
商 　 品 　 概 　 要

令和2年11月2日現在

●令和2年11月2日（月）～12月30日（水）

●100億円（県内合計） ※募集金額に達した時点でお取り扱いを終了させていただきます。

●個人の方

●スーパー定期貯金（単利型）

●定型方式 1年 ※自動継続（元金継続または元利金継続）のお取り扱いとなります。

●100万円以上900万円以下（100万円単位） ※新たにお預け入れいただく資金を対象とします。

●県内産農畜産物（加工品を含む）

●預入金額100万円につき、32品の中から1品お選びいただけます。

●応募ハガキに必要事項をご記入の上、郵送してください。

●預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合は、原則としてスーパー定期貯金
（単利型）の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。

●この定期貯金は原則として期限前に中途解約することはできません。
●初回満期日前に解約する場合は、景品をお受け取りになる権利が喪失する、またはお受け取りに
なった景品相当額の返還を申し受ける場合があります。また、金利については、JA所定の中途解
約利率を適用させていただきます。

●景品は全国ご希望のお届け先へお届けします。※一部離島を除く。
●出荷地・生産状況により、出荷時期が前後する場合がございますので、ご了承ください。
　（令和2年11月下旬～令和3年3月中旬ごろを予定。）

●苦情処理措置
　本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきましては、当JA本支店（所）または、JA
（本商品を申し込まれた該当ＪＡ）の下記連絡先にお申し出ください。当ＪＡでは規則の制定など
苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。

　また、JAバンク相談所（電話：03‐6837‐1359）でも、苦情等を受け付けております。
●紛争解決措置
　外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA
担当部署またはJAバンク相談所にお申し出ください。愛媛弁護士会（電話：089‐941‐6279）

●決定した商品は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●取扱期間中であっても諸情勢により景品内容の変更やお取り扱いを終了することがあります。
●店頭に商品概要説明書をご用意しております。
●詳しくはJA窓口にお問い合わせください。
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留 意 事 項

お客様の個人情報は、愛媛県内JA、JA愛媛県信連ならびに業務委託先が景品発送および景品発送に伴う一連の業務に使用いたします。

●カタログに掲載している時期に宅配便でお届けします。●11月10日（火）までに到着した応募ハガキに関しては厳正な抽選を実施いたしま
す。なお、11月11日（水）以降の応募ハガキは到着順に割り当てます。●数に限りがありますので、ご希望に添えない場合がございます。また、
天候などやむを得ない事情により景品内容や数量が変更になる場合がございます。●産地の収穫・天候等の事情により、お届け時期を変更
させていただく場合がございます。●お届け日と時間の指定はお受けできません。予めご了承ください。●次の場合、お届け日、時間が異なる場
合がございます。［同一の景品を複数お申込みいただいた場合／同一のお届け先様に異なる景品をお申込みいただいた場合］●カタログに
掲載している写真は実際の景品とは多少異なる場合がございます。●写真中の容器・用具及び内容を記載していない青果物等は景品の中
に含まれておりません。●「あいさつ状」や「手紙」の同封はお受けしておりません。●景品の食味など、お客様個人の主観的な部分にあたるご
意見・ご要望・苦情等には対応致しかねます。●賞味期限は製造日からの賞味期限です。届きましたらなるべく早くお召し上がりください。

景品に関するご案内

個人情報の取扱いについて

ＪＡ名 担当部署 電話番号

ＪＡうま 金融部 金融業務課 0896-24-3737

ＪＡえひめ未来 金融共済部 貯金課 0897-37-1003

ＪＡ周桑 金融共済部 貯金課 0898-68-6266

ＪＡおちいまばり 金融業務部 信用業務課 0898-34-1817

ＪＡ今治立花 金融共済部 営業課 0898-23-0246

ＪＡ松山市 金融部 089-946-1611

ＪＡえひめ中央 金融部 金融企画課 089-943-8731

ＪＡ愛媛たいき 金融部 資金課 0893-24-4182

ＪＡにしうわ 金融部 業務課 0894-24-1118

ＪＡひがしうわ 金融部 貯金課 0894-62-1212

ＪＡえひめ南 信用部 企画課 0895-22-8111

ＪＡ愛媛県信連 企画管理部 リスク管理課 089-948-5273

ＪＡ名 担当部署 電話番号

景品番号

26

●5ｋｇ（LまたはＭ）
●出荷時期：12月中旬～12月下旬

愛媛を代表するみかんの
王様です。果実は扁平で
果皮色は早生温州に比
べ深みのあるみかん色を
しています。コクのある甘
さとじょうのうが薄いため、
舌触りが良く食味が極め
て良いのが特徴です。

