2022年11月2週号 NO. 1529

ちろりん村
週
刊

OGANY

2

オーガニー

宅配

カタログ

●

OGANY(オーガニー)は英語ではありません。オーガニックを基にした造語です。

11月2週号

ム
ムソ
ソー
ーの
のい ち 押 し 商 品 ！

本干たくあん

（P3）

天日で干して長時間漬け込む伝統製法
歯ごたえのある昔ながらのたくあんです。
そのまま食卓に！お茶漬けに！
ポテトサラダや海苔巻き などの素 材 に も ♪
今回限り２ 本 セットセ ー ル で す ！

期 間 限 定 ！農薬、化学肥料
岡島農園の

不使用

塩みかん

（P5）

限 定 ！ ム ソ ー の 年 末 好 適 品（P3~4）

みかんの季節がやってきました！
ぎゅっと詰まった自然の恵みを
お届けします！

年末に向けて！丹波黒豆、
たつくり、松前漬の素 な ど な ど

忙しい年末のご入り用品のお買い逃しなく！

今回限りの企画 で す ！
まんがら農園の
古代の香り（古代米ミックス）

せっけんハミガキセ ー ル ！
こどもせっけんハミガキ

み か ん 味 新 登 場 ！（P19）
やさしい甘さで後味さっぱり！
ハミガキが苦手なお子様に！
はさみこみちらしをご覧下さい

新米 に な り ま し た ！（P4）
2週号企画

シャボン玉

入江さんの味噌（P7） 山清（P10~12） 香寺ハーブガーデン（P21~24）

きとうむら（P25~26） ぷくぷくクッキー（P26~27） 柿茶本舗（P27） 岩崎のり（P30）

偶数週企画
秋川牧園秋川赤どり（P8~9）

かめびし醤油（P30） 九鬼（P31） 三谷製糖（P34~35） リマナチュラル化粧品（P47~49） オーサワジャパン（P38~43）
はさみこみちらしをご覧下さい 毎日の生活をもっと便利に！Youゆう21スペシャル（P19）

ちろりん村のお届けカレンダー
曜日

水

木

金

ご注文締め切り日

11/9

11/10

11/11

翌週商品発送日※

11/16

11/17

11/18

翌々週商品発送日※

11/23

11/24

11/25

●お米のご注文は
上限５kgとさせて頂きます
何卒ご了承下さい
●現在一部の野菜のご注文数量を
制限しております
詳しくは野菜のページを
ご覧下さい

※上記発送日の翌日にお届けします。
いのち・心・くらしをネットワークする！

〒760-0077
香川県高松市上福岡町2058-2

話 0120-374-568
ちろりん村宅配センター 電FAX0120-919-084

ちろりん村ホームページ公開中！

見
て
ね

http://www.niji.or.jp/chirorin/
表紙作成・大西晴子

●
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野菜セット／根菜類
果菜類／熟成ぬか床／香味野菜／きのこ
もずくうどん／塩みかん／果物
西製茶／わかめ・いりこ
海の精 塩麹

↓翌々週お届け商品
7
8
9
9
10
12
19

2週号企画 入江さんの味噌・こうじ
偶数週企画 秋川牧園 冷凍惣菜
偶数週企画 秋川牧園 赤どり
下郷ヨーグルト／山重納豆／下郷もみじ納豆
山清 カラシ・菓子材料・豆茶
創健社
Youゆう21スペシャル

↓翌週お届け商品
19
21
24
25
26
27
28
29
30
30
31
31
34
35
36
37
38
43
44
45
46
47
47
50
50
55
56

は

じ

シャボン玉石けん ハミガキ
2週号企画 香寺ハーブガーデン
渡邊水産のおすすめ海産物
2週号企画 きとうむら 柚子・おから製品
2週号企画 ぷくぷくのクッキー・ビスケット
2週号企画 柿茶本舗の柿茶／ぎょうざの皮
ハンバーグ・チキンボール／豆缶詰
世界パンの天然酵母パン／さぬきの夢／米粉
2週号企画 岩崎のり
2週号企画 かめびし醤油／無茶々園
2週号企画 九鬼 ゴマ油・すりゴマ
★季節限定商品★ 鍋の素・鍋スープ
三谷製糖の和三盆糖
マルシマ しょうが湯・くず湯
ビール／お酒
メイシーちゃんのお菓子／アイスクリーム
偶数週企画 オーサワジャパン
たまご／乳製品
とうふ
お米／アガベシロップ／豆乳
下郷農協（牛肉／豚肉／地鶏／加工品）
片岡こんにゃく／日用雑貨／百円募金
2週号企画 リマナチュラル化粧品
サンコーのお菓子
ちろりん村 選別品
ゼンケン 暖房機
お便りコーナー

さ

み

こ

み

●Youゆう21スペシャル（19ページ）
●シャボン玉 はみがき（19ページ）
●会員専用注文用紙

ちらしURL

http://www.chirorin.co.jp/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm

◆週替わり企画カタログ「OGANY(オーガニー)」
●このカタログのご注文期間、ご注文締切日は表紙でご確認下さい。
●温度帯‥‥‥保存時の温度です（冷凍・冷蔵・常温など）。
●賞味期限‥‥安心してお召し上がり頂ける期間です。
※製造日からの日数です（お届けしてからの日数ではありません）。
●企画週‥‥‥何週に企画するのかを表します（毎週、１週号など）。
●お届け週‥‥いつ届くかを表示します（翌週、翌々週など）。

◆ご 注 文 方 法
●週替わり企画カタログ「OGANY(オーガニー)」と一緒にお届けする
会員専用注文用紙にご記入頂き、お電話・ファックスでご注文下さい。
●お電話（受付：午前9時から午後7時、日曜定休）
●ファックス（24時間受付）
●eメール chirorin@niji.or.jp
●インターネット http://www.niji.or.jp/chirorin/
※お電話・ファックスでご注文頂いた場合、ご記入頂いた注文用紙は
控えとして必ずお手元にご保存下さい。

◆納品書について
●商品が届いたら、お早めに納品書とつきあわせてお確かめ下さい。
冷凍品には数量に赤○、冷蔵品には緑色の○、常温品には黒○が
ついています。
●「欠品」と手書きされているものは何らかの事情によりお届け
できなかった商品です（再注文が無い限りお届け致しません）。
●「次週」または「入荷次第」と手書きされているものは、
翌週または入荷次第のお届けとなります。

お知らせ
●10月5週号で企画致しましたオーサワジャパンの免疫飴が
品薄のため入荷が遅れております。誠に申し訳ありません。
発送予定は11月9日（水）~11日（金）となっております。
よろしくお願い致します。
●下記商品は次号11月3週号より価格変更となります。何卒
ご了承下さい。
9809 無双本舗 蓮根粉末（コーレン）50g ￥540→￥600
7605 無双本舗 節蓮根粉末（コーレン）50g ￥680→￥720
●毎月２週号企画 香寺ハーブガーデン（本号21~24ページ）
は次回企画12月2週号より価格変更となります。何卒ご了承
下さい。変更内容は21ページをご覧下さい。
●本田商店新そばについて
毎年末に企画しておりました本田商店新そばですが、台風の
影響を受け原料の入手が厳しく今年の販売は中止となりまし
た。ご迷惑をお掛け致しますがご理解いただければ幸いです。
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★セール★

商品番号

本干したくあん（翌週）

温
度
帯

原:宮崎産干し大根/漬け原材料(米糠/麦芽水飴/食塩/純米酢)

59329 ﾑｿｰ 本干 たくあん（200g 2）

15％オフ!!

￥1080→ 1セット

説:宮崎県産の大根を使い日

▼￥918 向庵 地｡ 方 に 伝 わ る 独 自 の 製 法 に よ り 長 時 間 漬 け 込 ん だ 素 朴 で す ば ら し い 味 が 引 き 出 さ れ た 沢

賞味
期限

企画
週

常 4ヶ月
温

お届
け週

翌週

本干たくあん（200g 2） ※商品番号 500 ムソー 本干たくあん 200g ¥540 の２本セット商品です。
宮崎県で契約栽培した大根を天日干しして漬け込んだ、伝統的な本干したくあんです。
霧島おろしの寒風の中、天日でよく干しあげ、長時間漬け込みました。
干したくあん独特の歯応えと煎り糠の風味が食欲をそそります。
化学調味料・合成保存料不使用。

たくあんレシピのご紹介！

★数量限定★

商品番号

年末限定品（翌週）
原:丹波篠山(兵庫と京都の県境)産黒大豆

9204 ﾑｿｰ 丹波黒豆 ※数量限定

200g

説:おせち料理には欠かせない黒豆は一年中ま

￥1350 め剥 にが 働れ いに てく まく め何 によ 暮り らも せ噛 るみ とし いめ うた いと わき れの が旨 あ味 るが 縁違 起い 物ま です す｡ ｡ 粒 が 大 き く 煮 炊 き し て も 皮 が

温
度
帯

賞味
期限

常
温

1年

企画
週

お届
け週

翌週

丹波黒豆
おせち料理には欠かせない黒豆は、一年中まめに働いてまめに暮らせるといういわれがある縁起物です。
粒が大きく煮炊きしても皮が剥がれにくく何よりも噛みしめたときの旨味が違います。
原:ｶﾀｸﾁｲﾜｼ(鳥取境港)

55937 ﾑｿｰ 鳥取県産たつくり（素材）※数量限定

30g

説:健康･豊作･子孫繁栄の思いで正月に食します｡軽く炒ってから

￥670 調さ じ味 1し､て酒 く小 ださ さじ い3 ､｡ﾅ田ｯ ﾂ作類りおの好作みりで方2 5：~(3材0 g料､ 鷹) 本の品爪1少袋々､ 砂､ 煎糖り大ｺさﾞ ﾏじ適1量. 5｡､①醤ﾌ油ﾗ ｲ大ﾊさﾟ ﾝじに1た､ みつ りく りん を小

常
温

̶

翌週

鳥取県産たつくり（素材）
健康・豊作・子孫繁栄の思いで正月に食します。軽く炒ってから調味してください。
田作りの作り方：(材料)本品1袋、砂糖大さじ1.5、醤油大さじ1、みりん小さじ1、酒小さじ3、
ナッツ類お好みで25~30g、鷹の爪少々、煎りゴマ適量。
①フライパンにたつくりを入れ、弱めの中火でときどき混ぜながら焦がさないように乾煎りする。ザルに上げ
あら熱を取る。ナッツ類も同様に乾煎りする。②鍋に醤油、みりん、酒を入れお好みで鷹の爪を入れ弱火に
かける。ぶくぶく泡がたってから1分ほど焦がさないように煮詰める。③②に①を加え手早く絡め、火を止める。
くっつき防止のため酒をふりかけ、バットなどに広げて一気にあら熱を取り、煎りゴマを回しかける。
原:ﾔﾏﾋｻ薄口醤油(大豆:福岡/小麦:北海道･香川/食塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ/麹菌:大阪)/ﾔﾏﾋｻ濃口醤

55935 秋田 比内地鶏濃縮スープ ※数量限定

200ml

￥450 油食 塩( 大) /豆比: 内福地岡鶏/ 小ｶ麦ﾞ ﾗ:(北秋海田道) /･比香内川地/ 食鶏塩( 秋: ｵ田ｰ ｽ) /ﾄ鰹ﾗ ﾘ節ｱ ･( 新ﾒ ｷ潟ｼ ｺ)//麹昆菌布 :(大北阪海)道/ 味) /の食母塩発( 沖酵縄調) /味天料日(塩米(/ﾒ米ｷ ｼ麹ｺ/･

210g

原:有機ｳﾙﾁ米(秋田)/食塩(長崎) 説:米どころ秋田のおいしいお米を半殺し（七分づき）に
つぶし､香ばしく焼き上げた秋田の名物料理です｡本品を袋から出し､冷蔵庫内で解凍後､ｽ
ｰﾌﾟを鍋に入れ鶏肉､きのこ､ささがきごぼうを入れ煮込み､煮立ってきたらﾈｷﾞ､ｾﾘを加え3

55934 秋田 有機きりたんぽ ※数量限定

￥520

常 180日
温

翌週

常 40日
温

翌週

比内地鶏濃縮スープ

有機きりたんぽ

日本三大美味鶏といわれる比内地鶏を
じっくり煮込んだエキスをもとに、
化学調味料・保存料を使用しない、
体に優しいスープに仕上げました。
3倍希釈にしてスープとして使用して
ください。

米どころ秋田のおいしいお米を半殺し（七分づき）に
つぶし、香ばしく焼き上げた秋田の名物料理です。
本品を袋から出し、冷蔵庫内で解凍後、スープを鍋に
入れ鶏肉、きのこ、ささがきごぼうを入れ煮込み、
煮立ってきたらネギ、セリを加え3~4等分にカットした
きりたんぽを入れ3~4分煮立ててからお召し上がり下さい。

55931 道南 松前漬の素・タレ付 ※数量限定

90g

￥580

原:具：ｽﾙﾒｲｶ(北海道)/真昆布(北海道)/がごめ昆布(北海道)/米酢(京都) ﾀﾚ：丸大豆醤油(丸
大豆:青森/小麦:青森/食塩:日本)/砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ：ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他/甜菜：北海道)/ｶﾂｵ節(静岡)/
宗田節(熊本)/味醂(餅米:ﾀｲ/米:日本/麹:ﾀｲ他/醸造ｱﾙｺｰﾙ:日本他/糖類:日本他)/食塩(日本)/昆

常 240日
温

翌週

松前漬の素・タレ付
素材の味を大切に上品な味わいの天然真昆布、粘りの強いがごめ昆布と、旨みのスルメイカを使用しました。
水180cc~200ccと同封のタレを混ぜ合わせ、調味液を作り、軽く水洗いした具を調味液に漬け込み、
１日ほど置いてかき混ぜ、粘りが出てきたら出来上がりです。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

55933 ﾌﾙｻﾄﾑﾗ レトルト雑穀ぜんざい ※数量限定 150g

￥330

原:餅米(島根)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)/小豆(島根)/雑穀ﾐｯｸｽ(福岡(餅玄米･裸麦･胚芽押し麦･ﾓ
ﾁ麦･青玄米･餅黒米･ﾓﾁｷﾋﾞ･餅赤米･ﾊﾄﾑｷﾞ･青大豆･ﾓﾁｱﾜ･黒大豆･黄大豆･小豆･ﾋｴ･ﾄｳﾓﾛｺｼ))/
食塩(天日塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄) 説:製造工場地:島根｡小豆と雑穀を使用した甘さ控えめ

常 180日
温

翌週

レトルト雑穀ぜんざい
小豆と雑穀を使用した甘さ控えめのぜんざいです。
奥出雲の豊かな自然の中で育まれた餅米を使ったおもちが2個入っています。
小腹が空いた時やおやつの時間、デザートにご利用下さい。
つぶつぶ・プチプチの雑穀と、もちもちのおもちの食感をお楽しみ下さい。
商品番号

★新米★

2週号企画

愛媛県まんがら農園

古代米ミックス（翌週）

原:自然農法(無肥料･農薬､化学肥料､除草剤不使用･自家採取)古代米4種混合(黒米/赤米/香

53866 まんがら農園 古代の香り（古代米ミックス）

150g

￥463 り料 ､米農/ 緑薬米に)頼 ら説ず: 古に墳おが米見本守来るの棚力田での育最ち上､ 稲部木､ 愛干媛し高で縄じ山っ系くのり清乾水燥に､ ｴ恵ﾈ ﾙまｷ ﾞれｰたい清っ純ぱない 田の でた ､く肥

300g

￥741 赤田 で米 ､/ 香肥り料米､ 農/ 緑薬米に)頼 ら説ず: 古に墳おが米見本守来るの棚力田での育最ち上､ 稲部 木､ 愛干媛し高で縄じ山っ系くのり清乾水燥に､ ｴ恵ﾈ ﾙまｷれﾞ ｰたい清っ純ぱない

原:愛媛産自然農法(無肥料･農薬､化学肥料､除草剤不使用･自家採取)古代米4種混合(黒米/

53867 まんがら農園 古代の香り（古代米ミックス）

新米です!

