
（有）中谷農場 

〒523-0802 滋賀県近江八幡市大中町 484   電話：   0120-853-557 FAX：0748-32-1919 

ホームページ： http://www.nakatani-farm.jp   Ｅメール：info@nakatani-farm.jp 

 
お客様へ 

 

令和元年産・新米発売に関するご案内 
 

平素は中谷農場をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

中谷農場は近隣の農家さんと協力して、同じ栽培基準でお米を生産し、販売しています。 

すべて滋賀県の「環境こだわり農産物」の認証を受けた、安心・安全な低農薬栽培米です。 

中谷農場自身では無農薬・無化学肥料栽培（JAS有機栽培米）のお米も作っています。 

まだ収穫高は多くありませんが、年々ほ場を増やして生産量を上げたいと思っております。 

しかし、農薬を一切使わない為に、管理に大変手間がかかります。それでも安全なお米をお

届けしたい一心で毎日がんばっております。数に限りがございますが、是非一度ご賞味下さい。 

又、割引対象外商品ですが「滋賀羽二重糯」もち米のご予約も同時にお受けさせていただき

ます。例年 12 月中旬には完売してしまいますので、この機会に是非ご予約下さい。 

お米は収穫が終わり次第、順次新米の販売を開始いたします。令和元年産のお米も、ぜひご

予約いただきますようお願い申し上げます。発売開始予定時期につきましては、別紙の「価格

表」でご確認ください。 

尚、本年度より『軽減税率制度』に伴い、全ての価格を『税抜価格』とさせていただいてお

ります。その為商品の価格、送料、手数料などの見直しと変更、伝票(納品書・請求書)等も『税

抜価格』に変更させていただいておりますのでご了承ください。 

★ お断り ★ 

1. 毎年美味しいお米が採れるよう励んでおりますが、お米の価格、食味や品質は、その年の

生育時の天候により大きく左右されます。この点なにとぞご了承ください。 

2. 運送会社は「日本郵便」ゆうパックのみでお届けいたします。 

3. 新米発売時はご注文が集中するため、お届けまでに通常より少しお時間をいただくことが

あります。余裕を持ってご注文をお願いいたします。 

4. 発送は、17:00までにいただいたご注文は翌営業日出荷、17:00以降のご注文は、翌々

営業日出荷とさせていただいております。当日の発送やお引取りはお受け出来ませんので、

ご了承ください。 

5. 勝手ながら、前回ご注文分のご入金を確認してから商品を出荷させていただいております。 

なにとぞご理解ください。 

6. 今年度もお米の年間予約や定期発送を承ります。年間ご予約をいただきますと、お米が 

お得な 10％引き価格となります。ご予約の詳細は裏面のご案内をご覧ください。 

※ご予約のお申し込み受付は元年 8 月 31 日到着分までです。お申し込みが収穫高を超える品

種につきましては抽選して決定させていただきます。また、収穫の状況によっては、ご予約

内容のご変更をお願いすることがあります。 

ご不明な点などがございましたら、何なりとご遠慮なくお問い合わせください。



 

 

 お米の年間ご予約と定期発送について 

年間ご予約をいただくと、お米のお代金が、ご注文毎に 10%引き価格になり、郵便局の振替用紙で

のご入金手数料も無料と大変お得です。又本年度は、令和記念として、ご予約いただいたお客様、先着

500 名様に、かわいいスタンドしゃもじをプレゼントさせていただきますので是非ご予約下さい。お

申し込みに当たっては、下記の内容及び「令和元年産米 年間ご予約のお申込書」をご確認ください。 

 

 