JAえひめ南
南柑20号（みかん）

●煎茶・かりがね茶
　80ｇ×3缶
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：1年

景品番号

25
JAひがしうわ

宇和茶セット 通　常　便

●5ｋｇ（2ＬまたはＬ）
●出荷時期：1月下旬～2月中旬

数量限定200箱

景品番号

27
JAえひめ南

通　常　便ポンカン

通　常　便

各景品に表示している下記マークは、食品衛生法に基づく「食物
アレルギーを引き起こす食品」とする、小麦・そば・卵・乳・落花生・
えび・かにの特定原材料（7品目）を簡易に表示したものです。

特定原材料の
使用案内（7品目）

小
小麦

そ
そば

卵
卵

乳
乳

落
落花生

え
えび

か
かに

景品番号

28
JAえひめ南

鬼北のゆず商品詰合せ 通　常　便

景品番号

30

●豚ロース 4枚（約400ｇ）、
　黒毛和牛切落し 約220ｇ
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの消費期限：4日

新鮮！美味！安全！のふれ
愛・媛ポーク。トンテキやト
ンカツにご利用ください。
確かな品質と安心のブラ
ンド伊予牛「絹の味」。切
落しは、すき焼き・肉じゃが
等用途いろいろ、お楽し
みください。

JA全農えひめ「ふれ愛・媛ポーク」ロースカツ＆
伊予牛「絹の味」黒毛和牛切落し

●1.7kg（3Ｌ～Ｌ、7～10玉）
●出荷時期：12月上旬～12月下旬 数量限定500箱

景品番号

29
JA全農えひめ

紅まどんな 冷　蔵　便

●180g×7袋
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：常温で2年

・調理例

数量限定1,500セット

景品番号

31
JA全農えひめ

通　常　便
伊予牛「絹の味」
ビーフカレー復刻版

アレルゲン

伊予牛「絹の味」黒毛和牛を
じっくり煮込んだカレーです。レ
トルトカレーなので調理が簡
単。牛肉の旨味とまろやかな
ソースの味をご賞味ください。 
   
   
  

通　常　便

「南香」×「天草」のかけ合わせで
誕生した愛媛県生まれのオリジナ
ル品種「紅まどんな」。ＪＡ全農え
ひめの登録商標で他にはないな
めらかな食感の果肉が特徴です。
一口食べると甘い香りとジュー
シーな果汁が口いっぱいに広がり
ます。果皮の薄い紅まどんなは、縦
にナイフを入れくし型にカットする
のが食べやすくておすすめです。

小

●豚ロースしゃぶしゃぶ用 約500g、豚バラ切落し 約500g
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：90日

景品番号

32
JAえひめアイパックス豚ロースしゃぶしゃぶ用＆

豚バラ切落し 冷　凍　便

県内の養豚農家が丹
精込めて作りました。
きめ細やかな肉質で
旨みが強く、あっさりし
た豚肉です。鍋物を囲
みたくなるこの時期に
是非ご利用ください。

アレルギー物質の
表示ついて

数量限定200セット

朝・夕に霧が立ち、寒暖差が大きい
山間の地に茶葉を育み直営の製
茶工場で丹念に仕上げました。自
然に恵まれた山あい育ちのお茶
は、香りの豊かさをもって知られま
す。お茶の香りを引き出す製茶工
程に応用した遠赤外線火入れによ

り茶葉を内部まで乾燥でき
るため、お茶本来の「香り」
をお楽しみいただけます。

アレルゲン小

●ポン酢醤油 500㎖×1本、
　ゆずドレッシング 120㎖×2本、
　ゆず茶 150ｇ×1個、ゆずピー 25ｇ×2袋
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：9カ月～1年 数量限定1,000セット