温
度
帯

賞味
期限

常
温

̶

２週
号 翌週

常
温

̶

２週
号 翌週

企画
週

お届
け週

古代の香り（古代米ミックス）
自然農法（無肥料・農薬、化学肥料、除草剤不使用・自家採取）
古代米４種混合（黒米/赤米/香り米/緑米）
古墳が見守る棚田の最上部、愛媛高縄山系の清水に恵まれた清純な田で、肥料、農薬に頼らずに
お米本来の力で育ち、稲木干しでじっくり乾燥、エネルギーいっぱいのたくましい古代米です。
玄米ですのでビタミン、ミネラル、食物繊維を多く含み、玄米にそして白米、分づき米に混ぜれば
栄養UP、もちろんおいしさもUP！です。日々のご健康にお役立て下さい。お米１合に大さじ１杯
程を混ぜ、12時間程浸漬してから炊いてください。開封後の保存は冷蔵庫でお願いします。

さぬきこだわり市の野菜セット（翌週）

商品番号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こだわり市の野菜には商品名に栽培ランクを表示しております。
さぬき「こだわり市」農産物栽培表示

●A：生産過程において化学合成農薬を使用せず、化学肥料の使用が慣行の5割以内。
●AAA：化学合成農薬・化学肥料を3年以上使用していない。●B：生産過程において化学肥料を使用せず、化学合成農薬の使用が慣行の5割以内。
●AA：化学合成農薬・化学肥料を6カ月以上使用していない。●C：生産過程において化学合成農薬・化学肥料の使用が、慣行の5割以内の収穫物。

31823 こだわり市 こだわり野菜セットAAA
31822 こだわり市 こだわり野菜セット

1セット

説:AAA（3年以上無農薬･無化学肥料）の旬の野菜を中心に時折果物も入るこだわりの
産:香川県 生:さぬきこだ

￥1280 ｾわｯ りﾄ ｡市 栽 培 : A A A （ 農 薬 / 除 草 剤 / 化 学 肥 料 を 3 年 以 上 不 使 用 ）
￥980

1セット

説:旬の野菜を中心に時折果物も入るお得なｾｯﾄ｡
学肥料の使用が慣行の５割以内）以上 産:香川県

栽培:C（生産過程において農薬と化
生:さぬきこだわり市

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに
冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

どんな野菜・果物が入るかはこだわり市さんにおまかせしています。
週刊カタログを作成する時点では内容（どんな野菜が何点ほど入るか）をご案内することはできません。何卒ご了承下さい。
栽培ランクをAAA（スリーエー）に限定したセットと、栽培ランクをC以上としたセットの2種類をご用意しました。

下記は10月26日（水）〜10月28日（金）に発送したセットの一例です。ご参考までに。
野菜セットの1例（予定ではありません）
野菜セットAAAの1例（予定ではありません）
椎茸・ピーマン・ししとう
栗・金時芋

きゅうり・ピーマン
ししとう・平さやいんげん

香川県 よしむら農園の野菜セット（翌週）

商品番号

温
度
帯

説:有機野菜､または有機移行中野菜のｾｯﾄ｡旬の野菜が8~11品入る予定です｡
機栽培･有機移行中 産:香川県 生:よしむら農園

46929 よしむら農園 よしむら農園の野菜セット

栽培:有

賞味
期限

企画
週

冷 お早 毎号

お届
け週

蔵 めに
￥2000
1セット
よしむら農園は香川県の讃岐平野、土器川沿いで、農薬・化学肥料を一切使用せずに農産物を栽培しており、
水は土器川の伏流水。肥料は混合肥料のみ。混合肥料とは香川産米ぬか・香川産有機石灰・岡山産大豆粕・
香川産竹炭・境港産カニ殻・インド産バットグアノ（コウモリの糞）・香川産魚粉を混ぜたものです。
混合肥料に含まれるバットグアノ・魚粉などは削減していくことを検討されています。
害虫予防として米酢・海藻抽出物を使っています。
肥料の構成は、牛糞堆肥や鶏糞堆肥を大量に使用する農法に比べ、より環境に負担の少ないものに変更されて
きているようです。吉村さんからも自然農法に近づいているという言葉がありました。
農薬・化学肥料を使用せず、肥料もより安全で環境に負担の少ない物を使って栽培された旬の野菜が詰まった
野菜セットです。セット野菜の内容はあらかじめ予告できませんが、ぜひ旬の野菜との出会いを楽しんで下さい。

翌週

下記は10月26日（水）~10月28日（金）に発送したセットの一例です（予定ではありません）。ご参考までに。
さつまいも（紅はるか）・青レモン・甘長とうがらし・小松菜・ラディッシュ
水菜・わさび菜・スイスチャード・アップルミント・グリーンリーフレタス

野菜（根菜類）（翌週）
32297 玉ねぎ 1kg
ﾕｳｷ八百屋

32299 人参 500g

￥440 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

ﾕｳｷ八百屋

￥333 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

説:淡路産玉ねぎ（有機ＪＡＳ許容農薬1回､化学肥料不使用栽培）を予定しています｡淡路産
の収穫がない時期は九州もしくは北海道産の玉ねぎになります｡産地･栽培方法はｶﾀﾛｸﾞ作成時
点では特定できないため､実際にお届けする商品に添付します｡ご了承ください｡産地･生産者･
栽培方法はｶﾀﾛｸﾞ作成時点では特定できないため､実際にお届けする農産物に添付します｡ご了

説:九州産､西日本産の人参を予定しています｡どちらの地域でも収穫がない時期は北海道産
の人参になります｡産地･栽培方法はｶﾀﾛｸﾞ作成時点では特定できないため､実際にお届けする商
品に添付します｡ご了承ください｡

ﾕｳｷ八百屋

こだわり市

32296 じゃがいも 1kg

48246 B 紫じゃがいも（ｼｬﾄﾞｰｸｲｰﾝ） 500g

説:九州産､西日本産のじゃがいもを予定しています｡どちらの地域でも収穫がない時期は北
海道産のじゃがいもになります｡産地･栽培方法はｶﾀﾛｸﾞ作成時点では特定できないため､実際に
お届けする商品に添付します｡ご了承ください｡じゃが芋ｺﾛｯｹ･肉じゃが･ｻﾗﾀﾞ･ｶﾚｰなどに｡

説:皮も紫､果肉も紫で楕円形｡ｱﾝﾄｼｱﾆﾝを多く含み､肉質は男爵とﾒｰｸの中間ほど｡美味しい芋で
すが､紫色という見た目もあり､緑化が見分けにくいので皮は厚めにむいて｡ 栽培:B（農薬の
使用は慣行の5割以内･化学肥料不使用） 産:香川県 生:さぬきこだわり市

￥453 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

43637 熊本有機 ごぼう
45784 星空農園 切り干し大根

300g
50g

￥360

説:香りのよい美味しいごぼうです｡
くまもと有機の会

￥300 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

栽培:減農薬･減化学肥料

産:熊本県菊池市

生:

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

説:農薬･肥料不使用の大根を刻み､少し脱水機にかけ､ﾊｳｽ内で手早く乾燥させて完成で
栽培:農薬･化学肥料不使用

常 お早 毎号
翌週
温 めに

￥315 す産 ｡: 香機川械県乾 燥生よ:り星も空美農味園し さ を ｷ ｰ ﾌ ﾟ し て い る の が 特 長 で す ｡

切り干し大根 農薬・肥料不使用の大根を刻み、少し脱水機にかけ、ハウス内で手早く乾燥させて完成です。
機械乾燥よりも美味しさをキープしているのが特長です。

-4-

※表示価格は全て税抜き価格です。

野菜（果菜類）（翌週）
32298 かぼちゃ 1個
ﾕｳｷ八百屋

38751 C きゅうり（曲がり） 3~4本 1袋

￥855 常温 賞味：お早めに 毎号 翌週

こだわり市

説:九州産､西日本産のかぼちゃを予定しています｡どちらの地域でも収穫がない時期は北海
道産のかぼちゃになります｡産地･栽培方法はｶﾀﾛｸﾞ作成時点では特定できないため､実際にお届
けする商品に添付します｡ご了承ください｡※大きい品種の場合は半分にｶｯﾄしてお届けしま
す｡

￥305 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

説:少し曲がっているけど味に問題なし！ｻﾗﾀﾞもよし､もろきゅうもよし､漬物もよし！ 栽
培:C（化学農薬･化学肥料の使用が慣行の5割以内） 産:香川県 生:さぬきこだわり市
説:柔らかく歯切れの良いｲﾝｹﾞﾝ｡煮物や炒めもの､ｽｰﾌﾟ､ｼﾁｭｰ､ｸﾞﾗﾀﾝに｡
化学肥料の使用は慣行の5割以内） 産:香川県 生:さぬきこだわり市

59330 こだわり市 C 平さやインゲン

100g

￥330

59331 こだわり市 C 平さやインゲン（曲がり）

100g

￥233 薬 ･ 化 学 肥 料 の 使 用 は 慣 行 の 5 割 以 内 ）

栽培:C（農薬･

説:柔らかく歯切れの良いｲﾝｹﾞﾝ｡少し曲がっているためお買い得価格設定｡
産:香川県 生:さぬきこだわり市

栽培:C（農

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに
冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

平さやインゲン 柔らかく歯切れの良いインゲン。煮物や炒めもの、スープ、シチュー、グラタンに。
商品番号

自家製ぬか漬けは善玉菌の宝庫！お腹の調子もバッチリ！（翌週）

34266 ﾏﾙｱｲ
麹屋甚平・熟成ぬか床 1kg

45820 ﾏﾙｱｲ

￥580
毎号
常温

45821 ﾏﾙｱｲ

麹屋甚平・熟成ぬか床（容器
麹屋甚平・補充用熟成ぬか
入） 1.2kg
￥800 400g
￥290

翌週

毎号

賞味：1年

常温

原:米ぬか(主に長野産､2012
年3月頃2010年産に切替わる
予定)/食塩(ﾒｷｼｺ岩塩/沖縄海
水)/栃木産唐辛子 説:製造工
場地:長野｡2011.8.11放射能測
定結果:検出限界10Bq/kg未満
で不検出､2012年3月頃切り替
わるまでに再検査予定｡乳酸
菌､酵母菌をぬかに植え付け
発酵させた熟成ぬか床です｡

￥161
冷蔵

賞味：1年

原:米ぬか(主に長野産､2012
年3月頃2010年産に切替わる
予定)/食塩(ﾒｷｼｺ岩塩/沖縄海
水)/栃木産唐辛/米糀 説:製
造工場地:長野｡2011.8.11放射
能測定結果:検出限界10Bq/kg
未満で不検出､2012年3月頃切
り替わるまでに再検査予定｡
乳酸菌､酵母菌をぬかに植え
付け発酵させた熟成ぬかで

麹屋甚平・補充用熟成ぬか
水を混ぜるだけでぬか床が出来上がります。
ぬか床が減ってきましたら本品を補充用としても
お使い頂けます。

野菜（香味野菜）（翌週）

27031 ｱﾙﾌｧｰ
宮崎産 特別栽培 大葉 10枚
毎号

乳酸菌、酵母菌をぬかに植え付け発酵させた熟成
翌週 ぬか床です。お好みの野菜を漬け込んで下さい。

毎号
常温

原:米ぬか(主に長野産､2012
年3月頃2010年産に切替わる
予定)/食塩(ﾒｷｼｺ岩塩/沖縄海
水)/栃木産唐辛子 説:製造工
場地:長野｡2011.8.11放射能測
定結果:検出限界10Bq/kg未満
で不検出､2012年3月頃切り替
わるまでに再検査予定｡乳酸
菌､酵母菌をぬかに植え付け
発酵させた熟成ぬか床です｡

商品番号

7313 ｱﾙﾌｧｰ
しょうが 80g

翌週

賞味：1年

麹屋甚平・熟成ぬか床

46707 こだわり市
C 大葉 10枚

￥142

翌週

毎号

賞味：お早めに

冷蔵

説:料理の隠し味に欠かせ
ない生姜｡体を温める作用が
ありますので毎日の料理にぜ
ひ使いたい野菜です｡季節に
よって赤ｼｮｳｶﾞに切り替わり
ます｡ 栽培:特別栽培（農
薬･化学肥料当地比50％以下
の栽培） 産:高知県 生:西
村好史

￥145

翌週

毎号

賞味：お早めに

冷蔵

説:香りを活かして天ぷら
やささみの大葉巻き､素麺や
うどんの薬味として｡ 栽培:
特別栽培（農薬･化学肥料の
使用は慣行の5割以内） 産:
宮崎県 生:野中誠

50215 こだわり市
AAA 有機JASレモン 2個

55467 こだわり市
C 黒ニンニク 100g
毎号

賞味：お早めに

説:お刺身などの魚や鶏肉
との相性が抜群｡味と香りの
広がりを楽しみましょう｡
栽培:C（農薬･化学肥料の使
用は慣行の5割以内） 産:香
川県 生:さぬきこだわり市

￥650

￥1033

翌週
常温

毎号

翌週
冷蔵

賞味：お早めに

説:香川県産のﾆﾝﾆｸ（農薬･
化学肥料の使用は慣行の5割
以内）を発酵させて作ったｾﾞ
ﾘｰ状の甘酸っぱい食品｡

説:香りの強い有機栽培のﾚ
ﾓﾝです｡ 栽培:AAA（農薬･
化学肥料を3年以上不使用）
産:香川県 生:さぬきこだ
わり市

説:有機JAS認証国産ﾚﾓﾝ2~3個入り｡出荷は10~5月頃を予定｡本来ﾚﾓﾝは地中海やｶﾘﾌｫﾙﾆ

1931 愛媛有機 有機JAS レモン

￥324 ｱ培の: 有よ機う栽な培少（雨3地年を以好上み無ま農す薬｡無雨化の学少肥な料い）瀬※戸一内部海生の産中者島･は園 日地 本で のﾏ ｼ中ﾝ 油で乳は剤最(適J A地Sで法 すに ｡定 め栽ら

300g

翌週

賞味：お早めに

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

有機JASレモン 有機JAS認証国産レモン2~3個入り。出荷は10~5月頃を予定。本来レモンは地中海やカリフォルニアの
ような少雨地を好みます。雨の少ない瀬戸内海の中島は日本の中では最適地です。

奈良・香川産

きのこ（翌週）

38098 AAA 生しいたけ 100g

28031 AAA 生しいたけ 小 100g

説:味､香りよく､歯ごたえもよい｡菌床栽培｡収量が安定しない場合があるため欠品する場合
がありますがご了承ください｡11.9.7徳島で検出された高濃度汚染のおがくずは使っていませ
ん｡ 栽培:AAA（化学農薬･化学肥料を3年以上不使用） 産:香川県 生:さぬきこだわり市

説:小さめ（2Sｻｲｽﾞ）の生しいたけ｡ 栽培:AAA（農薬/除草剤/化学肥料を3年以上不使用）
産:香川県 生:さぬきこだわり市

こだわり市

￥350 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

54995 ｱﾙﾌｧｰ 奈良県産 長期熟成 ぶなしめじ

170g

こだわり市

￥264 冷蔵 賞味：お早めに 毎号 翌週

説:菌床は奈良県産（2019/3/2現在）｡一般品より時間をかけて栽培｡十津川源流の清水育
栽培:農薬･化学肥料不使用 産:奈良県 生:ｱﾙﾌｧｰ

￥392 ち ｡

沖縄もずくうどん（翌週）

商品番号

原:小麦粉（北海道産）/もずく（沖縄県産）

52169 ｾｲﾜ食品 もずくうどん 2食分

160g

説:星空農園岩見さんからの紹介です｡見た

￥352 目と ､し食た感ｺ はｼ と太優めしのいお歯そざばわにり近｡いか感けじうでどすん｡でももず､くざをる練うりど込んむでこもと美で味､し塩いをで入すれ｡な沸く騰てしもたﾌおﾟ ﾘ湯ｯ

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに
温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

̶

毎号

お届
け週

翌週

星空農園岩見さんからの紹介です。見た目、食感は太めのおそばに近い感じです。もずくを練り込むことで、
塩を入れなくてもプリッとしたコシと優しい歯ざわり。かけうどんでも、ざるうどんでも美味しいです。
沸騰したお湯に麺を入れ、15分ぐらいを目安にお好みの硬さに茹であげて下さい。
沖縄本島北部 伊平屋島産もずく使用。食塩及び合成添加物不使用。

★期間限定★

商品番号

塩みかん（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

※翌週お届けで企画しておりますが収穫状況により翌週に間に合わず翌々週お届けとなる場合があります。何卒ご了承下さい。
※別途送料を頂きます（四国内税抜き￥300、四国外税抜き￥700）。何卒ご了承下さい。
51703 岡島農園 熊本・塩みかん（別途送料）

期間限定!

