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GETしよう！
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JAファーマーズマーケット（JA農産物直売所）
でお買い物して、イチゴをGETしよう！

2022年1月31日（月）
2021年12月1日（水）～2022年1月31日（月）

※アパート・マンション名など正確にご記入ください。

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（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）22-3535https://www.ja-ymg.or.jp

・山口県のイチゴ図鑑
・ごはんのおとも 特集
・やまぐち おむすびコンテスト　
・JAポイントカード会員募集中！！
・イチゴプレゼントキャンペーン

2021. 冬号
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JAのおいしい情報

ＪＡコミュニティ誌

イチゴ プレゼントキャンペーン山口県産

イチゴ プレゼントキャンペーン山口県産

応募方法

応募締切

レシート有効期間

当選発表

WEB
応募

メール
応募 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/

レシートの写真を添付して下記の
メールアドレス宛にご応募ください。

❶郵便番号 ❷ご住所 ❸お名前（フリガナ）
❹電話番号 ❺お買い上げ店舗名
❻コミュニティ誌の感想　を記入し、

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

TEL（083）973-3500
TEL（0820）72-0100
TEL（0827）23-8888
TEL（0820）22-9000

本 所
周防大島統括本部
岩 国 統 括 本 部
南すおう統括本部

下 関 統 括 本 部
美 祢 統 括 本 部
長 門 統 括 本 部
萩 統 括 本 部

産地応援
プロジェクト
県産農畜産物を

みんなで応援しよう！

たべる！のむ！かざる！

【注意事項】 ■2021年12月1日（水）～2022年1月31日（月）にキャンペーン対象店舗で発行されたレシートのみ有効です。 ■レシートはコピーではなく実物をお貼りください。 
■レシートの合算は可能です。 ■ご応募いただいた用紙、レシートはご返却できませんので、あらかじめご了承ください。 
【クレジットカードをご利用のお客様へ】■キャンペーン応募の際に添付いただく購入レシートは、お客様個人情報（会員番号、有効期限、支払い方法など）が印字されてい
る部分を黒く塗りつぶしてから添付してください。同一レシートにて、応募用紙にて応募、ＷＥＢ応募、メール応募の複数応募を行うことはできません。重複応募が発覚した場
合、当選は無効とさせていただきます。

■お1人様何口でも応募いただけますが、応募用紙１枚につき1口の応募とさせていただきます。■当選はお１人様1回限りとなります。■賞品はやむを得ない事情により予
告なく変更になる場合がございます。■賞品の発送は日本国内に限らせていただきます。■賞品の第三者への譲渡・換金はできません。■厳正な抽選のうえ、当選された方
には当選通知をお送りいたします。■お客様の住所・転居先が不備・不明などで賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。■賞品発送後、一定期間
お受け取りいただけない場合、当選を無効とさせていただきます。■賞品の発送は2022年2月頃を予定しています。但し、諸事情により遅れる場合がございます。■ご記入い
ただいた個人情報は本キャンペーンの抽選、賞品発送、当組合の提供する商品、サービスに関する各種情報のご提供等に利用させていただきます。■当該業務に必要な範
囲内で委託先に提供する場合を除き、個人情報をお客様の承諾なく第三者に提供いたしません。（法令などにより開示を求められた場合を除く）

お買い上げ合計金額
2,000円（税込）以上の
レシート（複数枚可）を

１口としてご応募できます。

キャンペーン対象のJAファーマーズマーケット（JA農産物直売所）でのお買い上
げ合計金額2,000円（税込）以上のレシート（複数枚可）を1口として、この応募用
紙に貼付し、下記の必要事項をご記入の上、JAファーマーズマーケット（JA農産
物直売所）の店舗内に設置してある応募箱にお入れください。お1人様何口でも
ご応募いただけますが、応募用紙1枚につき1口のご応募とさせていただきます。