○ポン酢醤油／各種鍋料理、冷しゃぶ、豆腐料理、麺料理にお使い下
さい。他にオリーブオイルを加えて、ドレッシングとしてお楽しみください。
○ゆずドレッシング／サラダはもちろん、唐揚げ、ステーキ、カルパッ
チョ等いろんな料理をぐっと引き立てます。
○ゆず茶／お湯または冷水で薄めてお飲み下さい。牛乳、ソーダや焼
酎割りもお勧めです。また、ヨーグルトに混ぜたり、パンやホットケーキ等
に塗ってお召し上がり下さい。
○ゆずピー／ゆずの皮の歯ごたえと爽やかな香りをお楽しみくださ
い。お子様のおやつに、ワイン・焼酎等のおつまみにもおすすめです。ま
た、お茶に入れても爽やかな風味が味わえます。

数量限定200箱

山なみが複雑に入り組み急傾
斜地が多いため、水はけがよく
太陽の恵みを存分に浴びて育
ちました。豊かな甘さと高い香
り、皮が簡単にむけ内皮ごと食
べられます。

四国中央市中之庄町1684番地4
JAうま

金融部　金融企画課
TEL0896-24-3737

新居浜市田所町3番63号
JAえひめ未来

金融共済部　貯金課
TEL0897-37-1003

西条市丹原町池田1701番地1
JA周桑

金融共済部　貯金課
TEL0898-68-6266

今治市北宝来町1丁目1番地5
JAおちいまばり

金融営業部　金融企画課
TEL0898-34-1813

今治市北鳥生町3丁目3番地14号
JA今治立花

金融共済部　営業課
TEL0898-23-0246

松山市三番町8丁目325番1
JA松山市

金融部
TEL089-946-1611

松山市南堀端町2番地3
JA愛媛県信連

JAバンク営業統括部　営業支援課
TEL089-948-5220

松山市千舟町8丁目128番地1
JAえひめ中央

金融部　金融企画課
TEL089-943-8731

大洲市東大洲198番地
JA愛媛たいき

金融部　資金課
TEL0893-24-4182

八幡浜市江戸岡1丁目12番10号
JAにしうわ

金融部　推進指導課
TEL0894-24-1118

JA全農えひめ「えひめのめぐみ」事務局　
〒791‐2192  愛媛県伊予郡砥部町拾町165 
TEL：089‐905‐2733 （受付時間：平日9：00～16：00）

景品に関する
お問合せ先

スマートフォン専用
「JAバンクえひめ」は愛媛県内11JAと
県信連の総称です。

JAバンクえひめ 検索

西予市宇和町卯之町2丁目462
JAひがしうわ

金融部　貯金課
TEL0894-62-1212

宇和島市栄町港3丁目303番地
JAえひめ南

信用部　企画課
TEL0895-22-8111

・調理例

・調理例

取扱期間／令和2年11月2日（月）～12月30日（水）

「スーパー定期貯金」（1年）を新規で100万円以上
お預けいただくと県内産農畜産物をプレゼント！

※新たにお預け入れいただく資金を対象とします。



景品番号

2
四国中央市新宮町・富郷
町は、高地で朝霧・夕霧が
発生し、朝晩の温度差が
大きく、土壌にはお茶の香
りをよくするといわれる緑
泥片岩が多く含まれてい
て、お茶の生育に適してい
ます。豊かな香りと滋味あ
ふれる味わいが特徴です。

お茶セット（新宮茶・富郷茶）
通　常　便

JAうま

JAおちいまばり管
内で長年実績が
ある作付けＮｏ１
のお米。今治各地
の清流で育まれた
自慢のお米です。

今治産 ひのひかり

●単一原料米 5㎏×1袋　
●出荷時期：12月初旬～2月下旬
●令和2年産米

数量限定200セット

アレルゲン小

景品番号

3

●えがおみそ 800g×1個、500ｇ×1個、
　白味噌（米味噌） 400ｇ×1個、
　だししょうゆ 500㎖×1本、300㎖×1本
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：１年

