水輪ナチュラルファーム 今なら入会金１万円を半額 (2010年 5月31日までご入会＋コース申込みの方）

私達は自信と誇りを持って高い品質の
お野菜を皆さまにおすすめします！
農薬化学肥料一切不使用 安心･安全･味は最高!
今日からはじめよう健康な食卓！

自然農法定期お野菜宅配コースお申込み書
※以下のご希望のコース□欄にレ印をお付け頂き、連絡先をご記入下さい。

＜ベーシックコース＞

※ご希望野菜セットのお届けペース「A隔週」
「B毎週」よりお選び下さい。

お野菜定期宅配コース確認事項

① 野菜セット SS コース ( 一人暮らし向き・自然農法野菜 約5 〜 8品目 2,400円税込/回)

＜水輪ナチュラルファーム入会金 10,000円＞

□ A. 隔週発送 (2週間に1回 計12回発送・コース費28,800円)
□ B. 毎週発送 (1週間に1回 計24回発送・コース費57,600円）※特典付

2010年５月31日まで入会金半額5,000円。以後入会金は１万円。入会金は1回限り。次年度以降継続、途中休会の場合、
その後入会金は不要。定期宅配コースお申込みは会員の登録・入会金が必要です。また、送料、クール料金が別途必要です。

【特典】B.には自然農大豆1袋300g、無添加しょうゆ豆250gの2点（1,450円相当）を無料プレゼント

② 野菜セット S コース ( 二人暮らし向き・自然農法野菜 約7 〜 11品目 3,100円税込/回)

＜水輪ナチュラルファーム会員特典＞
①定期宅配コースをお申し込み頂くことができます。
②関連施設の宿泊施設・農園レストラン・宿泊施設（グリーンオアシス・水織音）のご利用にはファーム会員割引があります。
③同施設を使って様々な企画を開催することができます。
④コース内容により無添加手作りおたのしみプレゼントがつきます。

□ A . 隔週発送 (2週間に1回 計12回発送・コース費37,200円)
□ B. 毎週発送 (1週間に1回 計24回発送・コース費74,400円) ※特典付
【特典】B.は自然農大豆1袋300g、無添加しょうゆ豆250g、天日干し梅干
（大）
約15ヶの3点(2,950円相当)を無料プレゼント

③ 野菜セット M コース ( 3〜4名家族向き・自然農法野菜 約9 〜 14品目 4,100円税込/回)

＜特典 無添加手作りおたのしみプレゼント内容＞

□ A. 隔週発送 (2週間に1回 計12回発送・コース費49,200円)
□ B . 毎週発送 (1週間に1回 計24回発送・コース費98,400円) ※特典付

①自然農大豆1袋300g：500円／②天日干梅干約15ヶ：1,500円／③手作り無添加みそ1kg：1,200円／④無添加しょうゆ豆
250g：950円／⑤自然農そば粉500g：1,000円／⑥ジャム280g：1,500円／⑦無農薬そばスコーン5ヶ入：900円／⑧天然酵母
パン大1ヶ：1,100円／⑨無農薬・無添加野沢菜漬け1kg：1,500円／⑩無農薬・無添加たくあん漬け1本：1,000円／⑨⑩は一緒
に、食べ頃の2月頃別便 (送料900円無料)発送。※特典おたのしみプレゼントが品切れの場合、内容を変更する場合があります。

【特典】B.には無添加しょうゆ豆250g、天日干しの梅干
（大）
約15ヶ、手作り無添加みそ1kg、無農薬・無添加野沢菜漬け1kg
無農薬そばスコーン5ヶ入の5点（6,950円相当）を無料プレゼント

④ 野菜セット L コース ( 大家族向き・自然農法野菜 約10 〜18品目 5,300円税込/回)

＜送料について（都道府県別の1回当たりの常温送料）＞

□ A. 隔週発送 (2週間に1回 計12回発送・コース費63,600円)
□ B. 毎週発送 (1週間に1回 計24回発送・コース費127,200円) ※特典付

東京 神奈川 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬
山梨 静岡 宮城 山形 福島 新潟 長野

【特典】B.には無添加しょうゆ豆250g、天日干しの梅干
（大）
約15ヶ、手作り無添加みそ2kg、
天然酵母パン大1ヶ、
無農薬・無添加野沢
菜漬け1kg、無農薬・無添加たくあん漬け1本の6点
（9,350円相当）
を無料プレゼント

⑤ファーム応援年６回コース (3〜4名家族向き･自然農法野菜約9〜14品目＋おたのしみ手作りプレゼント6回)

□ A. 毎月発送 (1ヶ月に1回 計6回発送・コース費35,000円)

【おたのしみプレゼント内容】自然農大豆1袋300g／天日干し
の梅干
（大）
約15ヶ／手作り無添加みそ1kg／無添加しょうゆ豆250g／自然農そば粉500g／無農薬そばスコーン5ヶ入の無添加手作り
おたのしみの計6点（6,950円相当）を毎月1点ずつ無料でお送りさせて頂きます。

⑥ファーム応援年12 回コース(3〜4名家族向き･自然農法野菜約9〜14品目＋おたのしみ手作りプレゼント8回)

□ A. 隔週発送 (2週間に1回 計12回発送・コース費65,000円)

