
 氣力野菜（生命食）セットのご案内 

アース・アズ・マザーの氣力野菜（生命食）は、栽培期間中農薬・化学肥料・除草剤等は一切不
使用の有機循環自然農法にて、微生物や生き物がたくさん住める土づくりにこだわって、手作業中
心に手間暇かけて、食する方々が心身共に毎日健康で笑顔になれる愛情いっぱいでエネルギー
の高い氣力野菜にする為に、日々仲間とともに食育・食農として安心な作物づくりを実践栽培中。 

氣力野菜は、出来るだけ機械を使わず、手間暇かけた手作業中心のお
野菜です。私たちの心（土や野菜への愛情）がお届け出来る氣力野菜を生
命食として、食した方々の心身の栄養、エネルギーとなり、生き活き元気に、
より健康になっていただきたく願い、野菜セットの宅配をしています。一緒に農
業をしている仲間の菜食主義の方、元発達障害の方、アトピー性皮膚炎
等、アレルギーをお持ちの方は見違えて綺麗に元気になり、野菜嫌いなお子
様からも大変美味しいと好評をいただいております。 

 

素材に拘り、あいちの伝統野菜や固定種の野菜を 

栽培し、栽培期間中は農薬・化学肥料・除草剤は 

不使用で安産安心な野菜を栽培してお届けします。 

＜春夏野菜＞  

＜秋冬野菜＞ 

＜ちょっと珍しい野菜＞ 

＜フランス料理用野菜＞ 

海外の固定種をフランス料理のシェフの注文にて栽培しています。 

   

【子供が喜んで食べる野菜】 

【私たちが作っています！】 
アース・アズ・マザー農事業部 

【お問い合わせ】 

NPO法人 Earth as Mother担当：農事業部 E-Mail :  agri@earthasmother.com 

事務局 TEL：052-684-8000 URL    :   http://www.earthasmother.com 

 
 

藤岡の「藤」に因んだ紫シリーズも栽培中！ 
・紫芋 

・紫キャベツ 

・紫かぶ 

・紫ししとう 

・峰の紫（紫黒米）  など 

～皆様の健康作りを助ける生命食・氣力野菜、お米をお届けします～ 

※天候により生育状況が悪い場合、出せるお野菜が変わる可能性がございます。 

詳細はお問い合わせ下さい。 

季節の野菜セット２,000 円～（消費税込） ご注文は裏面から 

お米は昔ながらの 

手植え、手鎌刈り、 

はざがけ、天日干し、 

足踏み脱穀、 

手で一粒一粒 

選別し、袋詰め 

農薬・化学肥料・ 

除草剤不使用の 

氣力、生命力 

溢れる拘りの野菜 

 豊田市藤岡地区、猿投地区にて栽培中 

※裏面に季節の出荷野菜記載。 

 

※目の疲労、肥満予防、花粉症予防に効果があると

されるアントシアニンが多く含まれています。 

氣力天領米 

mailto:agri@earthasmother.com
http://www.earthasmother.com/


商品購入品記入欄

№ 価格 個数 小計

1 氣力野菜セット（お試しセット） 2,000円 円 あしたば クレソン 菜の花

2 氣力野菜セット 3,000円 円 アスパラガス そら豆 にら

3 氣力野菜セット 4,000円 円 うど さやえんどう ルッコラ

＜お米、味噌、調味料＞ からし菜 椎茸 レタス

昔ながらの伝承農法栽培！（手植え・手刈・天日干し・足踏み脱穀） カリフラワー 春菊 わらび

4 レンゲ天領米 （玄米） 1,080円 円 キャベツ セリ 九条ネギ

5 レンゲ天領米（白米） 1,080円 円 水菜 セロリ 芽キャベツ

6 天領米イセヒカリ （玄米） 2,160円 円 うすい豆 たけのこ

7 天領米イセヒカリ （白米） 2,160円 円

炊くとほんのり愛らしい桜色♪ なす ピーマン ゴーヤ

8 お祝い米 桜（古代米 赤） 680円 円 翡翠なす パプリカ 紅オクラ

食べる目薬！アントシアニンが豊富な紫黒米 緑なす カラーピーマン 八丈オクラ

9 峰の紫（紫米） 680円 円 加茂なす かぼちゃ インゲン豆

天領米、桜、峰の紫の玄米ご飯が楽しめるお得セット 水ナス 長かぼちゃ 枝豆

10 彩穀米（３袋入） 390円 円 トマト バターナッツ南瓜 おかのり

11 680円 円 唐辛子 ズッキーニ ふだん草

紫シシトウ きゅうり わさび菜

12 豊田味噌 藤の赤（豆味噌） 2,268円 円

豊田市藤岡で採れた純蜂蜜 大豆 紫からし菜 二十日大根

13 はちみつ　そよご 1,500円 円 小豆 レタス スティック春菊

14 はちみつ　さくら 1,900円 円 落花生 ルッコラ 人参

15 はちみつ　あかしあ一番しぼり 1,900円 円 水菜 里芋 山芋

16 はちみつ　れんげ 2,400円 円 さつまいも パープルスイート 白菜

円 スイスチャード 安納芋 キャベツ

愛知県産菜種使用　日本に１つの焙烙窯で焙煎、圧搾して絞った油 ほうれん草 大根 ブロッコリー

17 ほうろく菜種油 伝承油 2,376円 円 水菜 カブ カリフラワー

18 ほうろく菜種油 生絞り 1,998円 円

合計金額　　　　円 ＋送料別途　＝総合計金額 　　　  円

《配送、連絡先記入欄》

〒

〒

【生 産 ・ 販 売 者 】　NPO法人　Earth as Mother
　　　　 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目14-12 シティライフ鶴舞2B号室

【お問合せ先】 TEL : 052-684-8000　Email : office@earthasmother.com
・FAXでのご注文の方は注文表を記入の上 052-684-8008 までお送り下さい。
・メールでのご注文の方は上記項目を入力の上 office@earthasmother.com までお送りください。
【お振込先】
・三菱東京UFJ銀行　鶴舞支店　普通　0204524　【加入者名】特定非営利活動法人　アースアズマザー
【個人情報保護法上の通知】
　本書面に記入して頂いた個人情報は、当会においてのDM等の情報を提供・及び当会での
　情報管理の為のみ使わせていただきます。 Ver.4.3 2017.11.28

＜野菜セット＞ ※氣力野菜セットは送料別での値段。

土づくりにこだわり 栽培期間中農薬・化学肥料・除草剤不使用で安心安全栽培

送料は南東北（宮城、山形、福島）、関東・信越・北陸・中部・関西は9.9㎏まで一律980円
※上記以外の地域につきましては別途お問い合わせください。

250g/本

100g/袋

20g×3袋

1kg/袋

1kg/袋

【出荷予定品目】

１番人気！豊田市藤岡産 自家採取の大豆使用
500g/袋

1kg/袋

1kg/袋

5～6種
6～8種
7～9種

規格 規格

ご住所

送り先

ご希望配達回数

100g/袋

250g/本

250g/本

250g/本

彩穀米（６袋入） 20g×6袋

電話番号

備　　考

夏の露地野菜

秋の露地野菜

春の露地野菜

ふりがな ふりがな

申込者名

460g/本

お試し1回　月１回　月２回　月３回　月４回

E-mail

お支払方法

※上記旬の露地野菜につきましては、別途お気軽
にお問い合わせください。

・銀行振り込み　・現金払い

138g/本

送り先が別氏名

雅也ファイル/Desktop/長尾引継ぎ/引継ぎ/販売データ/野菜セット/Downloads/TEL : 052-684-8000　Email : office@earthasmother.com