説:※別途送料を頂きます（四国内税抜き￥300､四国外税抜き￥700）｡ｻｲｽﾞ大･小混合｡

10kg

￥7733 みて いか まん す栽 ｡培化に学適合し成た農温薬暖､な化 熊学 本肥 河料 内は 地一 区切 ､使太わ陽ずの､ 光自 を家 た配 っ合 ぷの り肥 受料 けと 木た 酢恵 液ま ､れ塩たで農病園害で虫作対っ策

常
温

̶

翌週

熊本・塩みかん（サイズ大・小混合）
みかん栽培に適した温暖な熊本河内地区、太陽の光をたっぷり受けた恵まれた農園で作っています。
化学合成農薬、化学肥料は一切使わず、自家配合の肥料と木酢液、塩で病害虫対策をしています。
自然海塩を使うことにより甘みがアップしています。岡島さん夫婦の愛情を込めた「塩みかん」です。
生産者 岡島さんの声「のど越しの良い本物の味を是非お試しください。」
※商品到着後の保管は風通しの良い冷暗所にしていただきますようお願い致します。
商品番号

果物

バナナ・キウイ・りんご（翌週）
説:ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産｡ｸﾞﾘｰﾝの果肉を持つｷｳｲﾌﾙｰﾂの代表選手｡甘さと酸味のﾊﾞﾗﾝｽが取れた､

55324 ﾌｪｱ オーガニック グリーンキウイ

4個入

￥686 さ通 しわ てや いか まな す味 ｡がｸ人ﾞ ﾘ気ｰ ﾝでｷ ｳすｲ ｡1 ﾍ個ｲにﾜ ｰ含ﾄ ﾞま･ ﾗれｲるﾄ 氏食が物開繊発維しはたﾊ ﾞこﾅ ﾅと約か3ら本ﾍ分ｲ にﾜ ｰあﾄ ﾞた種りとま呼すば｡れ食､後世の界ﾃ中ﾞ ｻでﾞ ｰ流ﾄ

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

冷
蔵

̶

毎号

お届
け週

翌週

オーガニック グリーンキウイ
ニュージーランド産。グリーンの果肉を持つキウイフルーツの代表選手。甘さと酸味のバランスが取れた、さわやかな
味が人気です。ヘイワード・ライト氏が開発したことからヘイワード種と呼ばれ、世界中で流通しています。グリーン
キウイ1個に含まれる食物繊維はバナナ約3本分にあたります。食後のデザートやスムージーにしてお召し上がり下さい。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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49196 青木農園 りんご 2~4個

￥800

1パック

説:品種は陽光を予定しています｡今期は春の霜や夏場の虫の発生､台風の影響で生産量
が非常に少なく陽光のみのご案内です｡ 栽培:農薬：8~13回使用･化学肥料不使用 産:
愛媛県久万高原町 生:青木農園 備:紅将軍･秋映（あきばえ）･陽光を収穫予定ですが､

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

青木農園 りんご 2~4個
品種は陽光を予定しています。
今期は春の霜や夏場の虫の発生、台風の影響で生産量が非常に少なく陽光のみのご案内です。
44502 ｱﾙﾌｧｰ 有機栽培バナナ

説:甘さと程良い酸味がﾏｯﾁしたﾌﾙｰﾃｨｰな味わいの有機栽培ﾊﾞﾅﾅ｡万が一薫蒸処理を行っ
栽培:有機栽培 産:ﾍﾟﾙｰ産(※ｴｸｱﾄﾞﾙ産となる場合があります)

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

￥400 た生 :場ｲ ﾝ合ｶ ﾊはﾞ 欠ﾅ ﾅ品社し ま す ｡

600g

有機栽培バナナ
甘さと程良い酸味がマッチしたフルーティーな味わいの有機栽培バナナ。
8601 愛媛有機 みかん

新登場!

説:極早生､早生みかんから12月初旬には中手､晩生へ移行します｡ 栽培:有機裁培（農
産:愛媛県中島町･大三

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

￥505 薬島 ･ 化生学: 中肥島料ゆはう3 年き以の上里不･ 末使岡用英）治ま/た丹は下農隆薬一･ 化 学 肥 料 不 使 用 栽 培

1kg

愛媛有機 みかん
極早生、早生みかんから12月初旬には中手、晩生へ移行します。

島根県

商品番号

西製茶（翌週）
原:島根産紅茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)

59321 西製茶 出雲国の紅茶（リーフ）

￥400 行い 錯ま 誤す をの 重で ね苦 た渋 の味 ちが に比1較9 的8 5少年なよくり穏国や産か紅な茶風を味作 がり 特始 徴め でま 砂し 糖た な｡ 緑し茶で用ものお茶い葉しをく原飲料んとでしいてた

2g 15

￥400 行い 錯ま 誤す をの 重で ね苦 た渋 の味 ちが に比1較9 的8 5少年なよくり穏国や産か紅な茶風を味作 がり 特始 徴め でま 砂し 糖た な｡ 緑し茶で用ものお茶い葉しをく原飲料んとでしいてた

原:島根産紅茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)

57597 西製茶 出雲国の紅茶 （ティーバッグ）

説:国産紅茶の復活を願い西製茶所では試

50g

説:国産紅茶の復活を願い西製茶所では試

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

1年

毎号

常
温

1年

毎号

お届
け週

翌週

翌週

日本の紅茶作りの歴史は1874年に当時の政府が茶業の奨励事業のひとつとして紅茶の伝習と製造を行った事に始まって
います。1876年に紅茶用茶樹の種子が導入され、鹿児島、福岡、静岡、東京に紅茶伝習所が設けられました。一時盛んに
生産されていたようですが1971年の輸入自由化によりそれまで生産されていた国産紅茶はほとんど
市場より姿を消しています。西製茶所は国産紅茶の復活を願い試行錯誤を重ねたのちに1985年より
国産紅茶を作り始めました。
※緑茶も紅茶もウーロン茶も基本的には同じ茶葉から出来ます。
蒸して発酵を止めたのが緑茶、半発酵させたのがウーロン茶、全発酵が紅茶です。

紅茶 リーフ・ティーバッグ

緑茶用の茶葉を原料としていますので苦渋味が比較的少なく穏やかな風味が特徴で
砂糖なしでもおいしく飲んでいただけます。
44227 西製茶 出西しょうが紅茶（リーフタイプ）

50g

￥570

44226 西製茶 出西しょうが紅茶（ティーバッグ）

2g 15

￥570

原:島根産紅茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)･島根産ｼｮｳｶﾞ(土壌燻蒸無し､化学農薬･化学
肥料は可能な限り減らして栽培) 説:製造工場地:島根｡紅茶を入れた際､紅茶とｼｮｳｶﾞの上
品な香りが立ち上ります｡ｼｮｳｶﾞ､紅茶ともに身体を温める食べものであると言われており､
原:島根産紅茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)･島根産ｼｮｳｶﾞ(土壌燻蒸無し､化学農薬･化学
肥料は可能な限り減らして栽培) 説:製造工場地:島根｡紅茶を入れた際､紅茶とｼｮｳｶﾞの上
品な香りが立ち上ります｡ｼｮｳｶﾞ､紅茶ともに身体を温める食べものであると言われており､

常
温

1年

毎号

常
温

1年

毎号

翌週

翌週

出西しょうが紅茶 リーフ・ティーバッグ
紅茶を淹れた際、紅茶とショウガの上品な香りが立ち上ります。
ショウガ、紅茶ともに身体を温める食べものであると言われており、冷え性の方におすすめです。
出西(しゅっさい)ショウガとは、島根県東部に位置する出西地区でしか育たないといわれる
希少なショウガです。ピリッとした辛みの中にも旨味が感じられ上品な香りが特徴です。
本品は出西ショウガをチップ状に加工して、同じく島根県産の紅茶とブレンドしています。
原:島根産緑茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)

740 西製茶 出雲国の煎茶-山吹-

80g

説:製造工場地:島根｡清澄な出雲地方で､

￥700 栽製 培法 期を 間採 中用 化し 学比 合較 成的 農低 薬温 をで 使じ 用っ せく ずり 栽と 培仕 さ上 れげ たて 一い 番ま 摘す みの 茶で 葉､ 原を葉原の料風と味しがてそいのまますま｡ 浅生 蒸き して

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

出雲国の煎茶-山吹清澄な出雲地方で、栽培期間中化学合成農薬を使用せず栽培された一番摘み茶葉を原料としています。
浅蒸し製法を採用し比較的低温でじっくりと仕上げていますので、原葉の風味がそのまま生きています。
お湯を注ぐと澄んだ山吹色のお茶が入ります。毎日ご飲用頂ける、すっと体にしみ込んでくる素直な味わいのお茶です。
原:島根産緑茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)/島根産あいがも農法米(化学農薬･化学肥料

2745 西製茶 出雲国の特上玄米茶

80g

￥420 不が 使も 用農 栽法 培で )栽 培説さ: 製れ造た工ｺ ｼ場ﾋ ｶ地ﾘ :で島す根｡｡香おば湯しをい注風い味だに瞬負間け､ ﾊなﾟ ｯいとし香っりかがり広とがしるた炒味りわ玄い米のは茶､ 葉あ い

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

出雲国の特上玄米茶
お湯を注いだ瞬間、パッと香りが広がる炒り玄米は、あいがも農法で栽培されたコシヒカリです。
香ばしい風味に負けないしっかりとした味わいの茶葉は、栽培期間中化学合成農薬を使わず栽培された
一番摘みの茶葉。その風味を損なわないよう、浅蒸しし比較的低温でじっくりと仕上げています。
質の高い玄米と茶葉が生み出す香りをお楽しみ下さい。
原:島根産緑茶(化学農薬･化学肥料不使用栽培)

747 西製茶 出雲国のほうじ番茶

150g

説:製造工場地:島根｡清澄な出雲の大地に

￥425 育1 0ま月れ~､1 夏1 月のに強かいけ陽て光茶を葉たもっ茎ぷもり枝浴もび一充緒分にに刈成り熟取しりたじ茶っ葉くをりさ蒸わしや粗か揉な･ 乾風燥が後吹､きｶ ﾗはｯ じと め焙 じる

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

ほうじ番茶
清澄な出雲の大地に育まれ夏の強い陽光をたっぷり浴び充分に成熟した茶葉をさわやかな風が吹きはじめる10月~11月
にかけて茶葉も茎も枝も一緒に刈り取りじっくり蒸し粗揉・乾燥後、カラッと焙じあげました。成熟した硬葉が原料
ですのでカフェインなどの刺激性のものはほとんど含まれておりません。カフェインの苦手な赤ちゃん、お子様、
ご年配の方までの万人向きのお茶と言えます。香ばしくやさしい風味が持ち味です。夏は冷やしてもおいしく頂けます。
科学的に合成された農薬や肥料は使用しない生態バランスのとれた栽培法をとっています。肥料はワラ、敷草、
菜種カス等の植物性肥料を中心に発酵鶏糞を少々施す程度で茶本来の香味や本質を損なう事のない様に留意しています。

毎日のお味噌汁に

商品番号
三ツ石

わかめ・いりこ（翌週）

三ツ石

ﾑｿｰ

44656 養殖 カットわかめ 50g
44658 養殖 塩蔵生わかめ 300g 34754 煮干いりこ 100g
￥888
￥532
常温

賞味：120日

毎号

翌週

原:鳴門産わかめ 説:養殖糸わかめを刻ん
だものです｡さっと水で戻して味噌汁やｽ
ｰﾌﾟにどうぞ｡

冷蔵

賞味：120日

毎号

翌週

冷蔵

原:鳴門産わかめ/塩 説:養殖海域も収穫
時期も最良の鳴門わかめを海水でゆで､塩
をまぶした塩蔵品｡磯の香り豊かです｡

賞味：6ヶ月

パンタレ

44561 玄海産いりこ 180g
￥330
毎号

翌週

原:瀬戸内音戸産天日干しかたくちいわし
説:煮干しの産地として有名な瀬戸内海
で､獲れたばかりの新鮮なｶﾀｸﾁｲﾜｼを釜炊
きし､乾燥させました｡味噌汁･うどんつ
ゆ･おでん･煮物などに最適です｡

￥672
冷蔵

賞味：90日

毎号

翌週

原:ｶﾀｸﾁｲﾜｼ/食塩 説:四国や九州のきれい
な海で採れた片口ｲﾜｼが主な原料で天日及
び機械乾燥しただけのものです｡酸化防止
剤など一切不使用｡調理の30分位前に水に
浸すか､沸騰した湯に入れ弱火で10分程煮
て下さい｡前の晩よりいりこと出し昆布を
水に浸しておきますと一層おいしいﾀﾞｼが

※三ツ石のわかめ、パンタレのいりこは、入荷が不安定なため欠品または代品となる場合があります。何卒ご了承下さい。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

海の精

商品番号

塩麹（翌週）
原:有機玄米(国産)/海の精塩(伊豆大島)

47007 海の精 こだわり塩屋の有機 塩麹

170g

説:製造工場地:長野｡放射能検査結果(2012.1.20現

￥560 在り )､:味検つ出け限や界ﾀ1ﾚB作q /りk gにでも不使検え出､ ｡素伝材統の海旨塩味｢ を海 引の き精 出｣ をし使ま用すし｡ た○ 万ｷ ｭ能ｳ ﾘ調の味塩料麹！漬魚けや：肉乱を切漬りけしたた

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

1年

偶週
号 翌週

お届
け週

海の精 こだわり塩屋の有機 塩麹
伝統海塩「海の精」を使用した万能調味料！ 魚や肉を漬けたり、味つけやタレ作りにも使え、素材の旨味を引き出します。
○キュウリの塩麹漬け：乱切りしたキュウリと塩麹を混ぜるだけ！数時間~一晩、冷蔵庫で寝かせる。
○魚や肉の切り身にスプーン一杯ほどの塩麹を薄く伸ばしラップで空気が入らないように包み、
冷蔵庫で一晩漬ける。そのままフライパンやグリルで焼く。

2週号企画

商品番号

入江さんの味噌・こうじ （翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

冷
蔵

1年

２週 翌々
号
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
58540 入江 熟成合わせみそ＜袋入＞