１． お申し込みは、別紙の黄色い用紙「令和元年産米 年間ご予約のお申込書」にご記入頂き、 

「返信用封筒」に入れてご郵送いただくか、FAX又はメールでお送りください。申込書はホー

ムページからも(PDF/Excel)ダウンロードしていただけます。尚、10月より定形郵便料が値上

され、現在 82 円で送れる封書が 84円になりますのでご注意ください。 

２． 1 品種につき 20kg以上 1 世帯様 3 種類まででお願いします。 

数量の上限はありませんが、収穫量によっては変更をお願いすることがあります。  

※ただし、定期出荷の対象は 1 品種のみとさせていただきます。 

３． 来年（令和２年）8月末までにお届けが完了できるよう、数量をご検討ください。 

４． ご予約の確定は収穫後おハガキにてお知らせいたします。 

５． お届け方法（随時発送/一括発送/定期発送）をご指定いただけます。 

６． 『玄米』でお取り置きし、『玄米』、『白米』、『無洗米』のいずれでもお届けします。 

７． 商品代金は、お米をお届けの都度お支払いください。（一括払いではありません。） 

８． ご予約品種と数量の変更について。お客様のご都合による品種のご変更は、できる限りご容赦く

ださい。ご予約前に少量でお試しいただくことをお勧めいたします。追加については、在庫が

ある場合は承ります。 

定期発送について 

ご予約のお米を、「毎月」か「隔月」に自動的に発送いたします。 

１． 「令和元年産米 年間ご予約のお申込書」の②『お届け方法などを選んで・・・』欄に 

記入してお申し込みください。 

２． 毎月の出荷日は弊社で決定させていただきます。（収穫後にお知らせいたします。） 

３． お届け数量のご変更やお休みも承ります。（出荷日の 2 営業日前までにご連絡ください。） 

◆お支払いについてのお願い◆ 

・必ず、次の出荷予定日までに前回分のご入金をお願いいたします。 

前回ご利用分のご入金が確認できない場合は、ご入金を待ってからの出荷となり、お米のお届け

が遅れてしまいます。なお、ご入金の遅延が重なりますと、代金引換もしくは随時出荷に切り

替えさせていただくこととなります。あらかじめご了承ください。 

・定期出荷ではご注文が発生しないため、「クレジット払い」はご利用いただけません。 

「クレジット払い」をご希望の方は、定期出荷ではなく「随時出荷」をお選びいただき、 

お手数ですが、弊社 Web サイトから随時ご注文をお願いいたします。 

ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。中谷農場と周辺農家グループでは、

皆様に安心・安全でおいしいお米を安定してお届けできるよう、これからも励んで参りますので 

どうぞ宜しくお願い致します。                                     中谷農場 従業員一同 
 



令和元年度 中谷農場 商品価格表(税抜) 

単位 玄米 白米

5kg 2,700 2,950

10kg 5,400 5,900

5kg 2,950 3,200

10kg 5,900 6,400

2kg 1,460

5kg 3,100

単位 玄米 白米

5kg 1,700 1,950

10kg 3,400 3,900

5kg 1,850 2,100

10kg 3,700 4,200

5kg 2,000 2,250

10kg 4,000 4,500

5kg 1,700 1,950

10kg 3,400 3,900

5kg 1,700 1,950

10kg 3,400 3,900

5kg 1,700 1,950

10kg 3,400 3,900

5kg 1,650 1,900

10kg 3,300 3,800

5kg 1,700 1,950

10kg 3,400 3,900

1kg 580 630

3kg 1,350 1,500

5kg 2,200 2,450

10kg 4,200 4,700

9月

中旬

予定

3,250

予定

9月

下旬

9月

下旬

無洗米

他のお米に比べてお米が白いので、この名がつけられました。低アミロース

米で、『コシヒカリ』よりもさらに粘りが強く、モチモチとした食感のお米です。

そのため、冷めても硬くなりにくいのが特長です。また、他のお米と混ぜるこ

とで、一層そのお米の味を引き立てるという特性も持っています。

4,000

640

※にこまる・ハナエチゼンは収穫量が少ない為「ご予約対象外商品」ですのでご了承ください。

4,800

10月

中旬

2,500 ・きめが非常に細かく粘りが強くのびがとても良いのが特長

・もち米の中でも最高級として高い評価を受けている

〈滋賀県特産品種〉

環境こだわり米

滋賀羽二重糯

*もち米*

1,530

『コシヒカリ』をもとに滋賀県で育成されたお米です。食生活が多様化する

日本の食卓に合わせて、どんな料理にも合うお米として開発されました。

ややあっさりした食味ですが、それでいてほどよい粘りとほのかな香りがあり

ます。おかずの味を引き立ててくれる、食べ飽きないお米です。

8月

下旬

2,000

10月

上旬

【環境こだわり米(もち米)・滋賀羽二重糯】＊農薬・化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培したもち米＊

