、JA ささかみのみからの
お届けです

でも、お互いを理解して長くつき
合っていきたいですね。

8

注文番号

東北の米どころ、会津から。
産直米の新しい仲間です。

1

『エコ・会津こしひかり』

普通精米

190748

参考価格（08 年産供給価格）

2,100 円（本体 2,000 円） 5kg

昨年から産直取引を開始し、予約登録米産地
にも加わったJA会津いいで（福島県）
。東北の
いいで
米どころ、会津の北西部に位置し、霊峰「飯豊
山」からの雪どけ水と盆地特有の寒暖の差が
稲作に適しています。

産地から
昨年から産直取引を開始しました。組合員

『長野こしひかり』
長野県東部の高原地域、佐久平一帯に位置す
るJA佐久浅間。千曲川が支流を集めて肥沃な
耕地を形成し、化学合成農薬を削減した米づ
くりを可能にしています。

パルシステム東京のみ
※商品規格・注文番号は、４ページをご覧ください

から直接反応をいただくのは初めての経
験。子どもから「ごはんがおいしい！」と
てうれしくて。今年の米作りにますます力
が入ります。産直産地としてまだまだ「新
米」ですが、甘く粘りのある会津の新米を
お届できるようがんばります。

『エコ・秋田あきたこまち
（無洗米）
』
450ｇ
（ＪＡこまち・
ＪＡ秋田ふるさと）

JAつくば市谷田部（茨城県） 9
注文番号

2001 年より空中防除を中止。
安全で品質のよい米作りを。

4 普通精米

『エコ・茨城こしひかり』

「安全なのはもちろん、おいしい米づくり
を」がモットー。堆肥を土に入れるのは、

生産者全員が
気持ちをひとつに
米づくりをしています。

います。生産者全員がこのルールを守り、

『北海道ほしのゆめ
（ＪＡ北いぶき）
（無洗米）
』450ｇ

栽培記録の管理も徹底。パルシステムと
の 20 年以上の深いつながりが、生産者全
員の気持ちをひとつにしているんです。

190632
190624

2,000 円（本体 1,905 円） 5kg

産地から

ことで苗を鍛え、食味のよさを追求して
あっさりとした味わいで、
人気上昇中！

無 洗 米

参考価格（08 年産供給価格）

関東平野の温暖な気候と豊富な水に恵まれ、
米作りに最適な環境のJAつくば市谷田部。こ
の地区では2001年から薬剤の空中防除を中
止しました。さらに平野部で病害虫の発生が
少ないという地の利を生かし、稲作における
農薬使用成分回数を3回までに抑えるなど、高
い栽培レベルを実現しています。

苗を植える前の一度だけ。追肥をしない

101 予約米お試し

ＪＡ会津いいで
有機の里栽培グループ
代表 大八木孝さん

回目

ほどよい粘りと甘みが魅力。

組合員さんの言葉に、
決意を新たにしています。

言われた、など一つひとつの声がうれしく

お試
少量セし
ット

『ふーどの数量限定
（大潟村産地会議）
無洗米』450ｇ

※4月3回の注文用紙でご注文ください

193208

JA 会津いいで（福島県）

ＪＡ津軽みらい

化学合成農薬と化学肥料、
いずれも使わずに育ちました！

本体

発芽玄米

参考価格（08 年産供給価格）

と思います。厳しい経済状況下

リレー産地一覧（予定）
青森県

予約米お試し3銘柄セット

720 円( 686 円)

193143

※「ふーど」ブランドリニューアルにともない、
09年産の米袋は変更となります

コチラ
！

450ｇ×3

無洗米

1,468 円（本体 1,399 円） 3kg
2

ＪＡささかみ
きた努力と、支えてくださる組合 ささかみ米産直部会
部会長
員さんによって実現したことだ
渡辺忠雄さん

193135

参考価格（08 年産供給価格）

しくなっているんです。継続して

は

３銘柄セット

3

無洗米

（本体

※商品規格・注文番号は、４ページをご覧ください

予約米を3銘柄、少量ずつセットにし
た『お試し3銘柄セット』
。今年もお手
ごろ価格でお届けします。初めて予約
米の登録をお考えの方には、とくにオ
ススメ。銘柄決定の参考にどうぞ！

