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産地応援プロジェクト
みんなで県産農畜産物を応援しよう



なし
MAP

山口のなし図鑑
梨には「赤梨」と「青梨」があります。 赤梨は「豊水」や
「幸水」など果皮が茶色いもので、青梨は「二十世紀」のような
果皮が緑色の梨です。山口にも、さまざまな種類の美味しい
梨があります。ぜひ、地元山口の梨をお買い求めください。

出荷時期／8月下旬～9月下旬

全国で幸水なしに次ぐ赤なしの生
産量を誇るなし。やわらかい果肉
は、甘味の中にほどよい酸味があり
食味に優れています。

青なしを代表する品種で山口では一番
栽培されているなしです。多汁でシャリ
シャリとした食感が楽しめ、甘味と酸
味がバランスよく調和しています。

TEL（0837）65-2221

TEL（083）782-1503

TEL（083）766-1345

TEL（083）955-0555

秋芳梨生産販売協同組合

豊北梨生産組合

豊田梨共同出荷組合

（農）長門峡梨組合

美祢市

下関市

下関市

山口市

秋芳

豊北

豊田

長門峡

TEL（08387）4-0311

TEL（08388）5-0311

TEL（0834）86-2000

小川梨生産組合

福賀梨生産組合

須金ぶどう梨生産組合

萩　市

阿武町

周南市

小 川

福 賀

須 金

（JA阿北営農センター）

（ J A 福 賀ふれあい店）

（ふれあいプラザ須金）

産
地
に
つ
い
て

なつしずく

インターネットでも一部商品は購入できます。 詳しくは
こちら JAタウン

出荷時期／8月上旬～8月中旬

二十世紀よりも早く出てくる青なし。
肉質は柔らか果汁も多く、青なしなが
ら幸水の様な赤なしの甘みも楽しめ
ます。

商品・購入先のお問い合わせは下記までお願いします。

出荷時期／8月下旬～9月下旬

二十世紀豊水

幸水

出荷時期／8月上旬～8月下旬

全国で一番多く栽培されている赤なし
の代表格。やわらかい果肉に果汁が
たっぷり入っており、一口食べると甘
味が口の中に広がります。

あきづき

出荷時期／9月上旬～9月下旬

果肉は緻密で柔らかく、非常にジュー
シーで二十世紀梨を思わせるほど多汁
です。酸味が少なくその分甘みが強く
感じられます。

新高

出荷時期／9月下旬～10月中旬

みずみずしい食感で風味豊かな甘さを
持ち、酸味は控えめなので甘みを強く
感じます。また、小さいものでもソフト
ボールくらいある大きめの赤なしです。

南水

出荷時期／9月下旬～10月上旬

見た目は扁平で横に長いのが特徴で
す。果肉は比較的柔らかく、糖度が他
の赤なしよりも高いのでとにかく甘い
なしが好きな人におすすめです。

新興

出荷時期／10月上旬～10月下旬

晩成の赤なしですが果肉はシャキシャ
キとした食感があります。非常に果汁
が多く程よい甘さに柔らかい酸味が
あります。

秋芳
豊北

豊田

長門峡

小川
福賀

須金

検索8月中旬ごろから予約受付開始

梨は水分が蒸発するとカサカサになるので、新聞紙で包んでからポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存します。新鮮で
保存状態が良ければ、7日～10日ほどは日持ちしますが、日本の梨は基本的に追熟しないので、なるべく早く食べましょう。

※品種毎に代表的な産地を掲載していますが、品種によっては掲載以外の産地でも栽培している場合がありますので、予めご了承ください。

梨の
保存方法

豊田

福賀

豊田 福賀 小川 長門峡 豊北 秋芳 須金須金豊北 長門峡 福賀

豊北 小川 豊北 豊田長門峡

豊北 長門峡豊田 長門峡

豊田

豊田 須金
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県産に

エール！



県産に

JA直売所でのお買い物でJAカード
（クレジット機能付）を利用すると

5%割引

新規ローンお借り入れや、給与振込・年金振込を
JAで新規ご契約いただくとポイントがたまる！

組合員新規加入でポイントカード会員新規加入で

規定の条件を満たされた方には
ボーナスポイントをプレゼント！

500ポイント100ポイント

JAポイントカード会員募集中!!