1kg

￥750

原:米麹(米:香川)/麦麹(麦:広島)/大豆(新潟)/さぬき塩(瀬戸内海海水使用) 説:製造工場地:
香川｡米麹と麦麹を合わせた万能みそ｡具だくさん味噌汁がおすすめです｡炒め物や和え物､
味噌ﾀﾞﾚにも｡一年寝かせたものとは違い二年以上熟成させると色合いが濃くなり､味噌汁

熟成合わせみそ 米麹と麦麹を合わせた万能みそ。具だくさん味噌汁がおすすめです。炒め物や和え物、味噌ダレにも。
一年寝かせたものとは違い二年以上熟成させると色合いが濃くなり味噌汁にしたとき非常にコクがうまれ
独特な風味を味わえます。
3593 入江 白みそ(中辛) ＜袋入＞

1kg

￥834

原:米麹(香川産米)/大豆(香川･石川産)/さぬき塩(瀬戸内海海水使用) 説:製造工場地:香川｡
麹の粒々が残った田舎の白みそ｡甘めです｡冬に仕込んだものを年間通して出すので､時期
によっては色､味が濃くなることがあります｡みそ汁､和え物､煮ものに｡熟成期間約1年｡原

冷 6ヶ月 ２週 翌々
蔵
号
週

白みそ（中辛）麹の粒々が残った田舎の白みそ。甘めです。冬に仕込んだものを年間通して出すので、時期によっては色、
味が濃くなることがあります。みそ汁、和え物、煮ものに。熟成期間約１年。

原:麦麹(麦:広島)/大豆(新潟産)/さぬき塩(瀬戸内海海水使用)

3595 入江 赤みそ(麦みそ) ＜袋入＞

1kg

説:製造工場地:香川｡ちょっ

￥683 とで 辛す 口ね ｡｡ ｷ熟ﾘ 成ｯ と期し間た約後1 口年 は半 ﾜ｡ ｶ原ﾒ 料と 産豆 地腐 はな 香ど 川の ｼ､ ﾝ愛ﾌ媛ﾟ ﾙ､な広素島材､ 新が 潟合 う､ 石か川もな｡ 辛ど め変 のわ味る噌がﾀ西ﾞ ﾚ日に本も産いもい

冷
蔵

1年

２週 翌々
号
週

冷
蔵

1年

２週 翌々
号
週

赤みそ（麦みそ）ちょっと辛口。キリッとした後口はワカメと豆腐などのシンプルな素材が合うかも。
辛めの味噌ダレにもいいですね。熟成期間約1年半。

3594 入江 合わせみそ ＜袋入＞

1kg

￥750

原:米麹(米:香川)/麦麹(麦:広島)/大豆(新潟)/さぬき塩(瀬戸内海海水使用) 説:製造工場地:
香川｡米麹と麦麹を合わせた万能みそ｡具だくさん味噌汁がおすすめです｡炒め物や和え物､
味噌ﾀﾞﾚにも｡熟成期間約1年半｡原料産地は香川､愛媛､広島､新潟､石川など変わるが西日本

合わせみそ 米麹と麦麹を合わせた万能みそ。具だくさん味噌汁がおすすめです。炒め物や和え物、味噌ダレにも。
熟成期間約1年半。

○入江さんの工場は、香川県観音寺市の琴弾公園（寛永通宝の砂型で有名）を過ぎて
ちょっと北に行った室本町にあります。
○白味噌作りは米麹を作るところから始まります。
麹はお米を蒸したものに麹菌を混ぜます。入江さんの所では麹菌は普通のより菌糸の短いものを
使っています。その菌の方が味噌の甘味が増すんだそうです。酒造りに使う麹とはまた違う麹菌
だそうです。同じ麹菌でも色々と種類があってそれぞれ用途も違うんですね。麹菌と混ざった
お米は一晩布団にくるんで寝かせます（本当に布団にくるんでいるそうです）。
布団で一晩寝かせた麹は翌日麹室でまた一晩を過ごします。
室の中は約30度の温度で高温多湿の熱帯のようです。お米は一晩で真っ白い麹に変身します。
この米麹に蒸した大豆をミンチしたものを混ぜ合わせて樽の中に入れ熟成させます。
普通の工場では炊いた大豆を使うそうですが、蒸した方がやはり味はいいそうです。
○材料の比率は、「大豆2：麹5：塩2kg」これだけです。実にシンプルな工程ですが、
余計なことはしないでも素材の持ち味が生きるんですね。

2746 入江 甘酒用こうじ（700g前後）

1袋

￥967

原:香川県産米(香川産が無い場合は島根､愛媛等西日本か日本海側のものを使用) 説:製造
工場地:香川｡ご家庭でできる甘酒の作り方が袋の裏書きにあります｡容量(700g前後)はこう
じの水分が蒸発するため､徐々に減少します｡お米､麹の粒が残ったさらっとした甘酒が出

冷 30日 ２週 翌々
蔵
号
週

甘酒用こうじ ご家庭でできる甘酒の作り方が袋の裏書きにあります。容量（700g前後）はこうじの水分が蒸発するため、
徐々に減少します。お米、麹の粒が残ったさらっとした甘酒が出来上がります。味噌作りにも使えます。
原:香川県産米(香川産が無い場合は島根､愛媛等西日本か日本海側のものを使用)

45726 入江 塩こうじ用こうじ

1.5合

説:工程

こうじにしてあります｡塩こうじの作り方：材料(こうじ1.5
￥367 に合 ､一塩手6 間0 gか､ 水け2､0塩0 mこl )う､ ①じ混にぜ合るう⋯こうじを手でﾊﾞﾗﾊﾞﾗにほぐしﾎﾞｰﾙに入れる｡塩を加えてこ

冷 60日 ２週 翌々
蔵
号
週

塩と同じように気軽に使える万能調味料「塩こうじ」
塩こうじ用こうじ 手作り発酵食品を上手に摂って免疫力を高めましょう！
工程に一手間かけ、塩こうじに合うこうじにしてあります。
塩こうじの作り方：材料(こうじ1.5合、塩60g、水200ml)
１、混ぜる⋯こうじを手でバラバラにほぐしボールに入れる。
塩を加えてこうじと塩がなじむようにぎゅっぎゅっと混ぜ、水を加えてさらに混ぜる。
２、ねかす⋯保存容器に移し、ふたを少し緩めて常温で熟成させる。
こうじと水が分離したら全体が均一になるように一日一回は混ぜる。
３、完成⋯暑い時期:一週間、寒い時期:2週間、毎日混ぜるとこうじがふっくらして軟らかいお粥のような状態になり
味噌に似た甘く濃厚な香りがしてくる。こうじの粒に芯がなくなっていれば出来上がりです。
入江さん一押しの食べ方は「こうじシャブシャブ」！
鍋に水を入れ、自家製甘酒（入江さんの2746甘酒用こうじで事前に作っておく）を適当に入れ沸かす。その間に
スライス肉に自家製塩こうじをまぶしつけしばらく置いておく。湯が沸いたらお肉をしゃぶしゃぶして召し上がれ！
また、塩と水の分量を本醸造醤油に代えれば醤油こうじができます。和え物に、炒め物、下味つけ等にご活用下さい。

入江さんより「炊飯器での塩こうじの作り方」簡単！時短！
材料の水を60℃の湯に変え、混ぜた状態で炊飯器の内釜を入れて保温にセット。
フタを完全に閉めずにふきんをかぶせ約15時間置く（出来上がりは前述のように確認する）。
炊飯器を使わずに作った場合と同じように、出来上がりはこうじがふっくらして軟らかいお粥のような状態になり味噌に
似た甘く濃厚な香りがしてくる。こうじの粒に芯がなくなっていればOK。別容器に移して様々な料理にお使いください。

-7-

※表示価格は全て税抜き価格です。

偶数週企画

商品番号

秋川牧園

冷凍惣菜（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです

オーブンや湯煎で再過熱するだけのお手軽冷凍お惣菜です！
原:若鶏ﾑﾈ(山口･福岡･島根･熊本)/鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(水/鶏骨(山口･福岡･島根･熊本)/食塩(天日塩:ﾒ

58003 秋川牧園 秋川若どりサラダチキン（むね肉ﾌﾟﾚｰﾝ）

100g

￥480 ｷﾘ ｼｱ ｺ/ 海･ ｵ水ｰ ｽ:ﾄ沖ﾗ ﾘ縄ｱ /)海 水説::沖お縄肉)本) / 米来酢の(美福味岡し産さ米を使感用 じ庄 分て 酢い)た/ 粗だ糖け( る鹿 よ児 島う )薄/ 食味塩で(､天し日っ塩と: ﾒりｷ ｼ､ｺ柔･ ｵらｰ ｽかﾄ ﾗ

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

秋川若どりサラダチキン（むね肉プレーン）
お肉本来の美味しさを感じていただけるよう薄味で、しっとり、柔らかに仕立てました。
解凍後、サラダのほか、お好みの料理にアレンジするのもおすすめです。
原:鶏肝(肝臓･心臓:山口･福岡･島根･熊本)/ﾀﾚ(粗糖:鹿児島/丸大豆醤油(水:日本/大豆:日本/

58004 秋川牧園 鶏レバーの甘辛焼き

120g

￥340 小姜 (麦日: 日本本) / ﾆ/ 食ﾝ ﾆ塩ｸ ﾍ:ﾟﾒｰｷｽｼ(ｺ日) / 本発)酵/ 丸調大味豆料醤( 味油の( 水一: )日/ 馬本鈴/ 大薯豆澱: 日粉本( 北/ 小海麦道:)日/ 清本酒/ 食( 米塩::日ﾒ ｷ本ｼ ｺ/ )米/ 清麹酒: 日( 米本:)日/ 生本

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

鶏レバーの甘辛焼き
下味をつけてふっくらと焼き上げた鶏肝に醤油ベースの甘辛いタレをたっぷり絡めました。味がよく染みこんでいて
レバーの独特なにおいが抑えられていますので、レバー好きはもちろん、苦手な方にもおすすめです。
原:鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/ﾀﾏﾈｷﾞ(日本)/つなぎ(ﾊﾟﾝ粉(小麦粉(日本)水/ｲｰｽﾄ(日本)/甜菜

58005 秋川牧園 ミートボール

100g

(日本)/海水塩(日本))/鶏卵(秋川牧園)/馬鈴薯澱粉(北海道)/山芋粉末(日本))/生姜ﾍﾟｰｽﾄ(日
￥210 糖本)/粗糖(鹿児島)/発酵調味料(味の母)/水(日本)/食塩(天日塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/海水(沖縄))/ｿｰｽ

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

ミートボール
秋川牧園の鶏肉を使用したお弁当の定番ミートボールです。小さなお子様でも食べやすいように柔らかく
仕上げたお肉に、増粘剤・カラメル色素を使用していない自家製のタレをたっぷり絡めました。
りんご酢を少量加えたタレは味が引き締まり、やさしい甘さのなかにしっかり醤油の風味が感じられます。
原:鶏肉(国産(山口･福岡･島根･熊本))､醤油､ﾀﾏﾈｷﾞ､生姜ﾍﾟｰｽﾄ､鶏卵､清酒､砂糖､ﾆﾝﾆｸﾍﾟｰｽﾄ､

47084 秋川牧園 こだわりのからあげ
47088 秋川牧園 ピリ辛チキンバー

150g

￥480 胡油 麻) ､油( 一､ 塩部 麹に ､鶏ﾌ 肉ﾞ ﾗ･ｯ小ｸ ﾍ麦ﾟ ｯ･ﾊ大ﾟ ｰ豆粉･末卵､･食胡塩麻､を衣含( 馬む鈴) 薯説澱:粉秋､川ｻ ﾂ牧ﾏ ｲ園ﾓ 澱の 粉若 ､鶏小で麦作粉っ､ 餅た 粉､ く) ､さ揚みげが油な( 菜く種

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

150g

原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/衣(小麦粉/鶏卵/ﾁｷﾝｽｰﾌﾟ/馬鈴薯澱粉/醤油/砂糖/麦味噌/
食塩/ﾚｯﾄﾞﾍﾟｯﾊﾟｰ/ｶﾞｰﾘｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ/ﾊﾟﾌﾟﾘｶ)/小麦粉/鶏卵/菜種油/砂糖/食塩/馬鈴薯澱粉/
麦味噌/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ/ｶﾞｰﾘｯｸ/ﾅﾂﾒｸﾞ/菜種油 説:製造工場地:山口｡放射性物質測定結果

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

￥440

こだわりのからあげ

ピリ辛チキンバー

秋川牧園の若鶏で作った、くさみがなく上品で
すっきりとした味わいのジューシーな唐揚げです。
お弁当やおかずにどうぞ。

持ちやすく食べやすい大きさと形で、
ピリッと後引く辛さが食欲を増進。
おつまみやスナック感覚で手軽に
いただけます。
原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/小麦粉/鶏卵/砂糖/食塩/馬鈴薯澱粉/ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ/ｶﾞｰﾘｯｸ

47087 秋川牧園 こだわりのチキンナゲット

200g

￥455 /む衣 ( ﾊ説ﾟ ﾝ: 製粉造/ 小工麦場粉地/ 鶏: 山卵口/ 馬｡ 放鈴射薯性澱物粉質/ 砂測糖定/ 食結塩果/(ﾌ1ﾞ5ﾗ.ｯ1ｸ2ﾍ. 8ﾟ 現ｯ ﾊ在ﾟ ｰ)):/検菜出種下油限/ 原値料 の 一 部 に 大 豆 を 含

160g

ﾊﾟｳﾀﾞｰ)/菜種油 説:製造工場地:山口｡放射性物質測定結果(16.3.31現在):検出下限値
￥455 芋(Cs-137)3.18Bq/kg･(Cs-134)4.33Bq/kgで不検出｡ささみをｽﾊﾟｲｼｰなｶﾚｰ味のｶﾂにしました｡数

原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/衣(ﾊﾟﾝ粉/鶏卵/小麦粉/香辛料/馬鈴薯澱粉/食塩/砂糖/山

51016 秋川牧園 スパイシーささみカツ

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週
冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

こだわりのチキンナゲット

スパイシーささみカツ

健康な若鶏の胸肉を使用し、
人気のあるチキンナゲットを作りました。
外側はサクサク香ばしく、
中はふっくらと出来上がりました。

ささみをスパイシーなカレー味のカツにしました。
数種類の香辛料がブレンドされたグルメスパイスと
食べた後にほのかに香るカレー風味がふんわり
ささみと良くマッチしています。
原:やきとり串:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/醤油/発酵調味料/砂糖

51012 秋川牧園 やきとりセット（6本）
51020 秋川牧園 とりがらスープ（50g 5）

つくね串:国産鶏

180g

￥810 肉醤 油( 山/ 発口酵･ 福調岡味･料島/根馬･鈴熊薯本澱) /粉ﾊ ﾟ/ 清ﾝ 粉酒/ /ﾀ生ﾏ ﾈ姜ｷ ﾞ/ ﾆ/ 鶏ﾝ ﾆ卵ｸ ﾍ/ﾟ醤ｰ ｽ油ﾄ/ 砂説糖:/ﾓ発ﾓ (酵3 本調)味､ ﾂ料ｸ ﾈ/ 食( 3塩本/)菜｡ 加種熱油調 理ﾀ ﾚ済: 砂み糖で/ﾀ

250g

原:国産鶏骨(山口･福岡･島根･熊本)/食塩 説:製造工場地:山口｡放射性物質測定結果
(15.10.21現在):検出下限値(Cs-137)2.69Bq/kg･(Cs-134)3.88Bq/kgで不検出｡健康な若鶏のｶﾞﾗ
を原料としたｽｰﾌﾟです｡おでん､鍋物､ｶﾚｰ､ｼﾁｭｰ､お煮しめ､ｽｰﾌﾟ等にご利用いただけます｡

