


２０２３年 有機栽培適合プラグ苗申込書 
ご注文は希望受取日の６０日前（ナス接木は９０日前）までにお願いします  Fax：０２６３ – ９２ – ６８０８ にて受付 
【お客様番号】 ご氏名（ふりがな） ※栽培形態 （ 専業 ・ 兼業 ・ 家庭菜園 ） グループ 

購入 

 

 

名 

【農場・団体・企業名】 

ご住所 〒 
 

連絡先１： 連絡先２： FAX: 
 

品種 
苗の種類 

ご希望の種類に◯ 
台木の品種 

ご指定があればご記入ください 
トレーの種類 
ご希望の種類に◯ 数量 

希望受取日 
平日のみ 

  接木 実生   
  

 トレー  月  日 

  接木 実生      トレー  月  日 

  接木 実生   
  

 トレー  月  日 

  接木 実生      トレー  月  日 

上記にご記入の上、FAX またはメールにてご注文ください。ご注文内容に基づいて請求書をお送りいたしますので、指定の振込口座にご入金ください。

ご入金確認後、苗の生産を開始いたします。振込手数料はお客様でご負担ください。 

接木苗の標準台木は右記になります。 キュウリ（スターク）、 トマト（B バリア）、 ナス（トルバム）、 ピーマン（ベルホープ）、 スイカ（ドン・K） 
 

価格表（赤字は自然農法センターのタネ品種、黒字は市販品種） 【価格は税込（円）】 

品目 品 種 
苗の 
種類 

２００穴トレー 
（１９５本＋５本予備） 

１２８穴トレー 
（１２５本＋３本予備） 

５０穴トレー 
（４９本＋１本予備） 

価格 １本あたり 価格 １本あたり 価格 １本あたり 

キュウリ 
バテシラズ３号  バテシラズ２号 
上高地  上高地５号  イボ美人 

接木  23,925 192 11,535 236 

実生  13,200 106 7,870 161 

トマト 

（大玉） 妙紅  紅旬  南桜２号  自生え大玉 
（中玉） メニーナ  サンティオ 
（ミニ） チャコ  ブラジルミニ 

接木 38,181 196 27,088 217 13,152 269 

実生 17,375 90 13,338 107 8,085 165 

（大玉） 桃太郎ホープ  桃太郎ピース  ルネッサンス  麗旬 
（中玉） ＴＹレッドオーレ 
（ミニ） 小鈴キング  小鈴クイーン  ＴＹ千果 

接木 40,970 211 28,875 231 13,745 281 

実生 19,949 103 14,988 120 8,678 178 

ナス 
黒小町  紫御前  信越水ナス  在来青ナス 
とげなし千両２号  筑陽  ＳＬ紫水  紫紺仙台長 

接木 40,112 206 27,775 223  

実生 16,517 85 13,063 105  

ピーマン 
信州みどり  自生えピーマン  京ひかり  みおぎ 
甘とうがらし（自農系）  L３葵ししとう 

接木 43,544 224 30,250 242  

実生 22,308 115 16,913 136  

スイカ 黒小玉  夢枕  祭ばやし７７７  黄こだまＨ  こがね 接木  26,813 215 12,936 264 

カボチャ 
カンリー２号  かちわり  ケイセブン  
坊ちゃん  ほっとけ栗たん  ほっこりえびす 

実生  16,088 129 8,409 172 

ズッキーニ等 オーラム  ダイナー  バターナッツ  金糸瓜 実生  12,858 103 7,140 146 

レタス エルシー  ロックウェル  エルワン  エルーゴ  美味タス 実生 4,290 22 4,675 38  

キャベツ ： 秋徳ＳＰ  彩音  春波  味春  早生子持  レンヌ 実生 5,826 30 5,602 45  
ハクサイ ： 耐病六十日  王将  ほまれ二号  晴黄系  きらぼし系 
ブロッコリー ： 改良緑炎  ファイター  晩緑系  ピクセル  スティックセニョール 

カリフラワー ： 里月  輝月  知月  オレンジ美星  ダ・ヴィンチ         品種名の後ろに「－系」とあるものは「晴黄85」等の正式な品種名をご記載下さい。 
 
・希望受取日は３月１日～９月３０日の平日のみご指定いただけます。 
・生産スペースの都合により希望日でご予約いただけない場合があります。 
・期間外の発送については応相談となります。 
・希望受取日が異なる場合は、それぞれに送料が必要になります。 
・台木を変更したい場合はお見積もりいたします。 
・品種の説明は下記URL または QR コードよりご覧下さい。 

https://www.infrc.or.jp/seeds/9640/ 
 
※運送途中の自然災害や予期せぬトラブルで滅失、き損若しくは遅延したことによる損害については、損害賠償の責任を負いません。た

だし、人的ミスによるトラブルに関しましては、商品代金のみ返金させていただきますが、その商品を使用できなかったことにより生じ
る損害につきましては保証できません。予めご了承ください。 

送料一覧（１梱包あたり） 

北海道 2,200 円 関東・信越 1,155 円 

東北 1,375 円 北陸・中部 1,045 円 

関西・中国・九州 

 935 円 

四国 770 円 

沖縄   3,850 円 

１梱包はトレー３枚まで、トマト５０穴のみ１梱包２トレーまで 

送料は２０２２年１２月１日時点の目安です 
（諸事情により変更される場合があります） 
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