1

回目

④農薬や化学肥料の飛散・流入防止にも配慮しています
周囲の田んぼから農薬や化学肥料が入り込むことを防ぐた
め、田んぼ選びそのものから配慮を行う対策をしています。

回目

②病気や虫は、
「退治」ではなく「共存」します
生き物を完全に「退治」するのではなく、多少の収量減を認
めながらさまざまな虫や生物がバランスよく共存する環境
づくりを重視することで病害虫の発生を抑えています。

4

2,430 円（本体 2,315 円） 5kg

回目

1,960 円～ 2,218 円 3kg
1,867 円～ 2,113 円）

を、
「エコ・チャレンジ栽培」
で育

190560
193119
190578
193127

参考価格（08 年産供給価格）

産地から
年。今では全体の半分以上のお米

無 洗 米

回目

回目

4

3 普通精米

産直の草分けJAささかみと、１９９８年に起
きたささかみの水害をサポートする形で取引
を開始したJA北蒲みなみ。組合員との深い
信頼関係はもちろん、お米のおいしさにも定
評があります。

産直の取り組みをはじめて20数

（本体

12

『 エコ・新潟こしひかり』

無 洗 米

回目

参考価格（08 年産供給価格）

1 普通精米

回目

2 普通精米
回目

パルシステムでは、有機栽培あるいは有機
栽培に準ずるものを「ふーどの農産物」と
して定義しています。
「有機栽培」とは、新
ＪＡＳ法で制定されているとおり、化学肥
料や化学合成農薬を使わずに継続的に生
産された農産物のこと。高温多湿で、しか
もさまざまな農法の田畑が入り組みがちな
狭い国土という日本の農地環境のなかで
この条件をクリアするためには、多くの手
間ひまと高い栽培技術が要求されます。

オーリア21
（大潟村産地会議）

193178

回目

多くの手間と高い栽培技術が育てた米

（秋田県）

無洗米

1

『 ふーどの数量限定米』
『 ふーどの数量限定玄米』

注文番号

長年の絆が育てる安心でうまい米。

回目

農薬や化学肥料を使わず、
多くの難関をクリアしたお米です。

7

JA つくば市谷田部
有機稲作研究部会（茨城県）
部会長 小堀淑守さん

2009 年 4 月3回

注文番号一覧

お申し込み期間は

4月3回～5月4回まで。
2008年産参考価格

産地名

注文番号

1

JA北いぶき

190730
190306

予約北海道ほしのゆめ（2回目）５kg

2

JA津軽みらい

193160

予約エコ・青森つがるロマン無洗米（4回目）５kg

190349
190357
190365
190373
190331
190314
190322
190616
190667
190721

予約エコ・秋田あきたこまち（2回目）５kg

JA山形おきたま・
JA庄内たがわ

193151

予約エコ・山形ササニシキ（4回目）５kg
予約エコ・新潟こしひかり（1回目）５kg

JAささかみ・
JA北蒲みなみ

190560
190578
193119
193127
193135
193143

JAささかみ

193208

予約エコ・発芽玄米新潟こしひかり（2回目）
120g×20袋

2,430円(本体2,315円)

8

JA会津いいで

190748

予約エコ・会津こしひかり（1回目）５kg

2,100円(本体2,000円)

9

JAつくば市谷田部

JA秋田ふるさと・
JAこまち

3

4

JAみどりの

5

JA庄内たがわ

6

7

190632
190624
193178
リレー産地
（予定）
190756
ＪＡ津軽みらい／ＪＡこまち
ＪＡ秋田ふるさと
193186
大潟村産地会議

10

ＪＡ庄内たがわ
庄内協同ファーム
ＪＡみどりの／ＪＡささかみ
ＪＡえちご上越／謙信の郷
日本の稲作を守る会
ＪＡつくば市谷田部
ちば緑耕舎

JA佐久浅間

11

[パルシステム東京のみ]