○えがおみそ（合わせ味噌）・白みそ（米味
噌）／当店のお味噌は熱処理していない「生
みそ」なので「酵素」が活きています。お味噌
汁を作る時は、火を止める少し前にお味噌を
入れると風味も良く、おいしく召し上がれます。
○だししょうゆ／創業明治３４年の老舗今井
醤油さんの濃口醤油に削り節を贅沢に使
用。あとは砂糖と本みりんのみ、水は一切入っ
ていません。めんつゆ・煮物などこれひとつ
で、美味しく調理できます。

アレルゲン小

数量限定200セット

景品番号

4
○にこまる／丸みを帯びた大粒で、艶が良くもちもち感と、
強い粘りがあります。和食にも洋食にも合いますが、炊き立
てのご飯をシンプルにそのまま味わうと、大粒でしっかりとし
たお米の食感や旨味、甘味を一番よく感じられます。令和元
年度愛媛県産にこまるの食味は、最上級の特Ａに位置付け
られました。
○備えパン／西条産米粉30％使用した備蓄用パンで、「災
害時にこそ地元のおいしいものを食べて欲しい」と言う思い
から開発した商品です。保存期間も５年間と長く、チョコチッ
プ入りで子供にも食べやすく、しっとりとした食感が特徴です。

西条のお米「にこまる」＆
備えパン

ＪＡえひめ未来

通　常　便

景品番号

1

●5kg
●出荷時期：12月上旬～2月下旬

瀬戸内海の温暖な気候と四
国中央市特有の四国山脈か
らのふきおろし（やまじ風）と豊
かな伏流水により、その品質
は最高級と言われています。
強い粘りが特徴で、すりおろし
てだし汁でのばし、ご飯にかけ
たとろろ飯や、みそ汁にすりお
ろしたやまじ丸をスプーンです
くって落とし入れ、ひと煮立ち
させた団子汁がお勧めです。

やまじ丸（山の芋）
JAうま

数量限定500ケース

通　常　便

景品番号

5 えがおで健康セット

有機質肥料を使い、安心・安
全を基本に品質と食味にこだ
わった新居浜産ブランド米
「新居の恵み」と「新居の恵
み」を使った蔵元の米こうじあ
ま酒です。ノンアルコールだ
からお子様もＯＫ！

景品番号

7

景品番号

6 新居の恵み＆大島の白いも
ＪＡえひめ未来

数量限定100セット

数量限定500セット

通　常　便

有機質肥料を使い、安
心・安全を基本に品質と
食味にこだわった新居浜
産ブランド米「新居の恵
み」と新居浜市の大島で
しか育たないといわれる幻
の白いさつまいも「白い
も」です。甘味が強く、
ねっとりとした食感が特徴
です。

景品番号

8

●3.5kg
●出荷時期：12月中旬～12月下旬

JA周桑

数量限定200箱

通　常　便

昔ながらの渋抜き方
法で、柿そのものの
味・香りを引き出して
います。　横野柿は、
渋抜きをすることで糖
度が19～20度もあ
り、果肉が柔らかく、
非常に甘くて上品な
風味が特徴です。

横野柿

景品番号

9
景品番号

10

●約4kg（S～L）
●出荷時期：12月中旬～12月下旬

JAおちいまばり

数量限定2,000箱

通　常　便

オレンジ風な香りと風味を持
つみかんタイプの柑橘「はれ
ひめ」。匠農家が厳しい基準
をクリアして育てたなかから、
糖度・外観等一定以上の品
質のものだけを厳選しました。
甘さ抜群で酸味が少なく、
すっきり味の柑橘です。

瀬戸の晴れ姫

景品番号

16

●3.5㎏（Ｌ、30玉）
●出荷時期：1月上旬～2月下旬

JAえひめ中央

数量限定1,000個

通　常　便

キウイフルーツ（ヘイワード）の
果肉は、鮮やかなグリーンで味
は甘味とさわやかな酸味のバ
ランスが絶妙です。触ってみて
弾力のあるやわらかさが感じら
れるようになると食べ頃です。

