
商品名 新価格 旧価格

中洞牧場牛乳〔500 ml〕 ¥1,188 ¥810

中洞牧場牛乳〔130 ml〕 ¥324 ¥270

中洞牧場ドリンクヨーグルト・ギフトセット A〔プレーン＆加糖〕 ¥4,500 ¥4,500

中洞牧場カップアイス6個セット ¥4,000 ¥3,700

中洞牧場ドリンクヨーグルト・ギフトセット B〔プレーン&加糖〕 ¥6,450 ¥5,500

中洞牧場カップアイス12個セット ¥6,700 ¥6,100

グラスフェッドバター ギフトセット〔100g x 2個〕 ¥6,700 ¥5,600

中洞牧場ドリンクヨーグルト＆ぷりん・ギフトセット A〔ぷりん×3個 ドリンク
ヨーグルト130ml×5本〕 ¥4,400 ¥4,200

中洞牧場ドリンクヨーグルト＆ぷりん・ギフトセット B〔ぷりん×2個 ドリンク
ヨーグルト130ml×3本　500ml×1本〕 ¥4,450 ¥4,000

商品名 新価格 旧価格

中洞牧場ドリンクヨーグルト＆ぷりん・ギフトセット C〔ぷりん×3個 ドリンク
ヨーグルト500ml×2本(2種)〕 ¥5,150 ¥4,300

中洞牧場ドリンクヨーグルト２種・ギフトセット〔ドリンクヨーグルト500ml×3
本(2種)〕 ¥4,850 ¥3,850

中洞牧場ドリンクヨーグルトミニ２種・ギフトセット ¥3,850 ¥3,850

グラスフェッドギー ギフトセット〔2個〕 ¥8,860 ¥7,750

グラスフェッドギー＆バター ギフトセット〔バター2個・ギー1個〕 ¥10,480 ¥8,850

グラスフェッドバター ギフトセット〔100g x 2個〕発酵2個 ¥7,780 ¥6,650

グラスフェッドバター ギフトセット〔100g x 2個〕発酵・ノーマル各1個 ¥7,240 ¥6,150

なかほら牧場のフィナンシェ10個ギフトセット ¥5,080 ¥4,550

中洞牧場ドリンクヨーグルト プレーン〔500 ml〕 ¥1,188 ¥864



商品名 新価格 旧価格

中洞牧場ドリンクヨーグルト プレーン〔130 ml〕 ¥324 ¥324

中洞牧場ドリンクヨーグルト 加糖(アガベシロップ)〔500 ml〕 ¥1,188 ¥864

中洞牧場ドリンクヨーグルト 加糖(アガベシロップ)〔130 ml〕 ¥324 ¥324

なかほら牧場グラスフェッドビーフ・カレー〔中辛〕 ¥972 ¥756

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレー・5食セット〔中辛：5個〕 ¥6,000 ¥5,000

なかほら牧場グラスフェッドビーフ・カレー・ギフトセット〔新・甘口5個〕 ¥6,000 ¥5,000

なかほら牧場グラスフェッドビーフ・カレー〔新・甘口〕 ¥972 ¥756

なかほら牧場グラスフェッドビーフ・カレー〔大辛口〕 ¥972 ¥756

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレー・5食セット〔大辛口：5個〕 ¥6,000 ¥5,000