厳正な抽選のうえ、当選された方には当選通知をお送りいたします。
賞品のお届けは2022年2月頃を予定しております。

下記の必要事項を必ずご記入ください。

こちらの応募用紙をキリトリ線で切り取り、JAファーマーズマーケット（JA農産物直売所）店舗内の応募箱にお入れください。

〒
ご
住
所

お名前

電話番号

（姓） （名）
フリガナ 性別 年齢

歳

都 道
府 県

市 郡
区 　

こちらにレシートを貼付ください。

WEBまたは
メールからも
ご応募が
可能です。

50名様

山口県産イチゴ
約280g×4パック

※写真は
イメージです。
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イチゴ図鑑山口県の

山口県では、県内各地でハウス栽培を中心にイチゴが

栽培されています。イチゴの品種は数多くありますが、

山口県では主に「かおり野」を栽培しています。

12月～5月にかけての時期に収穫できるよう栽培され

ています。

イチゴは本来５月～６月が旬になります。この時期に収

穫するイチゴを「一季成り」といいます。季節を問わずほ

ぼ年中収穫が可能なイチゴを「四季成り」と言います。

葉の緑色が鮮やかなものは、新鮮な証拠。ヘタが反り返ってい
たら、完熟しているサインです。イチゴは収穫後に追熟しないの
で、なるべく熟したものを選びましょう。

濃赤色で果肉までしっかり甘い。甘みも強
いが酸味もしっかりあり濃厚な味が特徴。

住所／周南市安田

甘く香り良い大玉のイチゴになるよう、
日々愛情を注ぎながら栽培しています。

宮﨑 孝明

かおり野

品種品種

みやざき たかあき

住所／岩国市周東

真心こめて作っています。
ぜひ食べて下さい。

橋本 孝行

さがほのか

品種

はしもと たかゆき

さちのか

住所／山口市徳地

土づくりのこだわり、食べた人に幸せ
を届けたい。

金本 和行

かおり野

品種

きんもと かずゆき

さちのか

さがほのか

住所／周防大島町油良

周防大島町で育った甘～いイチゴを
ご賞味ください。

久保 照幸

さちのか

品種

くぼ てるゆき

紅ほっぺ

住所／光市塩田

美味しいイチゴ作りを親子で頑張って
ます！

石亀 則男・賢治

恋みのり

品種

いしがめ のりお・けんじ

さちのか

紅ほっぺ

住所／山口市阿知須

大きくて甘い愛情を込めて作った
イチゴを食べてみてくださいね。

兼重 和子

かおり野

品種

かねしげ かずこ

住所／美祢市西厚保町

甘みも酸味もしっかり味わえる美味し
い紅ほっぺを作っています。

芳富 幸信

紅ほっぺ

品種

よしとみ ゆきのぶ

住所／下関市王司

下関イチゴ生産組合は、協力し合って
おいしいイチゴを作っています。

岩谷 隆弘

かおり野

品種

いわや たかひろ

住所／長門市日置

美味しいイチゴを届けるため、出荷の
タイミングに合わせ、作業しています。

尾﨑 一成

かおり野

品種

おさき かずなり

住所／山口市嘉川

摘果を強めにして、大玉にこだわって
栽培しています。

長冨 和也

さちのか

ながどみ かずや

品種

住所／萩市椿

丹精込めて育てた紅ほっぺは真っ赤
で大粒、甘さも抜群！

堀 浩泰

紅ほっぺ

ほり ひろやす

イチゴの選び方

イチゴ
生産者の声イチゴに含まれる栄養素は、何と言ってもビタミンＣです。風邪

予防やストレスへの抵抗力を強めるほか、コラーゲンの生成を
助ける働きもあります。また、葉酸も含まれており、特に妊婦に
は欠かせない栄養素の1つと言えます。そのほか、眼精疲労回
復やアンチエイジング効果、食物繊維や抗酸化作用を含む栄
養素が多く含まれています。

イチゴの栄養素

洗わずに、ラップやポリ袋で覆い、冷蔵庫で保管します。痛んで
いるものがあれば、取り除いておきます。イチゴは鮮度が落ちや
すいので、冷蔵保存なら早めに食べるようにしましょう。量が多
い場合はさっと洗い、水分をよくふき取ってから、ヘタを取って
冷凍します。栄養が失われにくく、1ヶ月ほど保存できます。