￥490

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週
冷
凍

1年

偶週 翌々
号
週

やきとりセット

とりがらスープ

モモ３本、ツクネ３本。
加熱調理済みでタレ充填・真空包装していますのでそのまま
湯煎で調理か、開封して電子レンジでご利用できます。

健康な若鶏のガラを原料としたスープです。
おでん、鍋物、カレー、シチュー、お煮しめ、
スープ等にご利用いただけます。

原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/醤油/清酒/食塩/衣(国産小麦粉/鶏卵/馬鈴薯澱粉)/菜種

47086 秋川牧園 とり天

170g

説:製造工場地:山口｡放射性物質測定結果(16.3.31現在):検出下限値
￥520 油(Cs-137)3.19Bq/kg･(Cs-134)3.69Bq/kgで不検出｡秋川牧園鶏肉使用｡胸肉の新しい利用法と

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

とり天
胸肉の新しい利用法として、鶏の天ぷらを開発しました。ふんわりとした衣が新しい食感となります。
お好みでポン酢、塩、天つゆで召し上がるといろいろなバリエーションが楽しめます。
原:国産鶏肉･鶏砂肝(山口･福岡･島根･熊本)/国産ﾀﾏﾈｷﾞ/鶏卵/ﾊﾟﾝ粉/醤油/鶏脂/発酵調味料/

51013 秋川牧園 若鶏焼きつくね

180g

￥450 砂ﾄ 糖説/ 食: 製塩造/ 山工芋場ﾊ地ﾟ ｳ: 山ﾀ ﾞ口ｰ /｡菜放種射油性 物ｿ 質ｰ ｽ測: 醤定油結/ 砂果糖( 1/5発. 1酵2 .調2 6味現料在/ 馬) : 検鈴出薯下澱限粉値/ 清 酒 / 生 姜 / ﾆ ﾝ ﾆ ｸ ﾍ ﾟ ｰ ｽ

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

若鶏焼きつくね 柔らかく香ばしいつくねに甘辛いタレを絡めました。お弁当やおかずの一品に最適です。
51014 秋川牧園 チキンソースカツ

150g

￥500

原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/衣(ﾊﾟﾝ粉/鶏卵/小麦粉/馬鈴薯澱粉/食塩/砂糖/山芋ﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ)/菜種油/ｿｰｽ(ｳｽﾀｰｿｰｽ(ﾘﾝｺﾞ含む)/ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ/発酵調味料/麦味噌/清酒/砂糖)
説:製造工場地:山口｡放射性物質測定結果(15.9.2現在):検出下限値

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

チキンソースカツ 厚めにそぎ切りした胸肉をチキンカツに揚げ、特製のソースをたっぷり絡めています。
お弁当、パンにはさんでサンドイッチにもおすすめです。
51018 秋川牧園 鶏メンチカツ（旧ふっくらやわらかﾁｷﾝｶﾂ）

150g

原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/ﾀﾏﾈｷﾞ/鶏皮/鶏卵/ﾊﾟﾝ粉/醤油/砂糖/食塩/山芋ﾊﾟｳﾀﾞｰ/ﾅﾂﾒ
説:

￥405 ｸﾞ/ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ/衣(ﾊﾟﾝ粉/小麦粉/鶏卵/食塩/砂糖/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ)/菜種油
製造工場地:山口｡放射性物質測定結果(15.3.4現在):検出下限値

冷 9ヶ月 偶週 翌々
凍
号
週

鶏メンチカツ 若鶏の胸肉を使用したジューシーなチキンメンチカツです。タマネギを多めに混ぜ込み、
鶏皮も加えることで食感がよくなりました。ご飯にもパンにも合うメンチカツです。
原:国産鶏肉(山口･福岡･島根･熊本)/鶏卵/ﾀﾏﾈｷﾞ/発酵調味料/醤油/砂糖/青ﾈｷﾞ/鰹だし

51019 秋川牧園 こだわり卵を使った親子丼の具

こだわり卵を使った

180g

説:

造工場地:山口｡放射性物質測定結果(16.2.15現在):検出下限値
￥445 製(Cs-137)4.46Bq/kg･(Cs-134)3.52Bq/kgで不検出｡若鶏の胸肉と卵を使用して親子丼を作りま

冷
凍

1年

偶週 翌々
号
週

若鶏の胸肉と卵を使用して親子丼を作りました。鶏肉と卵、青ネギが出し汁と一緒にふっくら
親子丼の具 広がります。しっかりとした旨味が特徴の親子丼が楽しめます。湯煎してお召し上がりください。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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偶数週企画

商品番号

秋川牧園

秋川牧園 なごみ赤鶏

赤どり（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです

肉そのものに旨みがあり焼いても臭みが出ないのが特徴です。
日光と風のよく入る開放型鶏舎で適度な運動をさせた鶏からは、プリッとした弾力のある、旨みがしっかりした鶏肉が生まれます。
鶏肉というと「真っ暗な鶏舎でギューギューづめで薬漬け」などという悪いイメージを持っている方もいらっしゃるかと思いますが、
一坪当たり約35羽という薄飼いを行うことで鶏がのびのびと育つ環境を与えています。よく運動する鶏は成長までに日数がかかりますが、
おいしい鶏肉には適度な環境と時間が必要なのです。植物性を主体にした飼料は残留農薬に対する安心さだけでなく風味のよさも生み出しました。
鶏くさいといわれる要因は鶏の臭いだけではなく、食べていた飼料の臭いでもあります。
飼料：トウモロコシ/大豆油粕/菜種油粕/グルテンミール/きな粉/ヤシ油/米ヌカ/フスマ/アルベスギルス発酵ソリュブル乾燥抽出液/リン酸カルシウム/
炭酸カルシウム/食塩/バチルス菌/乳酸菌/酵母/アニスシード/ビタミンなど
放射性物質に対する取り組み：飼料中の残留農薬を最小限に抑えることに取り組んできたノウハウを活かし家畜に与える一つ一つの飼料原料について、原産地等の確認を行っております。
また放射性物質のリスクを検証するために社内に放射能測定室を新設し、シンチレーション式の放射能測定器を購入し高い精度で継続的に放射能検査を行う体制を整えています。
説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo
ﾄｳﾓﾛｺｼ使用･ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ無農薬｡肉そのものに旨みがあり焼いても臭みが出ないのが特徴で
す｡日光と風のよく入る開放型鶏舎で適度な運動をさせた鶏からは､ﾌﾟﾘｯとした弾力のあ

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

57417 秋川牧園 秋川赤どり もも肉

280g

￥710

57418 秋川牧園 秋川赤どり むね肉

280g

￥550 ﾄすｳ｡ﾓ日ﾛ ｺ光ｼ 使と用風･のﾎ ﾟよｽ ﾄくﾊ 入ｰ ﾍるﾞ ｽ開ﾄ 無放農型薬鶏｡舎肉でそ適の度もなの運に動旨をみさがせあたり鶏焼かいらてはも ､臭ﾌみﾟ ﾘがｯ と出しなたい弾の 力が の特 あ徴 で

250g

￥460 ﾄすｳ｡ﾓ日ﾛ ｺ光ｼ 使と用風･のﾎ ﾟよｽ ﾄくﾊ 入ｰ ﾍるﾞ ｽ開ﾄ 無放農型薬鶏｡舎肉でそ適の度もなの運に動旨をみさがせあたり鶏焼かいらてはも ､臭ﾌみﾟ ﾘがｯ と出しなたい弾の 力が の特 あ徴 で

300g

￥730 ﾄすｳ｡ﾓ日ﾛ ｺ光ｼ 使と用風･のﾎ ﾟよｽ ﾄくﾊ 入ｰ ﾍるﾞ ｽ開ﾄ 無放農型薬鶏｡舎肉でそ適の度もなの運に動旨をみさがせあたり鶏焼かいらてはも ､臭ﾌみﾟ ﾘがｯ と出しなたい弾の 力が の特 あ徴 で

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

300g

￥530

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo
ﾄｳﾓﾛｺｼ使用･ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ無農薬｡肉そのものに旨みがあり焼いても臭みが出ないのが特徴で
す｡日光と風のよく入る開放型鶏舎で適度な運動をさせた鶏からは､ﾌﾟﾘｯとした弾力のあ

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo

200g

￥540 ﾄすｳ｡ﾓ日ﾛ ｺ光ｼ 使と用風･のﾎ ﾟよｽ ﾄくﾊ 入ｰ ﾍるﾞ ｽ開ﾄ 無放農型薬鶏｡舎肉でそ適の度もなの運に動旨をみさがせあたり鶏焼かいらてはも ､臭ﾌみﾟ ﾘがｯ と出しなたい弾の 力が の特 あ徴 で

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

200g

￥530 ﾄすｳ｡ﾓ日ﾛ ｺ光ｼ 使と用風･のﾎ ﾟよｽ ﾄくﾊ 入ｰ ﾍるﾞ ｽ開ﾄ 無放農型薬鶏｡舎肉でそ適の度もなの運に動旨をみさがせあたり鶏焼かいらてはも ､臭ﾌみﾟ ﾘがｯ と出しなたい弾の 力が の特 あ徴 で

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

400g

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo
ﾄｳﾓﾛｺｼ使用･ﾎﾟｽﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ無農薬｡肉そのものに旨みがあり焼いても臭みが出ないのが特徴で
す｡日光と風のよく入る開放型鶏舎で適度な運動をさせた鶏からは､ﾌﾟﾘｯとした弾力のあ

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo

57419 秋川牧園 秋川赤どり ささみ

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo

57420 秋川牧園 秋川赤どり 手羽中ハーフ
57421 秋川牧園 秋川赤どり 手羽元
57422 秋川牧園 秋川赤どり 小間切れ

説:養鶏地:山口･島根･福岡･熊本｡無投与飼育(抗生物質･合成抗菌剤一切不使用)･non-gmo

57423 秋川牧園 秋川赤どり ミンチ
57424 秋川牧園 秋川赤どり 手羽先
商品番号

大分

下郷農協

￥700

冷 180日 偶週 翌々
凍
号
週

プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト（翌々週）

温
度
帯

44841 下郷 プレーンヨーグルト 130g 2

1組

￥295

下郷 プレーンヨーグルト

原:生乳(耶馬渓牛乳)/九州乳業脱脂粉乳(九州内の牛乳使用)/ﾃﾞﾝﾏｰｸ産乳酸菌 説:※前週の
金曜日に製造したものになります｡主原料の耶馬渓牛乳は自給牧草を中心とし飼育してい
ます｡配合飼料は非遺伝子組み換えの飼料を使用しています｡

賞味
期限

企画
週

お届
け週

冷 14日 毎号 翌々
蔵
週

こちらの商品は翌々週お届けです

主原料の耶馬渓牛乳は自給牧草を中心とし飼育しています。
配合飼料は非遺伝子組み換えの飼料を使用しています。
原材料：生乳(耶馬渓牛乳)/九州乳業脱脂粉乳(九州内の牛乳使用) ※前週の金曜日に製造したものになります。
原:牛乳(下郷農協:大分)/和三盆(ばいこう堂:香川)/ｽﾀｰﾀｰ(ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌:ﾃﾞﾝﾏｰｸ)

53465 下郷 飲むヨーグルト

￥233 地用 :し大､分糖｡分主に原は料昔はな｢ Nがoらn -のG Mこ Oだ(わ遺り伝製子法組でみ作換 らえ れで たな 香い )川｣ 産飼 料和 を三 与盆 え糖たを耶使馬用渓し牛て乳いをま1す0 0｡％乳使酸

500ml

￥566 地用 :し大､分糖｡分主に原は料昔はな｢ Nがoらn -のG Mこ Oだ(わ遺り伝製子法組でみ作換 らえ れで たな 香い )川｣ 産飼 料和 を三 与盆 え糖たを耶使馬用渓し牛て乳いをま1す0 0｡％乳使酸

原:牛乳(下郷農協:大分)/和三盆(ばいこう堂:香川)/ｽﾀｰﾀｰ(ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌:ﾃﾞﾝﾏｰｸ)

53466 下郷 飲むヨーグルト

説:製造工場

150ml

説:製造工場

冷 お早 毎号 翌々
蔵 めに
週
冷 お早 毎号 翌々
蔵 めに
週

主原料は Non-GMO（遺伝子組み換えでない）飼料を与えた耶馬渓牛乳を100％使用し、
糖分には昔ながらのこだわり製法で作られた香川産和三盆糖を使用しています。
乳酸菌は非常に強い酸性でも耐えられる「ビフィズス菌Bb-12株」を使用し小腸・大腸まで
有用菌を運ぶことができます。腸内環境のバランスが改善できる飲むヨーグルトです。
※賞味期限は製造より15日ですが製造曜日が決まっていないためカタログ上での賞味期限表示をして
おりません。弊社に火曜入荷の品を水・木・金発送となります。何卒ご了承下さい。

産直の郷・下郷農協
私たち下郷農協は大分県耶馬渓町にある小さな小さな農協です。有機農業と飼料から
こだわった農畜産物の生産、そして、それらを原料にした無添加食品の加工を行い、
直接消費者にお届けする「産直」を、1962年から続けています。日本の原風景が残る
この「産直の郷」から、本当のおいしさを皆様の食卓へ日々お届けしています。

商品番号

大阪

山重食品カップ納豆（翌々週）
原:滋賀､兵庫産大豆(2011年産への切り替わり時期2012.3~4月頃)

45104 山重食品 カップ納豆（タレなし）40g 3

1パック

温
度
帯
説:製造地:大阪府｡納豆

￥142 作日 含り むに1向0 日い ）て ｡い食るべ国や産す小い粒ｶ ｯすﾌ ﾟず入まりる｡ ※大2豆0 1を1 使. 1 1用. 2｡6月産曜地日訂製正造 品 と な り ま す （ 賞 味 期 間 製 造

賞味
期限

企画
週

お届
け週

冷 お早 毎号 翌々
蔵 めに
週

山重食品 カップ納豆（タレなし）40g 3
製造地：大阪府。納豆作りに向いている国産小粒すずまる大豆を使用。
月曜日製造品となります（賞味期間製造日含む10日）。
食べやすいカップ入り。
原材料：滋賀、兵庫産大豆

こちらの商品は翌々週お届けです

商品番号

大分

下郷農協もみじ納豆（翌々週）
原:大豆(北海道:遺伝子組み換えでない)/納豆菌

45281 下郷 二代目 もみじ納豆（タレなし）

50g

説:小粒ﾀｲﾌﾟ｡北海道産大豆を仕込み､1個

￥145 ず成 分つ (手1 個作5業0 gにあしたてり製) 熱造量し1て0 0いk cまa lす/ ﾀ｡ﾝ醤ﾊ ﾟ油ｸ 質､ き8 . 3ざgみ/ 脂ﾈ質ｷ ﾞg､5卵. 0 /な炭ど水お化好物み6 . の1 g味/ 食つ塩け相で当ど量う0 gぞ｡ 製｡ 栄造養工

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

冷 お早 毎号 翌々
蔵 めに
週

こちらの商品は翌々週お届けです

二代目 もみじ納豆（タレなし）

小粒タイプ。北海道産大豆を仕込み、1個ずつ手作業にして製造しています。
醤油、きざみネギ、卵などお好みの味つけでどうぞ。

-9-

※表示価格は全て税抜き価格です。

山清

商品番号

一味・七味・カラシ（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
山清 は、あんこの「あま」、香辛料の「から」、きなこ・米粉の「穀粉」を三本柱にした、香川県綾歌郡にある食品メーカーです。
昭和十三年に香辛料（一味）のメーカー、山下清三郎商店として創業して以来、開発から製造・販売までの一貫体制をつらぬいてきました。
「お客様に最も愛される最良の商品を提供すること」を経営方針にしており、現在も私たちのものづくりの原点になっています。
日本の伝統の味を守り伝えていくということを忘れずに、新たな食文化の創造に貢献すべく全力投球してまいります。
原:ｶﾅﾀﾞ産有機ｶﾗｼ/有機醸造酢(製造工場地:岐阜､ﾄﾙｺ主体有機ﾘﾝｺﾞ果汁使用)/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機
砂糖/香川産海水塩/ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ産ﾚﾓﾝ果汁 説:製造工場地:香川｡辛みと酸味の効いた粒からし
です｡粒からしと練りからしの風味を最大限に生かした粒入り練りからしです｡色々な料理