商品名 新価格 旧価格

なかほら牧場の基本のミートソース ¥918 ¥864

中洞牧場のグラスフェッドビーフ・角切り〔500g〕 ¥3,780 ¥3,780

中洞牧場のグラスフェッドビーフ・粗挽き〔500g〕 ¥3,780 ¥3,780

なかほら牧場のグラスフェッド・ボーンブロス ¥2,570 ¥2,570

なかほら牧場の煮込みハンバーグ〔1個〕 ¥1,026 ¥1,188

DVD〔トークイベント 森・土・海は 食のゆりかご 命のゆりかご〕 ¥1,500 ¥1,500

書籍〔幸せな牛からおいしい牛乳／中洞正〕 ¥1,870 ¥1,870

書籍〔黒い牛乳／中洞正〕 ¥814 ¥814

書籍〔ソリストの思考術 第七巻「山地酪農家 中洞正の生きる力」／中洞正〕 ¥1,760 ¥1,760



商品名 新価格 旧価格

書籍〔しあわせの牛乳／著：佐藤慧　写真：安田菜津紀〕 ¥1,320 ¥1,320

書籍〔おいしい牛乳は草の色／著：中洞正　写真：安田菜津紀ほか〕 ¥2,200 ¥2,200

書籍〔中洞式山地酪農の教科書／著：中洞正〕 ¥2,420 ¥2,420

なかほら牧場ぷりん　単品〔カスタード〕 ¥500 ¥450

なかほら牧場ぷりん〔チョコレート〕 ¥500 ¥450

なかほら牧場ぷりん〔ほうじ茶〕 ¥500 ¥450

グラスフェッドバター〔100g〕 ¥2,700 ¥2,160

発酵グラスフェッドバター〔100g〕 ¥3,240 ¥2,700

【業務用】グラスフェッドバター〔900g〕 ¥22,500 ¥18,000

商品名 新価格 旧価格

なかほら牧場のピュアグラスフェッドバターでつくった美味しいギー ¥3,780 ¥3,240

なかほら牧場のピュアグラスフェッド生クリーム（200ml） ¥3,240 ¥2,160

中洞牧場　ノンファット（無脂肪・プレーンタイプ）ヨーグルト 〔500 ml〕 ¥972 ¥840

なかほら牧場ミルククリーム・キャラメル ¥1,188 ¥1,080

なかほら牧場ミルククリーム・カフェショコラ ¥1,188 ¥1,080

中洞牧場ミルクアイス12個セット ¥6,400 ¥6,100

中洞牧場ミルクアイス6個セット ¥3,700 ¥3,700

なかほら牧場の基本のミートソース　5個セット ¥5,890 ¥5,600

なかほら牧場の煮込みハンバーグ〔1個×2袋〕 ¥2,052 ¥2,200



商品名 新価格 旧価格

なかほら牧場の煮込みハンバーグ〔1個×3袋〕 ¥3,078 ¥3,240

なかほら牧場の煮込みハンバーグ〔1個×4袋〕 ¥4,104 ¥4,000

なかほら牧場の煮込みハンバーグ〔1個×5袋〕 ¥5,130 ¥4,752

なかほら牧場ぷりん カスタード12個セット ¥7,000 ¥6,350

なかほら牧場ぷりん6個セット〔カスタード〕 ¥4,000 ¥3,650

なかほら牧場ぷりん6個セット〔チョコレート〕 ¥4,000 ¥3,650

なかほら牧場ぷりん6個セット〔ほうじ茶〕 ¥4,000 ¥3,650

グラスフェッドバター10個セット〔100g x 10個〕 ¥28,000 ¥22,500

グラスフェッドバター３個セット〔100g x 3個〕 ¥9,100 ¥7,400

商品名 新価格 旧価格

グラスフェッドバター５個セット〔100g x 5個〕 ¥14,500 ¥11,700

グラスフェッドバター７個セット〔100g x 7個〕 ¥19,900 ¥16,050

発酵グラスフェッドバター〔100g×10個〕 ¥33,400 ¥27,900

発酵グラスフェッドバター〔100g×3個〕 ¥10,720 ¥9,000

発酵グラスフェッドバター〔100g×5個〕 ¥17,200 ¥14,400

発酵グラスフェッドバター〔100g×7個〕 ¥23,680 ¥19,800

なかほら牧場ぷりん6個セット(カスタード/チョコ/ほうじ茶) ¥4,000 ¥3,650

なかほら牧場ぷりん12個セット(カスタード/チョコ/ほうじ茶) ¥7,000 ¥6,350

中洞牧場カップアイス8個セット ¥4,600 ¥4,500



商品名 新価格 旧価格

中洞牧場カップアイス10個セット ¥5,500 ¥5,300

中洞牧場カップアイス20個セット ¥10,000 ¥9,300

クリームリッチアイスクリーム6個セット ¥4,900 ¥4,900