イチゴの保存方法

濃赤色で甘酸のバランスがいい味。香りも
よく食べ応えがある。

さちのか
橙赤色の淡い色が特徴。果肉は白い。酸味
が少なくあっさりして食べやすい。山口県で
一番栽培されている品種。

かおり野
やや硬めで酸味が控えめ。
果肉が真っ白。

さがほのか
果肉が硬く大玉になりやすい。
食味と香りがいいのが特徴。

恋みのり

愛媛県のオリジナル品種。糖度が高く酸味
もしっかりある食べ応えのあるイチゴ。

あまおとめ

果肉の中までしっかり赤い。糖度も酸味も
強めでやや柔らかめ。日本で初めての種子
繁殖型のイチゴ。

よつぼし
果実が長めの円錐形をしているのが特徴。
果実はやわらかめで口当たりがよく、果汁も
豊富。

章姫

かおり野
さちのか
紅ほっぺ

かおり野
さちのか
紅ほっぺ
恋みのり

かおり野
さちのか
紅ほっぺ

かおり野
さちのか
紅ほっぺ

下関 長門

宇部

山口県

イチゴ
MAP

山口県

紅ほっぺ

美祢

かおり野
さちのか
さがほのか
紅ほっぺ
章姫
よつぼし

かおり野
さちのか
さがほのか
あまおとめ

山口

萩
防府とくぢ

かおり野

かおり野
さちのか
さがほのか

周南

さちのか
紅ほっぺ
恋みのり

南すおう

さちのか

周防大島

岩国

周南統括本部

山口
統括本部

宇部
統括本部

萩統括本部

美祢統括本部下関
統括本部

長門統括本部

南すおう
統括本部

周防大島
統括本部

岩国統括本部

防府とくぢ
統括本部



【周南】菜さい来んさい

大人だけでなく子ども
たちにも親しまれるお
漬物で、しゅうなんブ
ランド認定品です。

大根、なす、きゅうりなど周南市
産の野菜10種類をしょうゆ漬け
にしたものを、30年以上徳山の
特産品として製造しています。

1週間

■〒759‒4101　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

Aコープ 長門店❹

■〒742‒2301  周防大島町大字久賀4721番地1
■TEL／0820‒72‒0391 
■営業時間／9：00～18：00 ■定休日／第2・4日曜日

Aコープ 久賀店❸

■〒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❷

■〒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❶

■〒759‒4503 長門市油谷新別名899
■TEL／0837‒32-0040 ■営業時間／9：00～12：00 
■定休日／火曜日、木曜日、土曜日、日曜日、祝日

油谷直売所21

■〒758‒0061 萩市大字椿3395‒12
■TEL／0838‒21‒7770 ■営業時間／9：00～18：00 
■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

■〒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

■〒759‒2302 美祢市於福町下2867‒1 ■ TEL／0837‒56‒0863 
■営業時間／〈４～9月〉9：00～18：00〈10～3月〉9：00～17：30
■定休日／第2水曜日（年末年始の定休日についてはお問い合わせください。）