※JA山口県の直売所等で「JA事業利用券」が
　発券できます。
※「JA事業利用券」は直売所・購買店舗などの
　お買い物にご利用できます。 
※発券後3ヶ月間有効です。

貯まったポイントは、
1ポイント1円で換算し、
500ポイント単位で

「JA事業利用券」
に交換できます。購買店舗でのお買い物

200円=1ポイント

JAの直売所でのお買い物

200円=1ポイント
生活購買品
（店舗商品、年特、ギフト等）
※一部商品は除く

※共済保有契約によるボーナスポイントは、
　お一人様1,500ポイント（年間）が上限です。最大4ポイント

倍
※

※本カードはクレジットカードではありません。
　JAカード（クレジット機能付）については、
　最寄りの支所窓口へお問い合わせください。

JA山口県総合ポイントサービス

協同組合って何だろう？

JAポイントカード加入であなたも山口県農業の応援団！

組合員って？
一人はみんなのために、みんなは一人のために
--------------これは世界の協同組合の合言葉----------------
協同組合という言葉を初めて聞いた人もいるかもしれません。
協同組合とは、同じ目的をもった個人や事業者が集まり、お互いに助
け合う組織です。
ＪＡは、農業者を中心とした「組合員」が、農家の営農と生活を守り高
めることなど、よりよい地域社会を築くことを目的に組織された協同組
合なのです。
人間は一人では生きていけません。
助けあい、つながっていくことで暮らしの安心や豊かさを感じ、喜びや
笑顔が生まれていくものだと思います。ＪＡは様々な取り組みを通じて、
次世代を担う若い人たちに「助け合いの精神」を伝えていきます。

ＪＡは農家以外のみなさんにも
開かれた協同組合です。
組合員には「正組合員」と「准組合員」の2種類があり
ます。「正組合員」は農業を仕事にしている人（団体）、
「准組合員」は地域に住み農業以外の仕事をしている
人が、地元のＪＡに出資金を払い込み、事業を利用す
ることができます。
「正組合員」も「准組合員」もＪＡのいろいろな事業
サービスや施設を使うことができます。
「准組合員」は「正組合員」と違い、総会での議決権
や役員の選挙権などＪＡの運営に関与することができ
ませんが、地域を支える協同組合の仲間です。

ためる つかう

直
売
所

信
用

加
入

購
買
店
舗

ボ
ー
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ス

「入会金」「年会費」不要！ 「発行手続き」カンタン！ 毎日のお買い物で
ポイントがたまる！

つかう！たまる！うれしい！

※対象直売所でのJAカード（クレジット機能付）ご利用分
　について、カード利用代金請求時に5%割引いたします。

付与ポイントの詳細はお近くのJAへお問い合わせください。

直 売 所



クイズに答えてなしをGETしよう！ 抽選で合計50名の方に山口県産なしをプレゼントいたします。

をご記入の上、以下の方法よりご応募ください。

詳しくはお近くのJAへお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

TEL（083）973-3500
TEL（0820）72-0100
TEL（0827）23-8888
TEL（0820）22-9000
TEL（0833）41-3100
TEL（0835）23-6511

TEL（083）922-5633
TEL（0836）31-7611
TEL（083）256-2241
TEL（0837）52-1331
TEL（0837）22-8870
TEL（0838）22-3535

https://www.ja-ymg.or.jp

なしのコンポート

県産なし応援キャンペーン
合
計
プレゼント

名
様50

夏のおいしいレシピ

「直売所（ファーマーズマーケット）の日」は何月何日でしょう。Q1

Q2

A賞

Q3

二十世紀
（5ｋ箱入り）

B賞
豊水

（5ｋ箱入り）

25
名様

25
名様

■締切／令和2年8月20日（木）必着　■当選発表／プレゼント品の発送をもって代えさせていただきます。（令和2年9月中旬ごろ発送予定）
※いただいた個人情報は、賞品の郵送、サービスに関する各種情報のご提供等に利用します。

なし・・・・・・・・・・200g
砂糖・・・・・・・・・・・30g

❶ 梨の皮をむき、芯を取り、縦に8等分する。
❷ 鍋に材料をすべて入れて強火にかける。
　 沸騰したらアクを取り、火を弱めて6～7分煮る。
❸ 火を止め、そのまま冷ましたらできあがり。
　 冷蔵庫に入れ、冷たくしていただく。

材料

作り方

白ワイン・・・・・・50cc
水・・・・・・・・・・・・50cc

❶クイズの答え　❷Ａ賞かＢ賞　❸郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号
❹この情報誌に対するご意見・ご感想

WEB
応募

メール
応募

はがきで応募

〒754-0002
山口県山口市小郡下郷2139番地
ＪＡ山口県 広報課
「クイズに答えて県産なしをゲットしよう！」係campaign@ja-ymg.or.jp

右のQRコードを読み取り、
応募フォームからご応募ください。
https://www.ja-ymg.or.jp/lineup/
overview/magazine/community/quiz_form/

