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お買い物して
ブドウを
GETしよう！
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ここっちゃ 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、ブドウをGETしよう！

2022年8月31日（水）
2022年7月1日（金）～2022年8月31日（水）

※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

・山口県のブドウ図鑑
・ここっちゃ JAファーマーズマーケットのイチ推し！
・そうめんレシピ
・JAポイントカード会員募集中！！
・ブドウ プレゼントキャンペーン

2022. 夏号

PRESENT

だれ
でも使える　　

JAのおいしい情報

ＪＡコミュニティ誌

ブドウ プレゼントキャンペーン山口県産

ブドウ 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何を見てキャンペーンを知ったか
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】 ■2022年7月1日（金）～2022年8月31日（水）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9月中旬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ここっちゃ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、ここっちゃ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9月中旬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、ここっちゃ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
ブドウ

※写真はイメージです。品種や数量は発送時期
と市場動向により変更となる場合があります。
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藤稔（ふじみのり）

ブドウ図鑑
JA山口県のブドウ組合員組織

山口県の

山口県の果樹農業は、瀬戸内海や日本海の沿岸部を中心に、うんしゅうみかん、なつみかんなどの
柑橘が栽培され、内陸部には、なし、りんご、ブドウ、くりなどの落葉果樹が栽培されるなど、
自然的・地理的条件を活かした多種多様な品目による果樹産地が形成されています。
ブドウは主に山間部で栽培され、気温の寒暖差を利用し甘く美味しいブドウが8月～9月下旬ごろまで
楽しめます。ブドウの種類は沢山あり、県内でも20種類以上のブドウが栽培されています。
山口県でのブドウ栽培面積は約48haで、広島市のマツダスタジアム約21個分です。

味わい深い品種が多いことが特徴です。
黒系ブドウの特徴は、濃い紫、黒っぽい紫色
の厚い皮です。その皮の色の濃さからもわか
るように、黒系ブドウはアントシアニンが豊
富。品種によっても異なりますが、基本的には
「ブドウの王様」とも称される巨峰に代表され
るような、大粒の実も特徴的ですね。果肉自体
は緑色で、香りと味が濃厚です。

皮の色が濃い紫色の巨峰
はとてもジューシーです。
皮はむいて食べるように
しましょう。

1

3
2

ブドウにとって「良い」と言わ
れることをいろいろ試し、粘
土質で肥沃な土地の特性
を活かした土づくりに力を
入れています。

五島 豊
ごとう  ゆたか

さん

巨峰（きょほう）

甘味が強く果汁が豊富
で、粒が大きいのが特徴
です。主皮をむいて食べる
ようにしましょう。

緑系ブドウは、淡く明るい緑色の皮が特徴で
す。「青ブドウ」「白ブドウ」とも呼ばれますね。
緑系ブドウは白ワイン用として作られているも
のも多く、芳醇な香りとさわやかな甘さがあり
ます。黒系ブドウは皮が分厚いものが多いで
すが、緑系ブドウは皮が薄くやわらかい品種
が多いため、比較的どんな品種でも皮ごと食
べられるものが多いです。

緑系ブドウ

果実の表面に白い粉がついているの
は、「ブルーム」と呼ばれ、果実の脂質
から作り出されたものです。ブルーム
は果実を病気から守る、水分を保持
するといった役割を果たしていて、ブ
ルームがついているものの方が鮮度
が保たれやすいと言えるでしょう。

黒系ブドウ

赤系ブドウは、黒系ブドウよりも明るい紫色の
皮が特徴です。なかには色の濃いものや、緑
に近いものもあり、黒系と緑系の中間といった
感じですね。粒の大きさについては、安芸ク
イーンのような大粒の品種もあれば、デラウェ
アのような小粒もあり、品種によってさまざ
ま。果実は酸味が少なく、糖度が高いので甘
いブドウが好きな方に好まれます。