キウイフルーツ（ヘイワード）

今治・しまなみ地
域の温暖少雨な
気候で匠農家が
丹精込めて育てた
柑橘「せとか」。
ジューシーで濃厚
な甘さが特徴です。

●約2.5㎏（S～L）
●出荷時期：2月中旬～3月下旬

せとか
景品番号

11
JAおちいまばり

通　常　便

数量限定500箱

数量限定200箱

景品番号

12

景品番号

13

数量限定2,000袋

JAおちいまばり

通　常　便

蒼社川の恵みにより、ＪＡ今治
立花管内で収穫された甘み
のある美味しいお米です。く
みあいマーケット郷店で売上
ＮＯ．1の人気のお米です！

今治立花産 ひのひかり

●2㎏×3袋　●出荷時期：12月上旬～1月下旬
●令和2年産米 数量限定100箱

JA今治立花

通　常　便

景品番号

14
久万高原の冷涼な気候と昼
夜の温度差が大きいこと、石
鎚連峰から流れる清流が美味
しいお米を育てます。減農薬・
減化学肥料栽培にこだわった

お米です。

●2㎏×3袋　●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●令和2年産米

久万高原清流米

数量限定500箱

JA松山市

通　常　便

甘い中にも適度な酸味があ
り、爽やかな香りとしたたる
たっぷりの果汁が人気の伊予

柑。食べごたえ十
分な果実です。

ごご島いよかん
景品番号

15
JA松山市

通　常　便

景品番号

18

●3kg（4L、16玉）
●出荷時期：2月上旬～2月下旬

JA愛媛たいき

数量限定100箱

通　常　便

ＪＡ愛媛たいき管内の風土と生産
者の技が育んだ大玉のキウイフ
ルーツをお届けします。キウイを熟
させるための「甘熟（あまじゅく）
パック」を入れてお届けします。果
実が固い場合は常温で保管し、果
実を軽く押して弾力を感じたり、甘
い香りが漂ってきたら食べ頃のサ
イン♪食べる２～３時間前に冷蔵

庫で冷やすと、より一層美
味しくお召し上がりいただ
けます。

キウイフルーツ「愛み」

景品番号

20

●5kg（L～Sバラ詰め）
●出荷時期：11月下旬～12月中旬

JAにしうわ

数量限定500箱

通　常　便

温州みかんの中でも、甘
さと適度な酸味とのバラ
ンスが優れた、全国ブラ
ンドのみかんです。こた
つのお供に、ついつい手
が出る食味をお楽しみく
ださい。   
   
   

西宇和みかん「日の丸」
景品番号

19

●5kg 
●出荷時期：
　12月上旬～１月下旬
●令和２年産米

JA愛媛たいき

数量限定150箱

通　常　便

蔵川地区はその昔、「大洲藩献上米
の里」として、お殿様に献上していた
と言われています。山間から溢れ出
る豊富な水と自然の中で、昔ながら
の「稲木干し」などを行い、お米のお
いしさを最大限に引き出しています。
品種は「てんたかく」。コシヒカリの系
統なので、大粒で炊きあがりのツヤ
と香りも良く、人気の品種です。
※蔵川エコ米は、愛媛県が認定す
る「エコえひめ農産物」の認証を受
けています。

蔵川エコ米「てんたかく」

景品番号

17

景品番号

21

●3kg（5L～L）
●出荷時期：1月下旬～2月中旬

ＪＡにしうわ

数量限定1,000箱

通　常　便

甘くて平らな甘平は、皮がむき
やすく、内皮が薄く、しゃきしゃ
きした果肉が詰まっています。
手間ひまかけて大切に育てま
した。みずみずしい食感をお楽

しみください。
※５Ｌ～Ｌサイズのい
ずれかが届きます、サ
イズ・玉数とも選べま
せん。

景品番号

22

●約2.5kg（3L×6玉もしくは4L×5玉）
●出荷時期：11月下旬～12月中旬

JAにしうわ

数量限定500箱

通　常　便

富士柿という名は、実がとても
大きく、伏せて置いた時の横か
ら見た形が富士山のように見
えることから命名された。紅が
濃く、果肉は柔らかで、甘さと風
味が良い柿。5玉入りか6玉入
りが届きます。（球数の指定は
できません）
※出荷時期の関係により限定数量
未満で締め切る場合があります。