2,000

4,000

1,950

3,900

環境こだわり米

日本晴

3,000

4,000

4,000

6,500

9月

下旬

2,300

2,000

【JAS有機米】＊JAS有機の認証を受けた農薬・化学肥料を一切使用せずに栽培したお米＊

品種 特徴無洗米

JAS有機米

ミルキークイーン

4,300

2,000

JAS有機米

〈巨大胚芽米〉

はいごころ

玄米限定

胚芽が通常品種の2～3倍ほどもある特殊なお米で、胚芽の持つ栄養素

GABA（ギャバ）も通常品種の約2～3倍多く含みまず。GABAには血

圧調整作用や精神安定作用があると言われています。粘りが強いので、

混ぜご飯や炊き込みご飯にもよく合います。

他のお米に比べてお米が白いので、この名がつけられました。低アミロース

米で、『コシヒカリ』よりもさらに粘りが強く、モチモチとした食感のお米です。

そのため、冷めても硬くなりにくいのが特長です。また、他のお米と混ぜるこ

とで、一層そのお米の味を引き立てるという特性も持っています。4,600

環境こだわり米

コシヒカリ

日本各地で栽培されており、知名度･人気ともに１番のお米です。炊き

上がりはつやつやとして、お米らしい、いい香りがします。モチモチとした食感

で、粘りと歯ごたえがあり、かむほどに甘みが出ます。つや・香り・粘り・甘み

のバランスがとてもいいお米です。

環境こだわり米

ミルキークイーン

9月

下旬

9月

下旬

2,150

JAS有機米

コシヒカリ

｢コシヒカリ」は、炊き上がりがつやつやとして、お米らしい、いい香りがしま

す。食感はモチモチとしていて粘りと歯ごたえがありかむほどに甘みが出ま

す。つや・香り・粘り・甘みのバランスがとてもいいお米です。6,000

滋賀県で開発され、『ゆたかな水にかがやく実り』をキャッチフレーズに、25

年から一斉に栽培が開始されました。粒は大きい方ではありませんが、炊

き上がりは白くつややかで、ふっくらと丸みがあります。適度な粘りと甘味も

あって、冷めても美味しく、航空機の機内食でも使われています。

10月

下旬

【環境こだわり米】＊農薬・化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培したお米＊

品種 特徴

〈滋賀県特産品種〉

環境こだわり米

みずかがみ

環境こだわり米

キヌヒカリ

炊き上がりが絹のように白く、美しい光沢があるお米です。『コシヒカリ』より

粘りは少なくあっさり目ですが、やさしい口当たりでとても食べやすいお米で

す。“ふだん使い”のお米として、常に人気があります。『コシヒカリ』では味や

粘りが強すぎると感じられる方は、一度お試しください。

〈滋賀県特産品種〉

環境こだわり米

秋の詩

10月

上旬

※値引対象外商品　【もち米です】

※うるち米とは単価設定が異なりますのでご了承ください。
10月

中旬

今では生産者も少なく、希少なお米となりましたが、根強いファンが多いお

米でもあります。粘りが少なく硬めで、とてもさっぱりとした食感のお米で

す。年間を通じて味が落ちにくく、味にクセがないので飽きないのも特長で

す。お寿司やカレー、お茶漬けにも、とてもよく合います。

環境こだわり米

にこまる

暑さに強い品種として開発された新しい品種のお米で、24年度から新た

に滋賀県の銘柄米となりました。粒が丸く、おいしくて笑顔がこぼれるお米

というイメージから命名されました。食味はコシヒカリに似ていて、粘りが強く

しっかりした食感でありながらも、ふっくらと炊き上がります。

環境こだわり米

ハナエチゼン

その年1番に新米として登場する極早生（ごくわせ）品種です。どちらか

というとさっぱりした食味のお米ですが、『日本晴』に比べると軟らかく、ふっく

らと炊き上がり適度な甘みや旨みもあります。新米の美味しさを一番に伝

えてくれるお米です。

2,000

4,000

※価格は税抜表示です。



単位 価格 単位 販売予定 販売予定

300g
400

(税抜)
300g

300

(税抜)
10月下旬

【うるち・米粉】＊うるち米100%の米粉＊ 【もち・米粉】＊滋賀羽二重糯100%の米粉＊

単位 価格 単位 価格 販売予定

1kg
500

(税抜)
1kg

700

(税抜)
10月下旬

単位 価格

500g

〈約10個〉

500

(税抜)

