
温州みかん・伊予柑・ポンカン・不知火・ジュー
シーフルーツ・レモン

温州みかん・ポンカン・不知火・はるか・
なつみ・ひょう柑

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・ネーブル・
清見・不知火・ジューシーフルーツ・甘夏・ひょう柑・
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早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
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温州みかん・ポンカン・甘夏

温州・レモン・ポンカン・伊予柑

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
ネーブル・レモン

早採り・温州みかん・ポンカン・なつみ・
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温州みかん・伊予柑・ポンカン・ネーブル・
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早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
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早採り・温州みかん・伊予柑・甘夏・清見・
不知火・ジューシーフルーツ・せとか

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・文旦・
ネーブル・八朔・はるか・なつみ・レモン

温州みかん・ポンカン・伊予柑・ネーブル

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・ネー
ブル・八朔・不知火・レモン・ブラッドオ
レンジ・文旦・清見

温州みかん・ポンカン・不知火

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・八朔・
ネーブル・不知火・はるか・なつみ・レモン

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
レモン・はるか・八朔・ジューシーフルーツ・
ひょう柑

早採り・温州みかん・レモン・ポンカン・
伊予柑・はるか・不知火・せとか・甘夏・黄金柑・
なつみ

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・ネーブル・
レモン・不知火・黄金柑・文旦・なつみ・ひょう柑・
八朔・ブラッドオレンジ・はるか

ポンカン・ジューシーフルーツ

品種は限られますが美味しい柑
橘をお届けします。

コロナにも負けず暑さ寒さにも
負けずイノシシにも負けずガン
バンベー

家族みんなで作ったみかんです。
いっぱい食べてください。

コロナに負けず元気なみかんを
届けたい。

今年の夏も暑いですね。暑さに
負けないよう頑張ります。

農家として家族を養えるのも皆
さんが買い支えてくれるからで
す。

皆様へ元気をお届けできるよう
毎日奮闘中！

人に迷惑をかけない。自分の健
康とボケ。頑張りすぎないよう、
ファイト、ファイト。

除草は草刈り機で　摘果は手で
暑い夏を乗り切るのは仕事終わ
りのビール

命枯れてもミカンを枯らすな！！
「クレーム 0」をモットーにファ
イト

暑さにも負けずコロナにも負け
ずなんとか頑張っちょります！

今年も安心・美味しいみかんを
お届けできるよう
　　　　　がんばります～

より安心な、元気いっぱいの商
品を目指して頑張ります。

無理せずボチボチ仕事してます。
今年も秋にはお届けします。

笑う門には福来たる。今年も楽
しくがんばります。

ミカン大好き！だから食べたい
ミカンを培っていきます。

コロナウイルスを退治できるカ
ンキツがあったらいいのに？

米寿と還暦、あわせて 146 歳！
父子でミカンづくりに間に合い
ました。

おいしいみかん作るぞ。暑さに
負けず草刈り摘果毎日頑張って
います。

ミカンも草も日々成長、摘果草刈
に二人で汗を流しています。今
シーズンも宜しくお願いします。

狩浜の自然の中で、ムノウ薬を
愛し、ムノウでない百姓であり
たい

起きて山行って釣り行って寝る。
今はそれでいい。／一歩踏み出
せ間違った道はなし

食べるのが少なすぎた、と
・・後悔

した人は今だかつて一人もいな
い。（トルストイ）

手塩にかけて育てました。口いっ
ぱいに広がる美味を楽しんで！

あきらめなければ必ず道はある。
必ず。

こんにちは藤本農園です。スポーツの力
で元気をもらってます。来年は、夫婦そ
ろって還暦 !!! いい年になりますように。

「きっといつかは」と励まし勇気
をくれたみかんをあなた方にも。

猪鹿鳥に花見、月見で一杯。生
産者の喜びも悩みも尽きません。

中村 文生 宇都宮 俊文・司 中川 真宇都宮 伊太留

宇都宮 遼 宇都宮 幸博 宇都宮 浩二

大河 又夫

原田 兼章

沖村 梅男・智 宇都宮 利治・宏生 大津 敬雄 片山 千鶴子・中井 トモエ

斎藤 達文 宇都宮 亮尚 川越 文憲・映史 藤本 敦

西田 輝任 宇都宮 幸紀

宇都宮 一郎

酒井 烈 上田 義博

井上 政和 原田 商二・浩一 中村 初巳

亀井 秀男・亮太

片山 元治・無

黒田 栄作

かたやま   ちづこ                なかい       ともえ

にしだ 　 てるひと うつのみや 　 こうき

うつのみや 　 いちろう はらだ      かねあき

うつのみや      としはる・ひろお

うつのみや      すけなお

うつのみや     りょう うつのみや   さちひろ うつのみや      こうじ 

なかむら  ふみお うつのみや      としふみ・つかさ なかがわ  しんうつのみや      いたる

おおかわ   またお さかい    あきら うえだ 　  よしひろ

いのうえ  まさかず はらだ     しょうじ・こういち なかむら  はつみ

かめい     ひでお・りょうた おきむら  うめお・さとし おおつ      のりお

かたやま  もとおさ・れい さいとう たつふみ かわごえ  ふみのり・あきふみ ふじもと あつし

くろだ　えいさく
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早採り・温州みかん・不知火・ジューシーフ
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温州みかん・ポンカン・甘夏・レモン