【おたのしみプレゼント内容】自然農大豆1袋300g／天日干し
の梅干
（大）
約15ヶ／手作り無添加みそ1kg／無添加しょうゆ豆250g／自然農そば粉500g／無農薬・無添加野沢菜漬け1kg／無農薬・
無添加たくあん漬け1本／ジャム280gなどの無添加手作りおたのしみ品計８点
（10,050円相当）を数回に分けてお送りします。

＜おためし野菜パック・入会金不要で１回限りおためしでお申込み頂けます＞
⑦ おためし野菜パック

□ SSコース 2,400円税込 □ Sコース 3,100円税込 □ Mコース 4,100円税込
□ Lコース 5,300円税込
※ お支払いは代引のみ・代引手数料別途

連絡先(配達先)以下にご記入下さい

(配達先が連絡先と異なる場合はお知らせ下さい)

FAX 026-239-2736
E-mail farm@suirin-naturalfarm.com

年齢

ご住所 〒
お電話番号

（

）

FAX

携帯電話

（

）

E-mail

お届け時間帯

□午前中

□12〜14時

□14〜16時

到着曜日 ① 本州・四国の方：□火 曜日 または □金 曜日

□18〜20時

（

）

□20〜21時

※ヤマト運輸時間指定枠

② 九州・沖縄・北海道の方：□水 曜日 または □土 曜日

ご希望の到着曜日を上記からお知らせください（離島の方は個別の対応となります）
。

お申込みコース（

）コース

お振込合計金額
◎お申し込みのきっかけ

お届けペース（ A・B ）

□ おためし野菜パック（

円 { 上記コース費＋(送料＋クール代)×発送回数＋初回の方は入会金 }
ちらし

紹介：紹介者（

） インターネット（

）

お振込予定日
新聞・雑誌（

）コース
月

り
と
り
線

大阪 京都 兵庫 滋賀 奈良 和歌山 青森 岩手 秋田

香川 徳島 高知 愛媛
北海道 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

590円

690円
790円
890円
1,290円

沖縄・離島

※品質管理上クー
ル宅急便にて発
送。1回の発送に
つき左記送料にプ
ラス210円。

＜お振込先＞
◎ 八十二銀行 本店営業部 普通口座 1058381 名義 株式会社 水輪ナチュラルファーム
◎ ゆうちょ銀行振替口座 00540-7-96950 名義 株式会社 水輪ナチュラルファーム
※お振込後のキャンセル返金は致しておりません。あらかじめご了承下さい。

＜お申し込み方法＞
必要事項を左の申込書にご記入の上、郵送、FAX、e-mailにて下記までお送り頂き、１週間以内に合計会費をお振込み下さい。

＜その他の事項＞
・発送は6月下旬〜12月上旬になります（1月〜3月は雪のためお休みします。4月〜5月は種まきとなります）
。
・お送りするお野菜の内容は、当園におまかせ下さい。
・年度途中の申し込みでも残った発送回数は翌年に繰り越します。
・野菜の説明と料理レシピがついてきます。
・品質管理上クール宅急便にて発送。1回の発送につき送料にプラス210円。

＜お送りするお野菜の予定（天候により変更する場合があります）＞

フリガナ

お名前

490円

富山 石川 福井 愛知 岐阜 三重
き

＜ファーム応援おたのしみコース＞

岡山 広島 山口 鳥取 島根

6月 小松菜／水菜／春菊／チンゲンサイ／カブ
リーフレタス／サントウサイ／ラディッシュ
さやえんどう／大豆／黒豆／切干大根 他

7月 グリーンピース／スナップエンドウ／さやエンドウ
チンゲンサイ／シュンギク／玉レタス／リーフレタス
サントウサイ／小松菜／大根／カブ／ズッキーニ 他

8月 ズッキーニ／大根／ミニトマト／トマト／シソ
長ナス／丸ナス／万願寺ししとう／ピーマン／大根
ヤングコーン／サンチュ／きゅうり／オカノリ 他

9月 きゅうり／ミニトマト／トマト／ナス／大根
玉ねぎ／丸ナス／万願寺ししとう／ピーマン／シソ
平ざやインゲン／スイートコーン／オカノリ 他

10月 小松菜／水菜／チンゲンサイ／タアサイ
春菊／キャベツ／玉レタス／大根／ほうれん草
玉ねぎ／ジャガイモ／人参／カブ／ごぼう 他

11月 小松菜／水菜／チンゲンサイ／タアサイ
春菊／キャベツ／白菜／ブロッコリー／ごぼう
大根／玉ねぎ／ジャガイモ／人参／カブ 他

12月 大根／辛味大根／人参／カブ／ジャガイモ
ごぼう／唐辛子／玉ねぎ／白菜／水菜
キャベツ／大豆／黒豆／小豆 他

特典はコースの内容によりお楽しみプレゼントつき。すべて
手作り 無農薬大豆、しょうゆ豆、梅干、そば粉、たくあん、
そばスコーン、野沢菜漬け、天然酵母パン、ジャムなど。

農業生産法人

日
）

㈱水輪ナチュラルファーム

FAX 026-239-2736

〒380-0888 長野県長野市飯綱高原2471-2198 TEL 026-239-2630
e-mail farm@suirin-naturalfarm.com URL http://suirin-naturalfarm.com
ﾈｯﾄｼｮｯﾌﾟ http://shop.suirin-naturalfarm.com
ﾌﾞﾛｸﾞ h ttp://naturalfarm.weblike.jp/blog