あぐりプラザ おふく18

■〒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

■〒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

■〒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

■〒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

■〒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

ぶちええ菜 山口店13

■〒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

■〒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

■〒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

■〒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❾

■〒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❽

■〒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❼

■〒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❻

■〒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437❺

■〒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❹

■〒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❸

■〒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❷

■〒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

島のめぐみ 本店❶

JAポイントカード加入であなたも山口県農業の応援団

「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！

JAポイントカード会員募集中!!
つかう！ たまる！ うれしい！

JAにて
発行
手続き

ポイントカード
発行
ご自宅へ郵送

ポイントカード会員申込方法
お申込・お手続きカンタン！入会金・年会費は不要！

支所・直売所等で
会員入会申込書
を記入

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
直 売 所

※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。

JA山口県総合ポイントサービス

※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総合ポイント会員の皆さまへ

ファーマーズマーケットで2,000円のお買物の場合

付与条件

合計

組合員

であれば 2倍の さらに、上記条件で 4倍の

お買い物ポイント 10pt

組合員ボーナス 10pt

付与条件

お買い物
ポイント

付与条件

合計

一般会員

お買い物ポイント 10pt

お買い物
ポイント

お買い物
ポイント 合計

組合員＋給与振込・年金振込

お買い物ポイント

10pt

40pt20pt10pt

組合員ボーナス
10pt給振・年金ボーナス
10pt

共済保有契約ボーナス

10pt

JA組合員だと断然お得！

「JA事業利用券」
に交換できます。

つかう

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。

%割引

ポイントカード
ポイント+
クレジットカード
クレジットカード
機能付き

クレジットカード
機能なし

カードの種類

1
1

3

2

4

24

5

6
910

12

13

14
1516

17

18

19

20

21

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

秋穂っ娘
はなっこりー花ふりかけ

山口県産地鶏 

「長州黒かしわ」の肉味噌
黒糖柚子味噌

【長門】Ａコープ長門店 【長門】Ａコープ長門店 【萩】ふれあいらんど萩 【萩】ふれあいらんど萩

岡田味噌醤油 ひしお 井上商店 しそわかめ 徳山漬

まごころ卵

【南すおう】遊気百菜館

【岩国】FAM'Sキッチンいわくに【山口】ぶちええ菜

【岩国】FAM'Sキッチンいわくに

【美祢】直売所みとう

【宇部】新鮮館

厚狭（あさ）ご飯のお友

募集部門 応募資格

応募条件

応募方法

表彰・賞品

応募期間

岩国れんこん 福神くん

池本食品 岩国蓮根肉みそ 4種

【下関】いただきま～と

漬物いろいろ

280円

180円～420円 400円

各356円（各150g）

648円（120g）
594円（30g×5本） 440円（200g）350円（300g） 270円（90g）

270円（180g）
400円（40g）
700円（40g）

400円

540円（各120g）

290円（10個）

400円

みとう味の館
きゅうりの粕漬け・きゃらぶき

一馬本店 椎茸もろみ

【防府とくぢ】とれたて満菜 【防府とくぢ】とれたて満菜

松富のギョロッケ

【周防大島】島の恵み

榮屋のいりこみそ

周防
大島町産

そのままでもいいし、鰹節を混ぜ
てアレンジしても美味しい。定番
です。

450円（120g）
長門市産の楊貴妃味噌と長門産
柚子をブレンド、さらに長門産純
粋黒みつを加え、コクのある風味
豊かな黒糖柚子味噌。

鶏ごぼう、しいたけ、しょうが、ミル
クをバランス良く配合しています。
個包装５本入り、温めいらずで簡
単便利。

厚狭高校の生徒が
地元特産「寝太郎かぼちゃ」
を使い開発した商品です。

魚のすり身・玉ねぎのコロッケ風の天ぷらです。
少しピリ辛の味で、そのままでもおいしいですが、
温めますとなお美味でお弁当にも合います。

1月17日の「おむすびの日」とは、1995年に発生した阪神・淡路大震災で、ボランティアによるおむす
びの炊き出しが人々を大いに助けたことから、いつまでもこの善意を忘れないようにと、2000年に制
定された記念日です。この日にあわせ、ＳＮＳを活用した山口県産米を使った「我が家の自慢アイデア 
おむすびコンテスト」を開催し、山口県産の食材を使った「おむすび」を作って食べてワクワクするよ
うなおむすびの写真やレシピを募集します。

●小学生以下の部
●中・高校生の部
●大学生・一般の部

山口県に在住の方

山口県産のお米と食材を使用した
おむすびの写真を撮って応募してください。

詳しい応募方法、応募要領、注意事項につい
ては2022年1月1日にＨＰやＪＡ山口県公式イン
スタグラムに掲載しますのでご確認ください。

山口県産の裸麦を使用したもろみに、
煮込んだ県内産の原木椎茸を加えま
した。ご飯にとても合い、おにぎりの具
やお茶漬けにもどうぞ。

美東産のきゅうり・ふきを使っています。
きゃらぶきにはしいたけも入っています。
ごはんのおとも、お酒のつまみにいかがですか。

※価格はJAファーマーズマーケットでの税込み販売価格です。

周防大島浮島のいりこと周防大島産
の味噌が原材料です。ゆずの香りが
ほんのり上品に漂います。

下関産の野菜を使った漬物がズラリ
とラインナップ。お気に入りの味を見
つけてみてはいかがですか。

福神漬けに似た味わいで、甘辛さと酸味
がご飯にピッタリ。カレーにも合います。

やわらかく適度な歯ごたえのわか
めを素材に、しそ、ごま、かつおだ
しで味付けしたソフト海藻ふりか
けです。

地元産イチゴをふんだんに使用し、ミルクジェラートの中に
イチゴのコンフィチュールを入れ、上にはイチゴソースと冷
凍イチゴを添えた贅沢な仕上がりのアイス。
（FAM'Sキッチンいわくに のみ）

サクマとコラボし、山口のみかん果汁を
使用した、甘さすっきりのみかんあめ。

山口県オリジナル地鶏長州黒か
しわの肉味噌、野菜炒めやご飯
のお供に。

純国産赤鶏だけを生後２日のヒヨコ
から卵を産むまで５ヶ月間、真心こめ
て育て生まれた卵です。

シャキシャキ感を残した岩国蓮根を33％使
用。ご飯のお供はもちろん、麻婆豆腐や炒飯
ほか、あらゆるお料理にお使いいただけます。

県オリジナル野菜「はなっこりー」のふり
かけで、黄色い花を使い彩りがきれい。

県内の各JAファーマーズマーケットが取り扱う山口ならではの、ごはんのおともを集めました。
ぜひこの機会に、お好みのものをご賞味ください！ ますます、山口米のごはんがすすみます！

【 やまぐちみかんあめ 】

【 イチゴジェラート 】

「やまぐちおむすびコンテスト」開催！

◀ ＪＡ山口県ＨＰ

ＪＡ山口県公式インスタグラム はコチラ▶

我が家の自慢【アイデアおむすび】

※当日消印有効

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

グランプリ

やまぐち和牛「燦」１万円分
& 山口米10㎏ 各部門1名

準グランプリ

やまぐち和牛「燦」8千円分
& 山口米10㎏ 各部門1名

特別賞

やまぐち和牛「燦」5千円分
& 山口米10㎏ 各部門1名

2022年１月１日　 ～１月31日土 月

※数量限定販売につき、ファーマーズマーケットによっては
　売り切れとなる場合がありますので、予めご了承ください。

袋

瓶

248円（3個入）・124円（ミニ4個入）

ポイントカー
ド会員

新規加入の
方

新規組合員
加入の方

さらに

100ポイン
ト

プレゼント
！

500ポイン
ト

プレゼント
！

＋共済保有契約

ボーナスポイントの付与条件・付与日などの詳細についてはJA山口県ホームページをご覧ください。

例えば…