必要事項を記入し、下記のメールアドレス宛に
ご応募ください。

必要事項を記入し、下記の宛先へご応募ください。

８月31日は、何の日でしょう。

県内にＪＡ直売所（ファーマーズマーケット）、Ａコープは何店舗あるでしょう。

必要
事項

本 所
周防大島統括本部
岩 国 統 括 本 部
南すおう統 括 本 部
周 南 統 括 本 部
防府とくぢ統括本部

山 口 統 括 本 部
宇 部 統 括 本 部
下 関 統 括 本 部
美 祢 統 括 本 部
長 門 統 括 本 部
萩 統 括 本 部

この誌面の
どこかに

ヒントがあるよ！

ヨーグルト（プレーン）をかけて食べてもおいしい！



JAカードご利用可能店です。

JAカードご利用で5%割引（ご請求時に）いたします。
（Aコープ店 対象外）

●購入金額200円につき１ポイント付与。
さらに、組合員の方は後日200円につき１ポイント付与。
●１ポイント１円で換算し、500ポイント単位で
「JA事業利用券」に交換でき、利用もできます。

（FAM’Sキッチンいわくに 使用不可）

JAポイントカード・JAカードを利用すると
お得な特典がいっぱい！

JAカード

5%OFF

JAポイント
カード

1
1

3

2

4

2
4

5

6

9
10

12

13

14
1516

17

18

19

20

7
8

3

11

東部エリア

周防大島町

田
布
施
町

柳井市
光市

下松市

岩国市 和
木
町周南市

中部エリア

防府市

山口市

阿
武
町

萩市

美祢市

長門市

下関市

山陽小野田市
宇部市

北部エリア

西部エリア

平
生
町

上関町

大島のブランド
みかんがゼリーに！
大島ゆめほっぺ
ゼリーがイチオシ！

7月・8月の 
おすすめ商品

光市産
ア－ルスメロン

7月・8月の 
おすすめ商品

まくわうりや
柔らかくて
みずみずしい
吉田なすを是非とも
食べてみて。

7月・8月の 
おすすめ商品

野菜だけじゃなく、
新鮮な旬のオコゼ
など日本海の刺身
もイチオシ！

7月・8月の 
おすすめ商品

あんこと生クリームの
絶妙なハーモニー。
地元で作った
生クリーム大福。

7月・8月の 
おすすめ商品

お中元に地元の
夏みかんゼリーは
いかがですか？ また、
県内屈指の産地である
相島・福賀のすいか・
千石台大根も今が旬！

7月・8月の 
おすすめ商品

世界マーマレードアワードで
金賞受賞の長門ゆずきち
コンフィチュールをぜひ。
8月下旬には地元の
長門ゆずきちも果実で登場！

7月・8月の 
おすすめ商品

・なし
・ぶどう

7月・8月の 
おすすめ商品

山口市管内のとってもジューシーな
スイートコーン。大粒で高品質な
「大内ブルーベリー」をぜひ。

7月・8月の 
おすすめ商品

地元の枝豆や
垢田トマトを
はじめとした
おいしいトマトは
今が旬！

7月・8月の 
おすすめ商品

お中元にも
おすすめ！
大島みかんを使用
した商品をたくさん
ご用意しております。

7月・8月の 
おすすめ商品

旬の夏野菜を
たっぷりご用意
しております。

7月・8月の 
おすすめ商品

地元のアスパラや
菊などの切り花を
たくさん取り揃えて
ます。

7月・8月の 
おすすめ商品

柳井市の
ぶどう産地！
おいしい日積ぶどう
がおすすめ。

7月・8月の 
おすすめ商品

須金ぶどう

7月・8月の 
おすすめ商品

・マクワウリ
・ブルーベリー
・須金なし豊水

7月・8月の 
おすすめ商品

・リンドウ
・トルコギキョウ

7月・8月の 
おすすめ商品

イチジク

7月・8月の 
おすすめ商品

JAにはとれたて新鮮な
“山口県産大地の恵み”がたくさん！

ぜひお近くの店舗でお求めください。

 8/31
やさいの日

10/2
ファーマーズ
マーケットの日

■〒742‒2301
大島郡周防大島町大字久賀6500‒1

■TEL／0820‒72‒2575
■営業時間／9：30～17：30
■定休日／毎週木曜日

お買い求めは、
・島のめぐみ本店、小松店
・Aコープ東和店、安下庄店、久賀店
・FAM’Sキッチンいわくに
・菜さい来んさい 下松店、光店、北部店

島のめぐみ 本店1

JAポイントカード使用不可

佐伯店長

■〒742‒2106
大島郡周防大島町大字小松209‒9

■ TEL／0820‒74‒2083
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／毎週日曜日

島のめぐみ 小松店2

■〒741‒0092 岩国市多田97‒2
■TEL／0827‒44‒0831
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／第2、4火曜日

