


2022 年 「自然農法センターのタネ」の有機栽培適合プラグ苗申込書 
Fax：0263 - 92 - 6808 にて受付（お電話でのご注文は受け付けておりません） 

【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: 

ご注文は希望発送日の 50 日前（ナス接木は 75 日前）までにお願いします。 

品種 
苗の種類 台木の品種 トレーの種類 

数量 希望発送日 
ご希望の種類に◯ ご指定があればご記入ください ご希望のトレーに◯をしてください 

  実生 接木   
  

 トレー  月  日 

  実生 接木      トレー  月  日 

  実生 接木   
  

 トレー  月  日 

  実生 接木   
  

 トレー  月  日 

台木の指定のない場合は右記の台木を使用します。台木の種類：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） 
上記ご記入の上、FAX またはメールにてご注文ください。ご注文内容に従い、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、苗の生産を始めます。振込手数料はお客様でご負担ください。 

価格表 【価格は税込】 

品目 品種 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 

【おすすめ】 バテシラズ３号 
接木   22,320 @179 10,280 @210 

実生   12,500 @100 7,240 @148 

上高地 ・ 上高地５号 ・ イボ美人 
バテシラズ２号 ・ 白黄ウリ  

接木   23,430 @187 10,890 @222 

実生   13,210 @106 7,650 @156 

トマト 

【おすすめ】 妙紅（大玉） ・ メニーナ（中玉） 

 チャコ（ミニ） ・ ブラジルミニ 

接木 35,400 @182 25,220 @202 11,890 @243 

実生 16,170 @83 12,380 @99 7,230 @148 

紅旬 ・ 南桜２号 ・ サンティオ 

自生え大玉 

接木 37,230 @191 26,540 @212 12,500 @255 

実生 17,090 @88 12,990 @104 7,540 @154 

ナス 

【おすすめ】 黒小町 
接木 37,600 @193 26,120 @209   

実生 15,380 @79 11,880 @95   

紫御前 ・ 信越水ナス ・ 在来青ナス 
接木 39,680 @203 27,440 @220   

実生 16,190 @83 12,490 @100   

ピーマン 
甘とうがらし（自農系） 

自生えピーマン 

接木 40,730 @209 28,340 @227   

実生 19,390 @99 14,780 @118   

カボチャ カンリー２号、かちわり、ケイセブン 実生   14,470 @116 7,540 @154 

レタス 
【おすすめ】 エルシー 実生 3,800 @19 3,980 @34   

ロックウェル ・ エルワン ・ エルーゴ 実生 4,010 @21 4,190 @34   
 
希望発送日は 4 月21 日～12 月31 日※（平日のみ）よりご指定いただけます。 
※果菜類50 穴は 5 月1 日～12 月31 日、葉菜類は 8 月20 日～10 月31 日となります。 

希望発送日期間外の発送については応相談となります。 
希望発送日が異なる場合は、それぞれに送料がかかります。 
 
※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 
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