温州みかん・ポンカン・甘夏・ネーブル・不
知火・ジューシーフルーツ

甘夏

真珠・青のり

早採り・温州みかん・ポンカン・ジューシー
フルーツ

ちりめん

早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏・
ジューシーフルーツ・なつみ

早採り・温州みかん・ポンカン・甘夏早採り・温州みかん・伊予柑・ポンカン・レ
モン・不知火・せとか・なつみ

温州みかん・伊予柑・ポンカン・甘夏

アボカドの実が成るのが楽しみ
です。今草刈り摘果に頑張って
ます。

自然の恵みに感謝しながら二人
でマイペース。ぼちぼち頑張り
ます。

きまぐれな気候に負けません。
おいしい柑橘届けます。

眼下に海を眺めながら摘果・除
草などの農作業頑張っていま
す。

3 人家族になりました。家族と
みかんの為に一生懸命、頑張り
ます。

今年は雑草の伸びが早い気がし
ます。草刈りが大変です。

汗ダクになりながらも働ける事
に感謝して頑張ってます。

子供も幼木も年々大きく育ち、
はたしてどんな実がなるかな
あ？

実習生と農作業の合間に缶珈琲
で休憩するのが楽しみです。

自然と共に柑橘を作りここで生
きている

周りの人達に支えられて、農家
やれてます。日々感謝！

コロナが早く収まりますよう
に。今年もがんばって作ります。

残り少ない人生、夫婦で頑張り
ます。よろしくお願いします。

笑顔で収穫時期を迎えられる
様、辛い夏場の作業頑張って
います。

流されずに今年も空気を読まず
健やかに生きるのだ！！

夏の暑さに負けず、秋には美味
しいみかんをお届けしたいと思
います。

ワクチン接種もしたけれど、後
何年いけるかな段畑へ。前進の
み！

雨にも負けず、風にも負けず、
夏の暑さには負けますが、頑張
ります。

摘果作業中！今年のうまいみか
んをお届けします。

コロナワクチン接種 2 回済み一
安心。除草、摘果と頑張ってい
ます。

最近猪さんにジャマされる園地
が増えてます

今年のみかんも順調に育ってく
れています。よろしくお願いい
たします。

夢を見るから、人生は輝く。

真珠、青のり、これからも挑戦
を続け、愛媛の水産業を守りま
す！

みかん作りが好きなんです。本
当です。美味しいみかんを届け
ますよー！

子育て世代の私たちが安心安全
で美味しい商品をお届けしま
す。

農業は風景を作る仕事、自分
たちの見たい風景を作って生
きていこ

大津 晴男 森下 孝

菅谷 秀 門田 喜代嗣 中田 武雄 大久保 六仁 二宮 正仁

石田 勝 大塚 勇太 浅井 助良・良裕 井上 久和 中山 源綱

土居 与次 川口 正 有田 勇 大中 一郎 平山 源 一郎

丸山 清秀 藤本 英市 大久保 陽史 てんぽ印ドリーム農園

佐藤真珠網元 祇園丸

森川 嘉則 浅野 一利高岡 勇治

どりーむのうえん

もりかわ  よしのり

かどた      きよつぐ

あさの      かずとし おおつ 　 はるお もりした たかし

すがや 　しゅう なかた      たけお おおくぼ         ろくひと にのみや  まさひと

いしだ    まさる おおつか    ゆうた あさい      すけよし・よしひろ いのうえ   ひさかず なかやま   げんつな

 どい        よしつぐ かわぐち ただし ありた    いさむ おおなか  いちろう ひらやま  げんいちろう

まるやま  きよひで ふじもと  えいいち おおくぼ         はるふみ

さとうしんじゅあみもと    ぎおんまる

たかおか   ゆうじ

てんぽじるし

お付き合い農家を指定しない場合

お付き合い農家について

お付き合い農家から出荷できない場合

お付き合い農家を変更したい場合
かんきつ年間予約注文書にてお付き合い農家の指定を承ります。

指定の変更はシーズン途中に関わらず常時承ります。
ご遠慮なくお申し出ください。

・ご注文の品種を作っていない・想定外に生産果実が底をついてしまった・農薬の使用等によ
り出荷ができなくなったなどの理由で、お付き合い農家からの出荷ができないことがあります。
この場合は他の生産者に振り替えて出荷させて頂きます。出荷前の連絡を希望される方はお知
らせくださいませ。

共同選果場のスタッフ、または各農家が選別し箱詰め・出荷します。いろいろな農家の柑
橘をお楽しみください。