牛乳＆ヨーグルトミニボトルセットB ¥2,944 ¥2,800

クリームリッチアイスクリーム5個セット ¥4,300 ¥4,300

クリームリッチ入りアイス6個詰め合わせセットA ¥4,300 ¥4,100

大ボトル＆グラスフェッドバターセット ¥6,076 ¥7,264

クリームリッチ・ミルク アイスクリーム6個セット ¥4,450 ¥4,300

グラスフェッドバター食べ比べ（発酵・ノーマル） ¥5,940 ¥4,860

商品名 新価格 旧価格

牛乳＆ヨーグルト大ボトルセット ¥4,564 ¥5,752

グラスフェッドバター食べ比べ（ノーマル2個・発酵1個〕 ¥9,640 ¥7,950

グラスフェッドバター食べ比べ（発酵・ノーマル） ¥15,580 ¥12,800

なかほら牧場ぷりん6個セット(カスタード/チョコ) ¥4,000 ¥3,650

なかほら牧場ぷりん6個セット(カスタード/ほうじ茶) ¥4,000 ¥3,650

なかほら牧場ぷりん6個セット(カスタード/チョコ/ほうじ茶) ¥4,000 ¥3,650

〔化粧箱入り・送料込〕中洞牧場カップアイス18個セット ¥9,100 ¥8,500

プチボトル＆グラスフェッドバターセット ¥4,996 ¥4,300

なかほら牧場 贅沢詰め合わせセット ¥6,860 ¥8,000



商品名 新価格 旧価格

なかほら牧場 ミルククリーム 2個セットA ¥3,676 ¥3,450

なかほら牧場 ミルククリーム キャラメル 2個セット ¥3,676 ¥3,450

なかほら牧場 ミルククリーム カフェショコラ 2個セット ¥3,676 ¥3,450

なかほら牧場 ミルククリーム 3個セット ¥4,864 ¥4,500

中洞牧場 ノンファット（無脂肪タイプ・プレーン）ヨーグルト 〔500 ml〕3本セッ
ト

¥3,766 ¥2,592

中洞牧場　ノンファット（無脂肪・プレーンタイプ）ヨーグルト 〔500 ml〕5本
セット

¥5,610 ¥4,320

ノンファットヨーグルト・ミルククリームセット ¥4,598 ¥4,000

グラスフェッドバター・ミルククリームセットA ¥6,076 ¥5,300

グラスフェッドバター・ミルククリームセットB ¥5,188 ¥4,500

商品名 新価格 旧価格

グラスフェッドバター・ミルククリームセットC ¥5,188 ¥4,500

フローズンヨーグルト　3種6個セット ¥4,000 ¥4,000

フローズンヨーグルト　3種12個セット ¥6,700 ¥6,700

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレーお試しセット〔新・甘口：1個〕〔中辛：
1個〕〔大辛口：1個〕 ¥4,216 ¥3,500

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレーセットA〔新・甘口：1個〕〔中辛：3
個〕〔大辛口：1個〕 ¥6,160 ¥5,000

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレーセットB〔中辛：4個〕〔大辛口：1個〕 ¥6,160 ¥5,000

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレーセットC〔中辛：4個〕〔新・甘口：1
個〕

¥6,160 ¥5,000

なかほら牧場グラスフェッドビーフカレーセットD〔新・甘口：2個〕〔中辛：3
個〕

¥6,160 ¥5,000

なかほら牧場ファミリーセットA〔新・甘口：2個〕〔中辛：2個〕〔大辛口：2個〕 ¥7,132 ¥5,750



商品名 新価格 旧価格

なかほら牧場ファミリーセットB〔ミートソース×1個 カレー×3個(3種) ハンバーグ×
1個〕 ¥6,160 ¥5,400

なかほら牧場ミートソースハンバーグ5個セット〔ミートソース×2個 ハンバーグ×3
個〕

¥6,214 ¥5,900

なかほら牧場ミートソースバターセット〔ミートソース×5個 ノーマルバター×1個〕 ¥8,590 ¥7,700

なかほら牧場ミートソースカレーセットA〔ミートソース×2個 カレー×3個(中辛)〕 ¥6,052 ¥5,250

なかほら牧場ミートソースカレーセットB〔ミートソース×3個 カレー×2個(中辛)〕 ¥5,998 ¥5,400