12 オーリア21

[コープやまなしのみ]

ご注意
ください

（4月現在）

予約北海道ほしのゆめ無洗米（2回目）５kg

予約エコ・秋田あきたこまち（4回目）５kg
予約エコ・秋田あきたこまち無洗米（2回目）５kg

1,730円(本体1,648円)
1,850円(本体1,762円)

2,080円(本体1,981円)

予約エコ・秋田あきたこまち無洗米（4回目）５kg

2,000円(本体1,905円)

予約エコ・宮城ひとめぼれ無洗米（3回目）５kg
予約エコ・庄内はえぬき無洗米（3回目）５kg

2,030円(本体1,934円)

予約エコ・庄内はえぬき（胚芽米）（2回目）3kg

1,230円(本体1,172円)

予約エコ・庄内はえぬき（胚芽米）（4回目）3kg

※新商品のため予定価格

1,980円(本体1,886円)

予約エコ・新潟こしひかり（3回目）５kg
予約エコ・新潟こしひかり無洗米（1回目）５kg

2,430円(本体2,315円)

予約エコ・新潟こしひかり無洗米（3回目）５kg
予約エコ・新潟こしひかり無洗米（1回目）3kg
予約エコ・新潟こしひかり無洗米（3回目）3kg

予約エコ・茨城こしひかり（4回目）５kg
予約エコ・茨城こしひかり無洗米（4回目）５kg
ふーどの数量限定無洗米（1回目）５kg

1,468円(本体1,399円)

2,000円(本体1,905円)
3,180〜3,680円

ふーどの数量限定米（2回目）５kg

(本体3,029〜3,505円)

ふーどの数量限定無洗米（3回目）５kg

190764

ふーどの数量限定米（４回目）3kg

1,960〜2,218円

193194

ふーどの数量限定玄米（４回目）５kg

2,980〜3,480円

193216
193224
193232
193241
193259
193267
190641
190659

予約白米長野こしひかり（1回目）５kg

(本体1,867〜2,113円)

(本体2,839〜3,315円)

2,350円(本体2,239円)

予約七分米長野こしひかり（1回目）５kg
５kg

３週目大潟村あっこちゃん減

５kg

2,289円(本体2,180円)

１週目大潟村元気な稲穂あっこちゃん有

５kg

３週目大潟村元気な稲穂あっこちゃん有

５kg

１週目大潟村あっこちゃん減（無洗米）５kg
３週目大潟村あっこちゃん減（無洗米）５kg

3,213円(本体3,060円)
2,289円(本体2,180円)

今年もこんな特典が…！

１「お米カレンダー」
プレゼント

今年のテーマは「産地自慢の農風景」！
予約米産地の四季が感じられます。
2007年より予約登録者全員に配布している「お
米カレンダー」
。今
年は生産者が自信
をもってオススメす
る、四季折々の農風
景を収めています。
あなたの登録産地
も写っているかも！
▲2009年版お米カレンダー
「田しごと十二か月」

2

その

予約継続＆4月3回で
お申し込みの方は

「バケツ稲」優先購入権！

昨年は抽選の「バケツ稲」
。
予約米登録で、優先的に購入できます！
昨年、5000セットの限定数
に対し、なんと約１万2千件
もの利用申込みがあった
「バ
ケツ稲セット」
。今年は予約
米に登録した方に、優先的
にお届けすることに。ベラ
ンダや庭で、米づくりを“体
感”してください。