赤系ブドウ

スーパーでも定番の小粒
ブドウで、甘味のなかに酸
味も感じる後味さっぱりの
品種です。

デラウェア
果肉は引き締まっており、
果汁が豊富。甘味は控えめ
で香りがよいブドウです。

安芸クイーン
みずみずしい果肉とすが
すがしく甘味のある香りが
特徴の品種で、ほとんどが
種無しです。皮ごと食べる
とパリッとした歯触りも楽
しめます。

シャインマスカット
大粒で皮が薄く、種無しな
のでそのまま食べられま
す。甘味が強く酸味は少
ないのが特徴。

瀬戸ジャイアンツ

紫玉は実が非常に大粒で
皮は厚め、柔らかい果肉
が特徴の品種で、見た目
や味わいは巨峰と似てい
ます。

紫玉（しぎょく）
巨峰とマスカットの交配に
より誕生しました。大粒で
「黒い真珠」とも呼ばれる
実はギュッと締まっており、
上品な甘さが特徴です。

ピオーネ

ブドウの
保存方法
【冷蔵庫】

ブドウの
保存方法
【冷凍庫】

萩市上小川

藤稔・ピオーネほか
7種類を栽培

小川ぶどう組合

手頃な価格で購入していた
だけるように大きさを調整
しています。美味しいブドウ
ができるよう細かな作業に
気をつけています。

品川 民雄
しながわ  たみお

さん

山口市仁保

シャインマスカット、
ピオーネなど
15種類を栽培

鋳銭司ぶどう組合

有機肥料を中心に、農薬使
用量をできるだけ減らした
農法でブドウのおいしさだ
けでなく環境配慮型の農業
をしています。

野村 翔多
のむら   しょうた

さん

山口市鋳銭司

瀬戸ジャイアンツ、
クイーンニーナなど
5種類程度を栽培

ブドウワンポイントアドバイス！

ブドウは上の方が甘いので、下から食べるとより甘さを感じます！

ブドウワンポイントアドバイス！

房のまま保存する場合は、ひと房ずつ新聞
紙やキッチンペーパーで包んでから保存袋に
入れます。冷蔵庫の野菜室で保存します。
房から外して保存する場合は、キッチンバサ
ミで実をひと粒ずつ枝から切り離してください。

実が傷つかないように、2～3mmほど実側に
枝を残して切りましょう。保存容器にキッチン
ペーパーを敷いて、切り離したブドウを並べま
す。キッチンペーパーをかぶせてから蓋をし
め、冷蔵庫の野菜室で保管してください。

房のままだと3～5日、房から外すと1週間程
度です。どちらの場合も、洗うのは食べる直
前にしてください。洗ってしまうと、おいしさ
を保つ役割のブルームが落ちてしまいます。

冷凍する場合は、キッチンバサミで実をひ
と粒ずつ枝から切り離してください。サッと
洗い、キッチンペーパーで水気を拭き取り
ましょう。冷凍用の保存袋に、ブドウが重な
らないよう入れて、冷凍庫で保存します。

1ヶ月程度です。冷凍したブドウは、
常温に10分程度置き半解凍くらい
の状態で食べると、シャーベットのよ
うに楽しめますよ。

保存期間 保存期間

1

2

3

仁保果樹部会

甘味

参考：農林水産省 平成30年産特産果樹生産動態等調査 ぶどう（生食用）　参考：山口県果樹農業振興計画



いただきま～と 川中店・下関東部店遊気百菜館

新鮮館 阿知須店・厚南店

菜さい来んさい！ 下松店・北部店

直売所 みとう

とれたて満菜

Aコープ 長門店

島の恵み 本店・小松店

FAM’Sキッチンいわくに ふれあいらんど萩

萩たまげなすのヘタを落として
皮をむき、縦に千切りする。

片栗粉をまぶし、少しふるって余分な
片栗粉を落としたら熱湯で茹でる
（透き通るまで茹でる）

冷水に通し冷やす。

器になす、めんつゆを入れ、お好みでショウガ、刻んだ小ねぎ
をふりかけ完成。

キャンペーン期間

　山口農高のヨード卵 
　幸せの蒼い卵
　アロウカナ

巨峰　　藤稔　　ベリーA
シャインマスカット
ゴールドフィンガー
デラウェア
安芸クイーン
ピオーネ

これからは
トマト・ナスが
おすすめ！

ぜひ新茶を
味わって！

■〒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

油谷農産物等直売所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／1月1日～1月5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〉8：30～18：00〈10～3月〉8：30～17：00   
■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／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／9：00～16：00 
■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／9：00～17：00 ■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 阿知須店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

■〒745‒0809 周南市久米中央4丁目10番5号
■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

島の恵み 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

島の恵み 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
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※価格はここっちゃ JAファーマーズマーケットでの税込み価格です。