富士柿

景品番号

23

●5ｋｇ（2LまたはL）
●出荷時期：1月下旬～2月上旬

JAひがしうわ

通　常　便

明浜の宇和海に面した段々畑
で太陽と潮風をいっぱい受け
て育ちました。みかんのように
むきやすく、内皮ごと食べられ
ます。香りが豊かで糖度が高い

のが特徴です。

ポンカン

冷涼な気候と清らかな水に恵ま
れた西予市は、古くから良質な
米どころです。あきたこまちは旨
味・甘味・粘り・歯ごたえがバラン
ス良く、冷めても美味しいお米で
す。コシヒカリはもっちりとした粘
りと旨味があり香りやツヤも優れ
ています。ヒノヒカリは小粒で厚
みがあり食べごたえも良く上品
な食感が味わえます。それぞれ
の食味をお楽しみください。

●あきたこまち・コシヒカリ・ヒノヒカリ 2ｋｇ×各1袋
●出荷時期：1月上旬～2月下旬
●令和2年産米 数量限定300セット

景品番号

24
JAひがしうわ

通　常　便西予米3種セット

甘平
かんぺい

●100ｇ×2袋
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：１年

ＪＡえひめ未来

冷　蔵　便

アレルゲン小 乳 アレルゲン小 乳

ＪＡうまでとれた里芋「伊予美人」の芋炊きセット
です。里芋はむき里芋でおとどけするので調理が
簡単です。醤油ベースのいもたきのたれはかつ
お・昆布・野菜の旨味が詰まった濃厚で甘味のあ
るスープで、里芋と相性が抜群です。色白で丸
く、粘り強い伊予美人のもちもちした食感をお楽
しみください。ご用意ただく材料：鶏肉やお好みの
野菜（ねぎ・しめじ）、油揚げ 約４人分※むき里芋
の他の料理も楽しめるよう「伊予美人のソテー」
「里芋の煮ころがし」などのレシピ付きです。

数量限定300セット

「伊予美人」芋炊きセット ＪＡうま

通　常　便

●にこまる 5㎏、備えパン 2個
●出荷時期：12月上旬～2月下旬 
●製造日からの賞味期限：備えパン 5年 数量限定350セット

●新居の恵み（にこまる） 2.5㎏×1袋、新居の恵み（ヒノヒカリ） 2.5㎏×1袋、
　大島の白いも 800ｇ
●出荷時期：12月上旬～1月下旬 ●令和2年産米

新居の恵み＆
蔵元の米こうじあま酒 通　常　便

ＪＡえひめ未来

●新居の恵み（にこまる） 2.5㎏×1袋、新居の恵み（ヒノヒカリ） 2.5㎏×1袋、
　 あま酒 350㎖×2本
●出荷時期：12月上旬～2月下旬 ●令和2年産米
●製造日からの賞味期限：甘酒 2か月

●米2ｋｇ×1袋、金山寺味噌 250ｇ×1個、いりこ味噌 250ｇ×1個、
　はら合わせ味噌 700ｇ×1個、即席合わせみそ汁（8食）×1袋、
　だし醤油 500㎖×1個
●出荷時期：1月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：半年～1年

JA周桑

数量限定200セット

通　常　便

周ちゃん広場で取
り扱っております
厳選した庄内米、
お味噌、だし醤油
のセットです。ぜひ
ご賞味ください。

周桑庄内米＆みそセット

●10㎏（2L又はＬ）
●出荷時期：2月上旬～2月下旬

アレルゲン小
数量限定300セット

職人の長年の経験こそが作り
える味わいです。仕込みから
製品になるまで手間暇かけて
丁寧に製造しています。小田
の美しい環境から生まれた商
品です。

みやまの里のおくりもの

●こいくちしょうゆ 1ℓ×1、
　うすくちしょうゆ 1ℓ×1、ひしお 500g×2
●出荷時期：12月上旬～1月上旬
●製造日からの賞味期限：
　こくいちしょうゆ 1年6カ月、
　うすくちしょうゆ 1年、ひしお 3カ月半

JAえひめ中央

通　常　便

数量限定200個

は ひめ まな

●里芋 400ｇ×3袋、いも炊きのたれ 1袋、人参乱切り 100ｇ、牛蒡スライス 100ｇ、 
　こんにゃく １袋 ※いもたきのたれは規格変更する場合がございます。
●出荷時期：12月上旬～2月下旬
●製造日からの賞味期限：60日

・調理例

卵
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