FAM’Sキッチンいわくに3

■〒742‒0035
柳井市中央三丁目17‒15
■TEL／0820‒23‒1631
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／年中無休（但し年末年始は除く）

遊気百菜館4

■〒742‒0111 柳井市日積４１５０番地１
■TEL／0820‒28‒5437
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／毎週木曜日、
１２月３１日～１月３日

ふれあいどころ4375

■〒745‒0122
周南市大字須々万本郷2647‒1

■TEL／0834‒88‒0011
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／年末年始・3月末日・9月末日

菜さい来んさい！ 北部店6

■〒745‒0801 周南市大字久米2900‒1
■TEL／0834‒33‒8433
■営業時間／10:00～13：00
■定休日／土日・祝・年末年始・3月末・9月末

菜さい来んさい！ 徳山東店7

■〒744‒0018
下松市西柳二丁目３‒48

■TEL／0833‒41‒4573
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／年末年始・3月末日・9月末日

菜さい来んさい！ 下松店8

■〒745‒0873
周南市大字徳山字三田川5825‒8

■TEL／0834‒31‒1000
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／年末年始・3月末日・9月末日

菜さい来んさい！ 三田川店9

■746‒0015
周南市清水二丁目1390‒6

■TEL／0834‒64‒2466
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／年末年始・3月末日・9月末日

菜さい来んさい！ 新南陽店10

■〒750‒1162
下関市清末五毛一丁目3‒9

■TEL／083‒227‒4777
■営業時間／9：30～16：00
■定休日／12月31日～1月3日

いただきま～と 下関東部店17

■〒759‒2302
美祢市於福町下2867‒1

■TEL／0837‒56‒0863
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／第2水曜日

あぐりプラザ おふく18

■〒754‒0122 美祢市美東町真名９６８‒８ 
■TEL／08396‒5‒0933
■営業時間／〈４～9月〉8：00～18：00

 〈10～3月〉8：00～17：00  
■定休日／8月15・16日、12月30日～1月4日

直売所 みとう19

■〒758‒0061 萩市大字椿3395‒12
■TEL／0838‒21‒7770
■営業時間／9：00～18：30
■定休日／第1・第３水曜日、

1月1日～1月３日

ファーマーズマーケット ふれあいらんど萩20

■〒742‒2512
周防大島町大字平野464番地1

■TEL／0820‒78‒0178
■営業時間／9：30～18：00
■定休日／第1・3日曜日

Aコープ 
東和店1

Aコープ
久賀店3

■〒742‒2806
周防大島町大字西安下庄3920番地4

■TEL／0820‒77‒1256
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／第1・3日曜日

Aコープ 
安下庄店2

■〒742‒2301
周防大島町大字久賀4721番地1

■TEL／0800‒72‒0391
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／第2・4日曜日

Aコープ 長門店4

■〒743‒0052
光市三井五丁目3‒10

■TEL／0833‒77‒0004
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／年末年始・3月末日・9月末日

菜さい来んさい！光店11

■〒747‒0802 防府市中央町6‒7
■TEL／0835‒23‒6523
■営業時間／9：00～17：00
■定休日／12/31～1/4

とれたて満菜12

ぶちええ菜 山口店13

■〒754‒1277 山口市阿知須4825番地1
■TEL／0836‒66‒0170
■営業時間／10：00～20：00
■定休日／年2回（サンパークあじすの定める日）

新鮮館 サンパークあじす店14

■〒759‒0212 宇部市厚南中央一丁目7‒70
■TEL／0836‒45‒1301
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／1月1日～1月3日・毎月第3水曜日・臨時休業日

新鮮館 厚南店15

■〒751‒0869
下関市伊倉新町四丁目4‒42

■TEL／083‒249‒5858
■営業時間／9：00～18：00
■定休日／年末年始

いただきま～と 川中店16

地元産大豆
100％の豆腐

来てね～

7月中旬 発売

ゆめほっぺ
アイス

牧草や野草、良質な乾燥飼料を
しっかり食べ、健康的に育った

長州ながと和牛

長州ながと和牛

■〒759‒0411
長門市東深川1941

■TEL／0837‒22‒2419
■営業時間／9：00～19：30
■定休日／不定休

JAカード5%OFF使用不可

JAカード5%OFF使用不可 JAカード5%OFF使用不可 JAカード5%OFF使用不可

■〒753‒8537 山口市維新公園3‒11‒1
■TEL／083‒902‒1917
■営業時間／9：00～17：30
■定休日／12/31～1/5

阿知須くりまさる

7月中旬ごろ

から販売

ぜひ新茶を
味わって！

お肉も
充実

甘みが強い
プチトマト

店内風景

店内風景

大人気の
金魚

新鮮な
魚も充実

秋穂の
トマト

店内風景

野菜も
充実