冷
蔵

1年

２週 翌々
号
週

原:有機ｶﾗｼ(ｶﾅﾀﾞ)

常
温

1年

２週 翌々
号
週

27917 山清 有機つぶ入りねりからし（角瓶）

50g

￥500

27916 山清 有機栽培 鬼からし

30g

￥170 原の 料き とい した た練 和り かか らら しし 粉が ｡出3 来0 ℃ま程すの｡ か水 らで 練し っみ たそ 後､ かﾗ ｯらﾌしﾟ を漬すけるななどどに密｡ 封 状 態 で 5 分 程 置 く と 辛 み

説:製造工場地:香川｡有機JAS認定品｡ｶﾅﾀﾞで有機栽培されたｶﾗｼ種子を

山清の鬼からし 有機JAS認定品。カナダで有機栽培されたからし種子を原料としたからし
有機つぶ入り ねりからし（角瓶）

有機栽培 鬼からし

辛みと酸味の効いた粒からしです。
粒からしと練りからしの風味を最大限に生かした
粒入り練りからしです。色々な料理に使用できます。

30℃程の水で練った後ラップをするなど密封状態で
5分程置くと辛みのきいた練りからしが出来ます。
からしみそ、からし漬けなどに。
原:唐辛子(香川)

54058 山清 香川本鷹 鬼びっくり一味唐辛子（缶入）

12g

説:香川県綾川産本鷹唐辛子100％の一味唐辛子です｡山清契約農園で栽

￥596 培か し) はた讃辛岐みのの塩強飽い水唐軍辛が子出で兵すし｡ た農 時薬 に･ 化豊学臣肥秀料吉はか使ら用拝し領てしいたまもせのんと｡伝香え川ら本れ鷹て( かいがまわすほ｡ 鷹ん のた

常
温

1年

２週 翌々
号
週

香川本鷹 鬼びっくり一味唐辛子（缶入）
香川県綾川産本鷹唐辛子100％の一味唐辛子です。山清農園で農薬・化学肥料不使用栽培しました。
香川本鷹（かがわほんたか）は角がなく、じんわりとくる辛さ。香り高く料理に使うと独特の旨みが出ます。
讃岐の塩飽水軍が出兵した時に豊臣秀吉から拝領したものと伝えられています。
原:唐辛子(香川)

58066 山清 香川本鷹 鬼びっくり荒びき唐辛子（缶入）

12g

説:香川県綾川産本鷹唐辛子100％の荒びき唐辛子です｡山清契約農園で

￥596 栽た 培か し) はた讃辛岐みのの塩強飽い水唐軍辛が子出で兵すし｡ た農 時薬 に･ 化豊学臣肥秀料吉はか使ら用拝し領てしいたまもせのんと｡伝香え川ら本れ鷹て( かいがまわすほ｡ 鷹ん

常
温

1年

２週 翌々
号
週

香川本鷹 鬼びっくり荒びき唐辛子（缶入）
香川県綾川産本鷹唐辛子100％の荒びき唐辛子です。山清契約農園で栽培した辛みの強い唐辛子です。
香川本鷹（かがわほんたか）は讃岐の塩飽水軍が出兵した時に豊臣秀吉から拝領したものと伝えられています。
鷹の爪より2~3倍も大きく、強烈な辛さとしっかりとした旨味があります。香川本鷹本来の色味、風味を損なわない
荒びき唐辛子に仕上げております。うどんやそばの薬味はもちろん、煮物、焼き物などのお料理にご利用下さい。
原:唐辛子(香川)/陳皮(香川)/黒胡麻(長崎･兵庫他)/山椒(和歌山)/金胡麻(長崎･熊本他)/青ﾉﾘ

58067 山清 香川本鷹 鬼びっくり七味唐辛子（缶入）

12g

￥700 (学愛肥知料･ 静不 岡使 他用 ))/にｼ ｿ､(厳熊選本し) た説国: 山産 清の 契薬 約味 農や園香で辛栽料培をし調た合辛しみたの最強高い級香の川風本味鷹豊唐か辛な子七( 味農 薬唐 ･辛化子

常
温

1年

２週 翌々
号
週

香川本鷹 鬼びっくり七味唐辛子（缶入）
山清契約農園で栽培した辛みの強い香川本鷹唐辛子(農薬・化学肥料不使用)に、厳選した国産の薬味や香辛料を
調合した最高級の風味豊かな七味唐辛子です。そばやうどん等の薬味はもちろん、味噌汁、水炊き、焼き魚、
焼肉、漬物、煮物、ローストビーフ、ステーキなど、どんなお料理にもよく合い素材の旨味を引き立てます。
原:黄唐辛子(香川)

58558 山清 鬼びっくり 金一味（缶入）※数量限定

12g

説:山清契約農園で栽培した黄唐辛子(栽培期間中､化学肥料･農薬不使

￥596 用｢ 黄) を金使唐っ辛 た子 金｣ と一呼味ばでれすて｡ 黄い 唐ま 辛す 子｡ 強は烈乾な燥辛さみせがる特と徴光で沢和が食増にしもて洋金食色ににもなよるくこ合といかまらす別｡名素 材

常
温

1年

２週 翌々
号
週

鬼びっくり金一味（缶入）※数量限定
山清契約農園で栽培した黄唐辛子（栽培期間中、化学肥料・農薬不使用）を使った金一味です。
黄唐辛子は乾燥させると光沢が増して金色になることから別名「黄金唐辛子」と呼ばれています。
強烈な辛みが特徴で和食にも洋食にもよく合います。素材の美味しさを引き立てるすっきりとした辛みです。
うどんやそばの薬味はもちろん、カレー、ラーメン、麻婆豆腐、鍋物などにご利用ください。

山清

商品番号

有機あん・有機上新粉など（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
原:北海道産有機小豆/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖

30467 山清 有機瓶入ｼﾘｰｽﾞ 有機つぶあん
27923 山清 有機瓶入ｼﾘｰｽﾞ 有機ゆで小豆

150g
90g

説:製造工場地:香川｡糖度42

前後に仕上げまし

｡小豆の風味が生きた､又小豆の粒を残して美味しい粒あんになっていま
￥700 たす｡314kcal/150g

￥640

原:北海道産有機小豆/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖 説:製造工場地:香川｡蒸し炊きにした小豆に有機
砂糖をしみ込ませたﾄﾞﾗｲﾀｲﾌﾟのゆで小豆です｡和菓子の材料やﾄｯﾋﾟﾝｸﾞにご利用下さい｡糖
度28 前後の甘さ控えめに仕上げました｡155kcal/90g

有機瓶入シリーズ 有機つぶあん
糖度42

前後に仕上げました。小豆の風味が生きた、また小豆の粒を残して美味しい粒あんになっています。

有機瓶入シリーズ 有機ゆで小豆
蒸し炊きにした小豆に有機砂糖をしみ込ませたドライタイプのゆで小豆です。
和菓子の材料やトッピングに。糖度28 前後の甘さ控えめに仕上げました。
原:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖/北海道産有機小豆

27926 山清 有機つぶしあん（スタンドパック）
30468 山清 有機あずき水煮ｾｯﾄ(小豆煮豆60g煮汁140g)

説:製造工場地:香川｡有機つぶしあんです｡つぶ

200g

￥450 あ仕 上ん げとまこししたあ｡ん2 2の6 k風c a味l /と1 0お0 gい｡ 放し射さ能を測最定大結限果に( 生2 0か1 3し. 6 ま. 1 5し現た在｡)糖: 検度出5 下2 限前値後 の 程 良 い 甘 さ に

1セット

原:北海道産有機小豆/香川産海水塩 説:製造工場地:香川｡赤飯2合炊き用｡小豆の粒をしっ
かり残し小豆が腹割れしないよう煮汁と煮豆を別々にﾊﾟｯｸしました｡家庭の炊飯器で手軽
に美味しいおこわ風の赤飯が出来ます｡餅米2合使用して出来上がり量は約660gです(おに

￥286

常
温

1年

２週 翌々
号
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

有機つぶしあん（スタンドパック）
つぶあんとこしあんの風味とおいしさを最大限に生かしました。

有機あずき水煮セット（小豆煮豆70g・煮汁140g）
赤飯2合炊き用です。小豆の粒をしっかり残し小豆が腹割れしないよう煮汁と煮豆を
別々にパックしました。家庭の炊飯器で手軽に美味しいおこわ風の赤飯が出来ます。
27919 山清 手づくり素材 国産有機 上新粉

150g

￥340

-10-

原:島根産有機栽培うるち米 説:製造工場地:香川｡有機JAS商品｡石臼と杵を使った杵びき
製粉です｡粉の温度を上げることなく製粉していますので風味が良く均一で粒子の細かい
上新粉に仕上がっております｡和菓子の他､ｹｰｷなどの洋菓子の材料としてもご利用いただ

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:島根産有機栽培もち米 説:製造工場地:島根｡有機JAS商品｡石臼と杵を使った杵びき製
粉です｡粉の温度を上げることなく製粉していますので風味が良く均一で粒子の細かいも
ち粉に仕上がっております｡

常
温

1年

２週 翌々
号
週

原:島根産有機栽培うるち米/島根産有機栽培もち米

常
温

1年

２週 翌々
号
週

27920 山清 手づくり素材 国産有機もち粉

150g

￥410

27921 山清 手づくり素材 国産有機白玉だんご粉

150g

￥370 うと る杵 ちを 米使 5っ5た％杵･ もびちき米製4粉5 ％でをす原｡ 粉料のと温し度だをん上ごげのる粉 こと とし なて く最 製も 粉良 しい て配 い合 まで 製す 粉の しで ま風 し味 たが ｡良石く臼

説:製造工場地:島根｡有機JAS商品｡

こだわりの逸品シリーズ
有機栽培 上新粉 石臼と杵を使った杵びき製粉です。粉の温度を上げることなく製粉していますので
有機栽培 もち粉 風味が良く均一で粒子の細かい粉に仕上がっております。
有機栽培 白玉だんご粉 うるち米55％･もち米45％を原料としだんごの粉として最も良い配合で製粉しました。

山清

商品番号

国産きな粉・特別栽培白玉粉など（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
37222 山清 手づくり素材 国産有機きな粉

100g

￥270

原:北海道産有機大豆 説:製造工場地:北海道｡遠赤外線焙煎で大豆の芯から加熱し製粉し
たきな粉です｡きな粉の香りと美味しさを丸ごとﾊﾟｯｸしました｡

常 9ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

国産有機きな粉 遠赤外線焙煎で大豆の芯から加熱し製粉したきな粉。きな粉の香りと美味しさを丸ごとパックしました。
原:香川産大豆

51941 山清 さぬき きな粉

80g

説:香川県多度津町大豆ﾌｸﾕﾀｶ(遺伝子組み換えでない)を100％使用｡さぬき

￥200 (ら香じ川っ) のく 原り 料焙 を煎 使し 用て し粉 ､末さにぬしきたで香加味工豊しか､なさきぬなき粉でで袋す詰｡め不し足まししがたち｡な遠植赤物焙性煎ﾀでﾝ 大ﾊ ﾟ豆ｸ 質の､芯脂か肪

常 9ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

さぬききな粉 香川県多度津町大豆フクユタカ（遺伝子組み換えでない）を100％使用。さぬき（香川）の原料を使用し、
さぬきで加工し、さぬきで袋詰めしました。遠赤焙煎で大豆の芯からじっくり焙煎して粉末にした
香味豊かなきな粉です。不足しがちな植物性タンパク質、脂肪など大切な栄養分を含んでいます。
食物繊維も豊富です。きな粉ドリンク、おはぎ、あべかわもち、だんご、おにぎりなどに。
37233 山清 北海道産 黒豆きな粉

80g

￥229

原:北海道産黒大豆 説:遠赤外線焙煎で黒大豆の芯から加熱し製粉したきな粉です｡きな
粉の香りと美味しさを丸ごとﾊﾟｯｸしました｡放射能測定結果(2013.6.13現在):検出下限値
(Cs-137)3.19Bq/kg･(Cs-134)2.96Bq/kgで不検出｡

常 9ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

黒豆きな粉（北海道産）遠赤外線焙煎で黒大豆の芯から加熱し製粉したきな粉です。
きな粉の香りと美味しさを丸ごとパックしました。
原:佐賀県産特別栽培ひよくもち米

37232 山清 手づくり素材 国産特別栽培米 白玉粉

120g

説:製造工場地:佐賀(包装地:香川)｡もち米を水びきに

￥380 しが てよ 脱い 水白 し玉 た粉 後で ､す熱｡ を か け ず に 流 動 乾 燥 で 仕 上 げ て お り ま す ｡ も ち 米 独 特 の 軟 ら か さ と 風 味

常
温

1年

２週 翌々
号
週

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

特別栽培 白玉粉 もち米を水びきにして脱水した後、熱をかけずに流動乾燥で仕上げております。
もち米独特の軟らかさと風味がよい白玉粉です。

山清

商品番号

洋菓子用米粉（翌々週）
原:兵庫産ｳﾙﾁ米

43640 山清 洋菓子用 米っ粉

200g

説:製造工場地:香川｡洋菓子用米っ粉は国産ｳﾙﾁ米を均一に微粉砕しまし

￥270 たの 洋｡ 小菓麦子粉にとな同りじまよすう｡ 小に麦洋ｱ菓ﾚ ﾙ子ｷ等ﾞ ｰにの使方用ので代き替ま品すと｡し米て粉もをご使利用用すいるたこだとけでまもすち｡ も ち し た 食 感

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです

洋菓子用 米っ粉

洋菓子用米っ粉は国産ウルチ米を均一に微粉砕しました。小麦粉と同じように洋菓子等に使用できます。
米粉を使用することでもちもちした食感の洋菓子になります。小麦アレルギーの方の代替品としても ご利用いただけます。

山清

商品番号

あん

いろいろ（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

3年

２週 翌々
号
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
原:砂糖(ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖:北海道)/黒ｺﾞﾏﾍﾟｰｽﾄ(黒ｺﾞﾏ:ﾐｬﾝﾏｰ･ﾎﾞﾘﾋﾞｱ他)/乾燥あん(小豆:北海道

58068 山清 黒ごまあん 6号缶

245g

￥460 十ﾋ ﾞ勝ｰ ﾄ)ｸ ﾞ ﾗ説ﾆ:ｭ｢ｰ創糖業で1炊8 8き3 年あ 和げ 田た 萬あ ｣んのに黒練ごりま込ﾍ みﾟ ｰ､ｽ香ﾄ をば厳し選いし胡た麻北の海風道味十が勝香産る小､ 濃豆厚とで北ふ海っ道く産ら と

黒ごまあん６号缶
「創業1883年和田萬」の黒ごまペーストを厳選した北海道十勝産小豆と北海道産ビートグラニュー糖で炊きあげた
あんに練り込み、香ばしい胡麻の風味が香る、濃厚でふっくらとした黒ごまあんに仕上げました。糖度は48度前後
で程良い甘さです。パン用ペースト、おだんご、ごまあんドリンクなど、和菓子・洋菓子等にご利用下さい。
原:白ｲﾝｹﾞﾝ(北海道)/砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾀｲ･ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･南ｱﾌﾘｶ･日本/甜菜:北海道)/栗(愛媛)