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…

販売している
主なブドウを
ご紹介！

イチゴ農家
が作る絶品
スイーツ。

「きぬむすめ＋金のいぶき」
こだわりのブレンド玄米ごは
ん。プチっと弾けるゴマのよ
うな独特の食感が楽しい。

「金のいぶき」とは玄米食専
用で開発されたお米。大き
な胚芽にギャバ、食物繊維、
ビタミンE等、栄養ぎっしり。

山口県産みかん果汁
を使用。柑橘系らしく
すっきりとした味。

山口県産岸根ぐりの
ペーストを使用。栗の風
味を活かした濃厚な味。

がん ね

山口県オリジナル柑
橘ゆめほっぺがアイス
になりました！

　いちごっ娘のいちごムース 160円

キャンベル
シャインマスカット

　新茶
　水出し煎茶
　寝たろう味噌

巨峰
マスカット

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。

ぶちええ菜 山口店

　徳山漬
440円（200g）

300円（6個入）

1,080円（100g）
594円（100g）
630円（1kg）

巨峰
紫玉
黄玉
藤稔
甲斐美嶺

瀬戸ジャイアンツ
シャインマスカット
アーリースチェリー
ハニーシードレス
サニールージュ
クイーンニーナ

巨峰　　デラウェア
ニューピオーネ

ピオーネ
キングデラ
リザマート
安芸クイーン
ブラックビート
ベニバラード

おもちの中に、小豆餡、生クリームを入れた冷凍菓子。
冷蔵庫から取り出し30分で食べごろに！

もち・ジャム・漬物は富海産のものを使って
丹念に仕上げました。

　生クリーム大福
　生クリーム大福 いちご
　生クリーム大福 山口茶

162円
205円
230円

栗の味がしっかりと感じられる逸品！

　岩国蓮根麺（うどん、ラーメン等）

　岸根くりソフトクリーム
340円

580円（袋／2食入）

巨峰
ピオーネ

シャインマスカット
安芸クイーン

ふっくらした丸い形で
甘みが強く、適度な酸味の
バランスが抜群です。

　長門桃太郎トマト

新鮮でクセのない肉質が大好評！

　周防大島産猪ハンバーグ
300円

コシのある素麺です。

　手延そうめん 菊川の糸

シャインマスカット

ニューピオーネ
シャインマスカット
瀬戸ジャイアンツ

萩夏みかんの、プリプリと
歯ごたえのある果肉を
ゼリーに閉じ込めたデザート。

　萩 夏みかんゼリー
180円
1,300円（箱／6個入）

520円（袋／10束500g）
1,350円（箱／18束900g）

巨峰
シャインマスカット
ピオーネ

女性部富海支部「ひまわり会」
漬物、ジャム、菓子、もちなど　トマト

　ナス

280円 280円324円

やまぐち
みかんあめ200円（120g） 200円（120g）

山口県産 
玄米入りごはん

山口県産 
金のいぶき

レンジで
簡単、
温めるだけ

やまぐち
マロンあめゆめほっぺアイス

令和4年4月1日［金］
令和5年3月31日［金］

※総合ポイント付与はJAカード入会月の翌々月15日頃となります。 ※総合ポイントカードの詳細については、お近くのＪＡ窓口までお問い合わせください。

総合
ポイント1,000ポイント
当ＪＡでは、ＪＡカードをお申込みいただいたお客さまに、JA直売所等でＪＡ事業利用券と交換して利用できる総合ポイント 
1,000ポイントプレゼントキャンペーンを実施しております。ほかにもお得な特典をたくさんご用意しております。ぜひこの機会に
ＪＡカードにご入会ください！

JＡカードをお申込みいただいたお客さまに

プレゼント！！

・・・・・・・・・・・・1本
・・・・・・・・・大さじ8～10

鍋にスープの材料を入れて中火で沸騰させる。ボウルに移して
粗熱をとり、ラップをして冷蔵庫で30分ほど冷やす。

豚肉は3㎝幅に切り、耐熱ボウルに入れ、
ラップをして500Wのレンジで1分半程、火が通るまで加熱する。

そうめんを茹で、流水で洗う。

器に水気を切った3を入れ、1を注ぎ、2と半分に切ったゆで卵、
小ねぎをのせたら出来上がり！

❶

❷

❸

❹

❶

❷

❸

❹

作り方

水
ごま油
鶏ガラスープの素
塩
すりおろしニンニク

・・・・・・・・・・・・・・・・ 2束
・・・・・・・・・・・ 50g

・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
・・・適量

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 400cc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2

・・・・大さじ1.5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2

・・・小さじ1/2

そうめん
豚薄切り肉
ゆで卵
万能ねぎ（小口切り）

塩そうめん

さっぱりと美味しいそうめんで、暑い夏を乗り切ろう！

材料

材料（2人前）

作り方

萩たまげなす
片栗粉

・・・・適量
・・・・・適宣
・・・適宣

ショウガ
小ねぎ
めんつゆ

なすのそうめん

夏に
ぴったり！

【スープ】
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