品種

品種

10月下旬

販売予定

JAS有機米・黒米

さよむらさき

【黒米】＊古代米＊

近江の黒米

品種

もち米粉

販売予定

10月下旬

品種

《JAS有機米・無農薬》

 ・農薬・化学肥料を一切使用せずに栽培したお米

 ・もち米の一種でモチモチプチプチとした食感が特徴

 ・白米に１割程度混ぜて炊くと鮮やかな紫色になる

【鏡もちのご注文も承ります】※ご予約のみ

単価・サイズ等は直接お問い合わせください。

うるち米粉

品種 販売予定

【冬季限定/ お正月用餅】＊滋賀羽二重糯100%＊

※自社で製粉していますのでお届けにお時間を頂きます。

  パン・ケーキ・お好み焼きなど色々な用途で使えます。

 ・農家仲間の長尾さんが作った黒米

 ・もち米の一種でモチモチプチプチとした食感が特徴

 ・白米に１割程度混ぜて炊くと鮮やかな紫色になる

 ※自社で製粉していますのでお届けにお時間を頂きます。

   和菓子やお料理の他、もち取り粉などにも使えます。

丸もち・角もち 12月中旬

※ご予約順にお作りしますのでお届けにお時間を頂きます。

  きめが細かくとてものびが良いまろやかな味わいです。



〒 ―
□ 有 □ 無

―

―

□ 電話 □携帯 □FAX □
・
・
・
・
・

□随時 (必要な時にその都度ご注文)お電話/HP/FAXなど

□一括 □ ※配送の場合1梱包につき最大20kgまで。

□定期 から □ 毎月 □ 隔月

ずつ □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 でお届け

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米 第 希望

□ 合計            　　 kg □ 玄米 □ 白米 □ 無洗米

㈲中谷農場　　電話：0120-853-557　FAX：0748-32-1919

※▼割引はございませんが、年間ご予約は受け付けております。▼

環境こだわり米 滋賀羽二重糯

  ※割引対象外商品

ご予約の決定は収穫後、おハガキでお知らせさせていただきます。

環境こだわり米 みずかがみ

環境こだわり米 コシヒカリ

環境こだわり米 ミルキークイーン

環境こだわり米 キヌヒカリ

環境こだわり米 秋の詩

環境こだわり米 日本晴

【環境こだわり米】＊農薬・化学肥料の使用を通常の半分以下に抑えて栽培したお米＊

品種 年間合計数量
精米方法 第２希望まで

いずれか選んで☑して下さい 記入してください

記入してください

JAS有機米 コシヒカリ

JAS有機米 ミルキークイーン

JAS有機米〈巨大胚芽米〉

                  はいごころ
玄米限定商品です

(発送開始期間)【　　     　  　　月】 ※出荷日は品種毎に弊社で決定させていただきます。

(ご希望出荷量)【　            　Kg】

③ 品種を選び☑・年間合計数・精米方法・希望順などをご記入下さい。

【JAS有機米】＊JAS有機の認証を受けた農薬・化学肥料を一切使用せずに栽培したお米＊

品種 年間合計数量
精米方法 第２希望まで

いずれか選んで☑して下さい

ご予約は、20kg以上で3品種まででお願い致します。(※定期出荷は1品種のみを対象とさせていただきます。）

合計20kg未満の場合は、ご予約なしでその都度ご注文下さい。

来年（2020年）の8月31日までに、全量お引取りいただける数量でお申し込み下さい。

お届けのお米が玄米・白米・無洗米と様々になる場合などで、数量が不明な場合はご相談くだい。

② お届け方法などを選んで☑必要な項目をご記入ください

(お引取予定日)【　 　　月　　　　日　】 改めて電話

メールアドレス：

ご連絡方法  ※ご都合の良い方法いずれかに☑をお願いします。 メール

収穫量を超えるお申し込みがあった場合抽選とさせて頂きますので、必ず第2希望までご記入ください。

お客様番号
(ﾌﾘｶﾞﾅ)

お名前

ご住所
ご登録内容の

変更・訂正

ご連絡先
お電話番号：(              ) 携帯番号：       　

   FAX番号：(              )

弊社使用欄

① お客様情報をご記入下さい。

*令和元年産米 年間ご予約のお申込書*