58069 山清 栗あん 6号缶

245g

￥600 説め の: 北栗海あ道ん産で手す亡｡豆糖(度白3ｲ8ﾝ度ｹ ﾞ前ﾝ後) に｡ ﾍ国ﾟ 産ｰ ｽのﾄ 状栗にを仕練上りげ込てみお､ 砂り糖ま をす 加の えで 炊､ ﾊきﾟ ﾝあにげ塗まっしたたり｡､甘ｹ ｰさｷ の控ﾄえｯ

常
温

3年

２週 翌々
号
週

栗あん６号缶
北海道産手亡豆(白インゲン)に国産の栗を練り込み、砂糖を加え炊きあげました。甘さ控えめの栗あんです。
糖度38度前後。ペースト状に仕上げておりますので、パンに塗ったり、ケーキのトッピング、和菓子などに。
原:北海道産特別栽培小豆/砂糖(ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日本他産)

37216 山清 特別栽培小豆 つぶあん 6号缶

245g

説:製造工場地:香川｡食塩不使用｡

￥440 ﾌ和ﾟ菓ﾙ ﾄ子ｯ ﾌのﾟ あ缶ん｡ 小種豆やのﾊ ﾟ皮ﾝ 用とﾍ実ﾟ ｰのｽ差ﾄ とがし無ていどほうどぞ柔｡ら糖 か度 く3 8仕度上前げ後しで か甘 もさ 粒控 えを め残 ｡し1 た8 7最k c高a l級/ 1 粒0 0あg ん ｡

常
温

3年

２週 翌々
号
週

小豆つぶあん 食塩不使用。プルトップ缶。小豆の皮と実の差が無いほど柔らかく仕上げしかも粒を残した最高級粒あん。
和菓子のあん種やパン用ペーストとしてどうぞ。糖度38度前後で甘さ控えめ。
原:北海道産特別栽培小豆/砂糖(ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日本他産)

37217 山清 特別栽培小豆 こしあん 6号缶

245g

説:製造工場地:香川｡食塩不使用｡

￥470 ﾌﾍ ﾟﾟ ｰﾙ ｽﾄﾄｯとﾌ ﾟし缶て｡ 小ど豆うのぞ皮｡ 糖を度裏3ご8 度し前製後法でで甘丁さ寧控にえ取めり｡ 除1 8き9 kまc aしl / 1た0｡0 手g 作 り 和 菓 子 の あ ん 種 や ﾊ ﾟ ﾝ 用

常
温

3年

２週 翌々
号
週

常
温

3年

２週 翌々
号
週

3年

２週 翌々
号
週

小豆こしあん 食塩不使用。プルトップ缶。小豆の皮を裏ごし製法で丁寧に取り除きました。
手作り和菓子のあん種やパン用ペーストとしてどうぞ。糖度38度前後で甘さ控えめ。
原:北海道産特別栽培小豆/砂糖(ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日本他産)

37218 山清 特別栽培小豆 ゆで小豆 6号缶

200g

説:製造工場地:香川｡食塩不使用｡

￥350 ﾌﾄ ｯﾟ ﾋﾙ ﾟﾄ ﾝｯ ｸﾌ ﾞﾟ と缶 し｡ 水て分どのうなぞい｡ 糖ぬ 度れ 3納8豆度ﾀ前ｲ 後ﾌ ﾟでの甘ゆさで控小え豆め｡ 小｡ 1豆8 6いl cとa lこ/ 1煮0 0､g和 風 ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｰ ﾄ ､ 洋 風 ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｰ ﾄ の

ゆで小豆 食塩不使用。プルトップ缶。水分のないぬれ納豆タイプのゆで小豆。

小豆いとこ煮、和風デザート、洋風デザートのトッピングとしてどうぞ。糖度38度前後で甘さ控えめ。
原:北海道産特別栽培小豆

37219 山清 特別栽培小豆 ゆで小豆無糖 6号缶

180g

説:製造工場地:香川｡食塩･糖類一切不使用｡ﾌﾟﾙﾄｯﾌﾟ缶｡小豆を

￥350 ふ等 ､っ料く理らの柔添らえか物くと仕し上てげど風う味ぞを｡ 9そ7のk cまa lま/ 1 ﾊ0 0ﾟ gｯ ｡ｸ し ま し た ｡ 水 分 の な い ﾀ ｲ ﾌ ﾟ ｡ 小 豆 が ゆ ､ ﾘ ｿ ﾞ ｯ ﾄ

常
温

ゆで小豆無糖 食塩･糖類一切不使用。プルトップ缶。小豆をふっくら柔らかく仕上げ風味をそのままパックしました。
水分のないタイプ。小豆がゆ、リゾット等、料理の添え物としてどうぞ。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

原:北海道産特別栽培小豆/香川産海水塩/乳酸Ca

37220 山清 特別栽培小豆 小豆水煮 6号缶

210g

説:製造工場地:香川｡固形量120g｡ﾌﾟﾙﾄｯ

￥350 ﾌ物ﾟと缶し｡ 赤て飯腹3割合れ炊しきな用い｡ ﾐよﾈ ﾗうﾙ微と量旨の味 乳を 酸含 ｶんﾙ だｼ ｳ国ﾑ を産使の用荒し塩てをい使ま用す｡ 小｡ 豆 の 粒 を し っ か り 残 し 縁 起

常
温

3年

２週 翌々
号
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

常
温

1年

２週 翌々
号
週

常
温

3年

２週 翌々
号
週

小豆水煮 固形量120g。プルトップ缶。赤飯3合炊き用。ミネラルと旨味を含んだ国産の荒塩を使用。
小豆の粒をしっかり残し縁起物として腹割れしないよう微量の乳酸カルシウムを使用しています。
35091 山清 特別栽培 小豆 つぶあん

500g

￥600

原:北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖/北海道産特別栽培小豆 説:製造工場地:香川｡糖度58度｡ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗ
ﾆｭｰ糖で上品な甘さに仕上げました｡食塩不使用｡かたねりﾀｲﾌﾟ｡

小豆つぶあん
糖度58度。ビートグラニュー糖で上品な甘さに仕上げました。食塩不使用。かたねりタイプ。
37225 山清 伝統食和粉ｼﾘｰｽﾞ 特別栽培 金時あん

150g

￥560

原:北海道産特別栽培小豆 説:製造工場地:香川｡小豆を炊きすりつぶした後に皮を取り水
にさらし脱水をして乾燥･製粉した粉末あんです｡小豆の風味とおいしさは最高級品です｡
生あんに戻りが早く美味しいこしあんが簡単にできます｡

金時あん 小豆を炊きすりつぶした後に皮を取り水にさらし脱水をして乾燥･製粉した粉末あんです。
小豆の風味とおいしさは最高級品です。生あんに戻りが早く美味しいこしあんが簡単にできます。
原:白ｲﾝｹﾞﾝ(北海道)/甜菜糖(北海道)

52320 山清 北海道産手亡豆クリーミーしろあん6号缶

245g

説:北海道で栽培された手亡豆(白ｲﾝｹﾞﾝ)と北海道産

￥520 ﾋﾍ ﾟﾞ ｰｰ ｽﾄ ﾄｸ 状ﾞ ﾗにﾆ ｭ仕ｰ 糖上をげ 使て 用お しり たま す甘 のさ で控 ､えﾄめｰ ｽのﾄ ､ｸﾊﾘﾟｰﾝﾐ､ｰｹしｰ ｷろ､ ﾌあﾙ ｰんﾂ での すﾄ ｯ｡ﾋ糖ﾟ ﾝ度ｸ ﾞ3､8お度茶前請後けでに甘そさの控まえまめ食､ べ

手亡豆クリーミー 北海道で栽培された手亡豆（白インゲン）と北海道産ビートグラニュー糖を使用した甘さ控えめのクリー
しろあん６号 ミーしろあんです。糖度38度前後で甘さ控えめ、ペースト状に仕上げておりますので、トースト、パン、
ケーキ、フルーツのトッピング、お茶請けにそのまま食べる他、マスカルポーネチーズ、甘酒、水切り
ヨーグルトなどに合わせるのもお勧めです。水分が浮き上がる場合、かき混ぜてお召し上がり下さい。

山清

商品番号

有機の豆茶（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

原:北海道産有機JAS認定小豆 説:製造工場地:香川｡有機小豆を直火で深煎りし､お茶用に
仕上げました｡小豆の赤い色素のｱﾝﾄｼｱﾆﾝ､渋味成分のﾀﾝﾆﾝなどのﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙには抗酸化作用
があり健康によいと言われています｡

常
温

1年

２週 翌々
号
週

原:北海道産有機JAS認定黒大豆

常
温

1年

２週 翌々
号
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
30717 山清 有機小豆茶

120g

￥667

30716 山清 有機黒豆茶

120g

￥667 用用 にが 仕あ上りげ健ま康しにたよ｡い黒と豆言のわ黒れい て色 はい ｱまﾝ すﾄ ｼ｡ｱ ﾆ ﾝ で ﾎ ﾟ ﾘ ﾌ ｪ ﾉ ｰ ﾙ の 一 種 で す ｡ ﾎ ﾟ ﾘ ﾌ ｪ ﾉ ｰ ﾙ に は 抗 酸 化 作

説:製造工場地:香川｡有機黒大豆を直火で深煎りしお茶

有機小豆茶
有機小豆を直火で深煎りし、お茶用に仕上げました。小豆の赤い色素のアントシアニン、
渋味成分のタンニンなどのポリフェノールには抗酸化作用があり健康によいと言われています。

有機黒豆茶
有機黒大豆を直火で深煎りしお茶用に仕上げました。黒豆の黒い色はアントシアニンでポリフェノールの
一種です。ポリフェノールには抗酸化作用があり健康によいと言われています。
原:北海道産有機黒大豆

42324 山清 ﾐｸﾛﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ 有機黒豆珈琲

100g

説:製造工場地:北海道｡国産有機黒大豆を深煎りし､微粉ﾀｲﾌﾟに仕

￥520 上ぜ ､げ黒ま豆し珈た琲｡ ﾍ熱ﾟ 湯ｰ ｽにﾄ と混しぜててﾊ黒ﾟ ﾝ豆な珈ど琲にとつしけてておも飲おみい下しさくいお｡召水しと上蜂が蜜りないどたのだおけ好まみすの｡ 甘 み を 混

常 9ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

有機黒豆珈琲 国産有機黒大豆を深煎りし、微粉タイプに仕上げました。熱湯に混ぜて黒豆珈琲としてお飲み下さい。

水と蜂蜜などのお好みの甘みを混ぜ、黒豆珈琲ペーストとしてパンなどにつけてもおいしくお召し上がり頂けます。

山清

商品番号

最中の皮・手づくり最中セット（翌々週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

こちらの商品は翌々週お届けです
原:餅米(香川)

58070 山清 最中の皮（6セット分）

12枚

説:約1g

12枚｡最中の皮は香川県産の餅米を100％使用しています｡｢山清｣

￥500 のす ｡刻使印い入やりす｡ く食個べ包た装時にのなｻ ｸっｻ ｸて感いとまほすん｡ の最 り中 しの 皮た 1香ｾばｯ ﾄし当さたがりあ､ あんんの2風5 g味~を3 0最g 大が 限適 引量 でき す立 ｡ておま好

常 6ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

最中の皮（６セット分）
約1g 12枚。最中の皮は香川県産の餅米を100％使用しています。食べた時のサクサク感とほんのりした
香ばしさがあんの風味を最大限引き立てます。使いやすく個包装になっています。最中の皮１セット当たり、
あん25g~30gが適量です。お好みのあんを用意して、ご家庭で本格的な最中をお楽しみ下さい。
原:あん：砂糖(ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖:北海道)/小豆(北海道)

58071 山清 北海道産小豆100％手づくり最中セット

3個分

最中皮：餅米(香川)

説:あん100g､最

￥500 中す の｡ 3皮個3の個最( 2中g が3作) ｡れごま家す庭｡であ本ん格は的厳な選手し作たり北最海中道が産楽小し豆めとる北､海最道中のの甜皮菜､ あ糖んか､らﾍ ﾗ作のっｾ ｯたﾄ でﾋ ﾞ ｰ ﾄ

常 6ヶ月 ２週 翌々
温
号
週

北海道産小豆100％手づくり最中セット（３個分）
あん100g、最中の皮３個分。ご家庭で本格的な手作り最中が楽しめる、最中の皮、あん、ヘラのセット。
３個の最中が作れます。あんは厳選した北海道産小豆と北海道の甜菜糖から作ったビートグラニュー糖
を使用し、風味の良い最中用のつぶあんに仕上げています(糖度50度前後)。最中の皮は香川県産の餅米
を100％使用しています。食べたときのサクサク感とほんのりした香ばしさがあんの風味を最大限引き
立てます。贈り物にも最適です。

創健社（翌々週）

商品番号

こちらの商品は翌々週お届けです
46429

創健

国産はと麦（ひき割） 220g

5706

創健

押麦（七分づき） 800g

￥650
毎号
常温

翌々週
賞味：1年

原:栃木産ﾊﾄﾑｷﾞ 説:放射能
検査結果(2012.6.18):検出限
界1.1~1.3Bq/kgで不検出｡ひ
き割りなので浸水時間も短め
で炊きやすく､ごはんに混ぜ
ても気になりません｡ゆでて
料理の具にも｡

46430

創健

米粒麦（丸麦） 1kg

￥360
毎号
常温

52868

翌々週
賞味：1年

原:新潟産大麦 説:放射能検
査結果(2012.6.18):検出限界
1.2~2.0Bq/kgで不検出｡国内
産の良質な大麦を精白を抑え
7分づきにしました｡食物繊維
が豊富､鉄､ﾋﾞﾀﾐﾝB1の補給に
も｡お米に混ぜて炊いたり､茹
でて料理やｽｰﾌﾟ等の具にも｡

創健

愛媛県産 もち麦 300g

￥450
毎号
常温

翌々週
賞味：1年

原:大麦（富山･福井･長野･新
潟･宮城･栃木･茨城） 説:大
麦をお米とほぼ同じ比重にな
るように加工してありますの
で､炊飯時もお米と良く混ざ
り､麦が目立たないのが特長
です｡食物繊維たっぷり｡
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5659

創健

国内産 薄力完粒粉 500g

￥460
毎号
常温

翌々週

賞味：360日

原:もち性大麦(愛媛)品種ﾀﾞｲｼ
ﾓﾁ 説:希少な愛媛産の大麦
を丸麦ﾀｲﾌﾟにしました｡食物
繊維たっぷり､注目の大麦βｸﾞﾙｶﾝ含有｡ﾀﾞｲｼﾓﾁはｱﾝﾄｼｱﾆﾝ
色素によって収穫時期には麦
の穂や穀粒の外皮が紫色にな
ります｡食物繊維は白米の約
25倍､玄米の約4.5倍も含まれ
ています(もち麦大さじ2杯

￥420
毎号
常温

翌々週

賞味：6ヶ月

原:小麦(青森･岩手･三重)
説:国内で栽培された小麦を
100％原料にしています｡ふす
まを含む完粒粉ですので食物
繊維が豊富です｡ﾐﾈﾗﾙ･ﾋﾞﾀﾐﾝ･
食物繊維豊富｡栄養成分(100g
あたり)熱量320kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質
8.7g/脂質2.0g/炭水化物76.1g/
糖質66.8g/食物繊維9.3g/食塩
相当量0g｡放射性物質測定結

※表示価格は全て税抜き価格です。

57951 創健 国内産 薄力粉
57950 創健 国内産 強力粉

原:小麦(青森･三重) 説:保存に便利なﾌﾛﾝﾄﾁｬｯｸ付き袋｡国内で栽培された小麦粉を100％使
用しています｡天ぷら､ﾌﾗｲの衣など色々なお料理､お菓子作りに幅広くご利用頂けます｡栄
養成分(100gあたり)熱量338kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g/脂質1.1g/炭水化物76.5g/糖質74.0g/食物繊維