1

そのほかにも、
報が…。
さまざまな情
●「田んぼ通信」発行
農作業や稲の生育の様子をお伝えする
「田んぼ通信」を発行。登録産地の米づ
くりの様子がわかります。

●「お米生産者と話そう！」

交流会開催
予約米生産者と実際に会って話ができ
る交流会を開催。日ごろはなかなかで
きない意見交換ができます。

注文する（4月3回～5月4回まで）

前ページまでの産地紹介と表を参考に、
①産地 ②銘柄 ③お届け回 ④規格
（量） ⑤精米方法 を選び、注文番号を
注文用紙の6ケタ欄にご記入ください。
とくに注意したいのは、お届けの「回」
。
定期的なお届けになりますので、ご都合
のよい回をお選びください。

2

予約エコ・宮城ひとめぼれ（3回目）５kg
予約エコ・宮城ひとめぼれ無洗米（1回目）５kg

STEP

STEP

●予約登録米は、作柄や収穫量などの状況を一定考慮しながら産地、卸と価格を決定しています。表の価格はあくまでも参考です。変更になる場合もありますので
ご了承ください。●予約登録米は新規加入8週連続特典の値引き対象商品ではありません。●インターネットでご注文の場合は
「注文番号記入」
でお申し込みくださ
い。●1回目の商品は
「11月1回」、
2回目の商品は
「11月2回」、
3回目の商品は
「10月3回」、
4回目の商品は
「10月4回」
からのお届け開始となります。●お届け回
「5回目」
でのお届けはありません。●2008年産予約登録米をご登録いただいている方には、
今回継続のお知らせのチラシも配布しています。併せてご覧ください。

予約米登録者には

その

商品名・お届け回・規格

１週目大潟村あっこちゃん減

お申し込みからお届けまでの流れ

各産地は化学合成農薬、化学肥料にできる
だけ頼らない環境保全型の米づくりを実施

この時期は、各産地がそれぞれの目標
に沿って、化学合成農薬にできる限り
頼らない米づくりに努力を重ねます。
配達開始までの間は、カタログ紙面の
お米を利用するなどで、産地を応援し
てください。

STEP

3

配達時期の確認

9月ごろ、お届け明細書を通じて改め
て予約の確認をするとともに、配達開
始のタイミングをお知らせ。待ってい
たぶん、米の収穫までにいかに時間が
必要かが、実感できるはずです。

STEP

4

お届け開始！

いよいよ、お届けの開始。ここから約1
年間、定期的に予約登録米をお届けし
ます。ぜひ、登録からお届けまでの米
づくりの一年を思いながら食べてみて
ください。

初めての方のための予約米

Q

A

Q&A

予約米って、
どこが違うの？
栽培内容がはっきり確認できる、
安全性の高いお米です。

予約登録米では、化学合成農薬や化学肥料をできる限り減らし
て栽培されたお米のみをお届けしています。その多くはエコ・チャ
レンジの基準をクリアしており、それが難しい場合にも化学合成
農薬を地域の慣行栽培の半分以下に抑えるなどの努力をしていま
す。各産地の農薬・化学肥料削減の使用や削減状況の詳細につい
ては、
（株）
ジーピーエスホームページ「ファーマーズネット」
よりご覧
いただけます（http://www.farmersnet.net）。

Q

A

いつから、
どのように届くの？
今年の新米収穫時から、ご登録の
「回」に定期的にお届けします。

今回ご登録いただいた方に「予約登録米」が届くのは、今年の新
米が収穫される10月中旬ごろから。以降およそ１年間、ご登録いた
だいた「お届け回」に、定期的にお米をお届けします。
定期利用の登録だから、毎回注文する必要はナシ。
「注文忘れで
お米を切らした！」
という心配もありません。

Q

A

途中解約・
変更はできる？
登録を支えに栽培を行っているため、
やむを得ない場合を除き解約や変更は
お受けしていません。

予約登録米を供給する生産者が栽培の目安のひとつにしてい
るのは、他ならぬ「登録」という約束。そのため、一度予約登録を
した場合、その年の契約が終わるまで解約いただくことは難しい
のが現状です。
長期旅行などの場合でやむを得ず配達を一時休止したい場合
などは、各センターまでお問い合わせください。

more info > http://www.farmersnet.net