常 180日 毎号 翌々
温
週

原:小麦(北海道･岩手)

常 180日 毎号 翌々
温
週

300g

￥340

300g

￥350 使あ た用 りし )て熱い量ま3 3す9｡kﾊc ﾟa lﾝ/やﾀ ﾝﾋﾊﾟﾟｻｸﾞ質､ ｷ1ﾞ1ｮ. 1ｳgｻ/ﾞ脂･ ﾜ質ﾝ1ﾀ.ﾝ2のg /皮炭な水ど化に物幅7 3広. 4くg / 糖ご 質利 7用1頂. 0 gけ/ 食ま物す繊｡ 栄維養2 .成4 g分/ 食( 1塩0 相0 g

300g

￥370 使あ た用 りし )て熱い量ま3 5す7 ｡k 麺c a､l /ｷﾀﾞﾝｮﾊｳﾟｻｸﾞ質､ ﾊ1 2ﾟ .ﾝ0なg /ど脂さ質ま2 . ざ7 gま/ 炭な水料化理物の7 1お. 1使g /い食い塩た相だ当け量ま0 gす｡ 放｡ 栄射養性成物分質(測1 0定0 g

原:小麦(岩手)

36197 創健 国内産 全粒粉

200g

説:保存に便利なﾌﾛﾝﾄﾁｬｯｸ付き袋｡中力粉｡国内で栽培された小麦粉を100％

常 180日 毎号 翌々
温
週

5662 国内産 強力粉 500g

5660 国内産 薄力粉 500g

￥420 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:小麦(北海道･岩手) 説:国内で栽培された小麦粉を100％使用しています｡ﾊﾟﾝやﾋﾟｻﾞ､ｷﾞｮｳｻﾞ･ﾜﾝ
ﾀﾝの皮などに幅広くご利用頂けます｡栄養成分(100gあたり)熱量339kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質11.1g/脂質1.2g/炭水
化物73.4g/糖質71.0g/食物繊維2.4g/食塩相当量0g｡放射性物質測定結果(2021.11.8現在):検出下限値
原 : 小 (I-131)1.9Bq/kg･(Cs-134)2.7Bq/kg･(Cs-137)3.0Bq/kgで不検出｡
麦粉(小麦:青森･三重)/小麦澱粉(国内産)/山芋粉(石川)/昆布粉末(北海道) 説:直径約
常

￥400 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:小麦(青森･三重) 説:国内で栽培された小麦粉を100％使用しています｡天ぷら､ﾌﾗｲの衣など
色々なお料理､お菓子作りに幅広くご利用頂けます｡栄養成分(100gあたり)熱量338kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質
8.0g/脂質1.1g/炭水化物76.5g/糖質74.0g/食物繊維2.5g/食塩相当量0g｡放射性物質測定結果(2021.11.8現
在):検出下限値(I-131)0.8Bq/kg･(Cs-134)1.0Bq/kg･(Cs-137)1.0Bq/kgで不検出｡

57595 創健 山芋入りお好み焼きミックス

説:保存に便利なﾌﾛﾝﾄﾁｬｯｸ付き袋｡国内で栽培された小麦粉を100％

￥400 1庭5でc m簡 単4 枚に 分ふ ｡ん国わ内り産と原し料た1 0食0感％のの お原 好料 みの 焼み でき 作が っお た作 純り 植い物た性だのけおま好すみ｡ 動焼物き性ﾐ ｯ原ｸ ｽ料で･す化｡学ご調家味

温

180日 毎号 翌々
週

山芋入り お好み焼きミックス
直径約15cm 4枚分。国内産原料100％の原料のみで作った純植物性のお好み焼きミックスです。
ご家庭で簡単にふんわりとした食感のお好み焼きがお作りいただけます。動物性原料・化学調味料・食塩不使用。
35579 有機栽培小麦＆国産小麦使用 パン粉 150g

5663 国内産小麦粉100％使用 パン粉 150g

￥230 常温 賞味：180日 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/北米産有機栽培小麦粉/ﾊﾟｰﾑ油/米油/国産白神こだま酵母/兵庫県産海水塩/鹿児島
産粗糖/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産ｱｾﾛﾗ果汁粉末 説:有機栽培小麦粉と国産小麦粉をﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたﾄﾞﾗｲﾊﾟﾝ粉｡ﾌﾗｲ料理
やﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのつなぎとしてご利用下さい｡放射能検査結果(2012.6.18):共通原料である国内産小麦粉
使用ﾊﾟﾝ粉で検査｡検出限界2.0~2.6Bq/kgで不検出｡

￥195 常温 賞味：90日 毎号 翌々週
創健
原:北海道･愛知産小麦粉/ﾊﾟｰﾑ油/米油/国産白神こだま酵母/兵庫県産海水塩/鹿児島産粗糖/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
産ｱｾﾛﾗ果汁粉末 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.2~4.3Bq/kgで不検出｡国産小麦粉を使用
し､白神こだま酵母の力で発酵させた生地を焼き上げて作ったﾄﾞﾗｲﾊﾟﾝ粉です｡

￥440 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:小麦粉(三重産)/砂糖(ﾀｲ他海外産ｻﾄｳｷﾋﾞ/北海道産甜菜糖)/小麦胚芽(ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ他海外産)/赤穂の
天塩/ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌﾘｰﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 説:国産小麦粉に丁寧に自家焙煎した小麦胚芽を加えました｡小麦
本来のおいしさを追求したﾐｯｸｽ粉です｡ﾊﾟﾝｹｰｷ､ﾎｯﾄｹｰｷの他､ﾄﾞｰﾅﾂ､蒸しﾊﾟﾝ作りにもお使いいただ
けます｡香料･着色料･乳化剤不使用｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ350kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質8.0g/脂質1.3g/糖質76.6g/

￥430 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:小麦粉(三重産)/小麦胚芽(ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ他海外産)/赤穂の天塩/ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌﾘｰﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 説:国産小麦
粉に丁寧に自家焙煎した小麦胚芽を加えました｡小麦本来のおいしさを追求したﾐｯｸｽ粉です｡
お好みの味でお楽しみいただけるよう砂糖を使用しておりません｡ﾊﾟﾝｹｰｷ､ﾎｯﾄｹｰｷの他､ﾄﾞｰﾅﾂ､蒸
原:小麦
粉(青森･三重)/砂糖(三温糖:ﾀｲ他海外･北海道)/小麦胚芽(ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ他海外) 説:国
しﾊﾟﾝ作りにもお使いいただけます｡香料･着色料･乳化剤不使用｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ345kcal/ﾀ
常 180日 毎号

48861 ﾊﾟﾝｹｰｷ ﾈｵﾊｲﾐｯｸｽ砂糖使用(ﾚｷﾞｭﾗｰ) 400g

57338 創健 クッキーミックス（プレーン）

48862 ﾊﾟﾝｹｰｷ ﾈｵﾊｲﾐｯｸｽ砂糖不使用(ﾌﾟﾚｰﾝ) 400g

200g

￥360 産香 小ば 麦しのい小小麦麦粉胚を芽使入用りし｡ ごた 家ｼ ﾝ庭ﾌ ﾟでﾙ な手ｸ作ｯ ｷりｰ ﾐおｯ ｸ菓ｽ子｡ 1が袋楽でし直 め径 ま4 c すm ･｡約用2意5 枚す分るのもｸのｯ ｷ：ｰ が本 作品 れ袋ま､ おす好｡

200g

説:国産小麦の小麦粉を使用したｼﾝﾌﾟﾙなﾊﾟｳﾝﾄﾞｹｰｷ
￥360 穂の天塩)/ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌﾘｰ)
ﾐｯｸｽ｡1袋で18~20cmﾊﾟｳﾝﾄﾞ型1本分､5~6cmﾏﾌｨﾝ型6個分が作れます｡香ばしい小麦胚芽入

原:小麦粉(青森･三重)/砂糖(三温糖:ﾀｲ他海外･北海道)/小麦胚芽(ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ他海外)/食塩(赤

57341 創健 パウンドケーキミックス（プレーン）

温

翌々
週

常 180日 毎号 翌々
温
週

クッキーミックス プレーン
1袋で直径4cm・約25枚分のクッキーが作れます。香ばしい小麦胚芽入り。
ご家庭で手作りお菓子が楽しめます。

パウンドケーキミックス プレーン
1袋で18~20cmパウンド型1本分、5~6cmマフィン型6個分が作れます。香ばしい小麦胚芽入り。
ご家庭で手作りお菓子が楽しめます。
原:小麦粉(北海道･岩手)/小麦全粒粉(岩手)/砂糖(三温糖:ﾀｲ他海外･北海道)/食塩(赤穂の天

57344 創健 全粒粉入りピザミックス

200g

￥400 塩は )小/ ﾍ麦ﾞ ｰ粉ｷ ﾝ中ｸ3ﾞ 0ﾊ ％ﾟ ｳ配ﾀ ﾞ合ｰ ｡ 発説酵: 国不産要小で麦､のﾌ ﾗ小ｲ ﾊ麦ﾟ 粉ﾝ でをも使手用軽しにた作ﾋ ﾟれｻ ﾞまﾐ すｯ ｸ｡ｽご｡ 直家径庭約で2手0 c作m り･ 2ﾋ枚ﾟ 分ｻ ﾞ｡を全お粒楽粉

常 180日 毎号 翌々
温
週

全粒粉入りピザミックス
国産小麦の小麦粉を使用したピザミックス。直径約20cm･2枚分。全粒粉は小麦粉中30％配合。
発酵不要で、フライパンでも手軽に作れます。ご家庭で手作りピザをお楽しみ下さい。
原:小麦粉(滋賀)/ﾀﾋﾟｵｶ澱粉(ﾀｲ他)/昆布粉末(北海道)/ｵﾆｵﾝ粉末(兵庫)/椎茸粉末(日本)/食塩

57345 創健 もちもちチヂミミックス

200g

￥390 (ち伯も方ちの食塩感: ﾒのｷ ｼﾁｺﾁ･ﾞｵﾐｰをｽ ﾄごﾗ ﾘ家ｱ 庭･ 日で本お) 楽 説し :み国下産さ小い麦｡の直小径麦2 4粉c とm ･ﾀ2ﾋ 枚ﾟ ｵ分ｶ 澱｡ 用粉意をす使 る用 材し 料た ﾁ( 直ﾁ ﾞ径ﾐ ﾐ2ｯ4ｸcｽm｡ も･ 1

常 180日 毎号 翌々
温
週

もちもちチヂミミックス
国産小麦の小麦粉とタピオカ澱粉を使用したチヂミミックス。もちもち食感のチヂミをご家庭でお楽しみ下さい。

5619 とろろうどん 330g

30692 ひえめん（乾燥） 200g

￥370 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/ﾀｲ産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉/国産山芋粉/食塩 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.6~
2.3Bq/kgで不検出｡国産小麦粉に国産山芋を加え､湧き水で仕上げたｺｼのあるうどんです｡滑らか
なのどごし､ほのかな山芋の風味が味を引き立てます｡

￥440 常温 賞味：540日 毎号 翌々週
創健
原:ｲﾝﾄﾞ産ひえ/ﾀｲ産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.3~3.5Bq/kgで不検出｡｢ひえ｣
につなぎとしてﾀﾋﾟｵｶ澱粉を使用しました｡めんつゆに良く合います｡つけ･かけ､どちらでも｡そ
ば粉や小麦粉を一切使用せず､国内の専用工場にてのど越しとｺｼのある麺に仕上げました｡

30693 あわめん（乾燥） 200g

33101 きびめん（乾燥） 200g

￥440 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週

￥440 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:中国産うるちｷﾋﾞ/ﾀｲ産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉 説:｢きび｣につなぎとしてﾀﾋﾟｵｶ澱粉を使用して仕上げた麺｡
ｿｰｽ類との相性が良いのでﾊﾟｽﾀ風にどうぞ｡そば粉や小麦粉を一切使用せず､専用工場でのど越
しとｺｼのある麺に仕上げました｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.2~4.0Bq/kgで不検出｡

創健
原:中国産うるちｱﾜ/ﾀｲ産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉 説:｢あわ｣につなぎとしてﾀﾋﾟｵｶ澱粉を使用して仕上げた麺｡ﾗ
ｰﾒﾝなど中華風が合います｡そば粉や小麦粉を一切使用せず､専用工場にてのど越しとｺｼのある
麺に仕上げました｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.1~3.7Bq/kgで不検出｡

5657 国内産小麦粉使用ロングパスタ(旧ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ) 300g

36593 ﾃﾞｭﾗﾑ小麦 有機スパゲッティ1.7mm 500g

￥385 常温 賞味：3年 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉使用/小麦ｸﾞﾙﾃﾝ 説:国産小麦粉に国産小麦ｸﾞﾙﾃﾝを加え､独自の乾燥法で国産小麦
ながら適度な弾力と強いｺｼを実現しました｡各種ｿｰｽによく合う1.5mmのやや細いﾀｲﾌﾟ｡放射能検
査結果(2012.6.18):共通原料であるﾏｶﾛﾆで検査｡検出限界2.0~2.5Bq/kgで不検出｡

￥479 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡1.7mm｡ゆで時間8分｡様々なﾀｲﾌﾟのｿｰｽと相性
がよい｡ｾﾓﾘﾅ挽き(粗挽き)した有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦粉の風味と栄養成分を壊さないように26時間かけ
てゆっくりと低温乾燥で仕上げました｡強いｺｼと香りをお楽しみいただけます｡

36594 全粒粉ﾃﾞｭﾗﾑ小麦 有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.65mm 500g

43016 デュラム小麦 有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ 1.4mm 500g

￥479 常温 賞味：720日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦の全粒粉ｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡1.65mm｡ゆで時間8分｡味の濃いｿｰｽがｵ
ｽｽﾒ｡食物繊維の多い内側のﾌｽﾏと胚芽を残した全粒粉ﾃﾞｭﾗﾑ小麦粉の風味とそばにも似た食感を
たっぷり味わえます｡食物繊維､鉄､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､亜鉛､ﾋﾞﾀﾐﾝB6が豊富に含まれています｡有機栽培ﾃﾞｭﾗ
ﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦本来

￥479 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡1.4mm｡ゆで時間5分｡有機小麦を使った若干
細めのﾛﾝｸﾞﾊﾟｽﾀ｡ｿｰｽにとてもよくからむのが特長です｡ｼﾝﾌﾟﾙなﾄﾏﾄｿｰｽや軽めの味付けによく合い
ます｡また冷製ﾊﾟｽﾀにもおすすめです｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないよう
じっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦本来の味と香り､強いｺｼをお楽しみ下さい｡

￥479 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡2.95mm 1.2mm｡ゆで時間7分｡有機小麦使
用｡ﾘﾝｸﾞｲﾈとはｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨより若干太めで楕円形･やや平たいﾛﾝｸﾞﾊﾟｽﾀです｡ｿｰｽにとてもよくからむ
のが特長で､濃いめのｿｰｽに合わせたり､麺が伸びにくいためｽｰﾌﾟﾊﾟｽﾀにもおすすめです｡有機栽
培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦

￥345 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡ゆで時間8分｡有機小麦使用のらせん状にね
じれたｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀです｡その形状からｿｰｽにからみやすいのが特長です｡ﾐｰﾄｿｰｽ･ﾎﾜｲﾄｿｰｽ･ｻﾗﾀﾞにもお
すすめです｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないようじっくり時間をかけ低温
乾燥しました｡小麦本来の味と香り､強いｺｼをお楽しみ下さい｡

43017 デュラム小麦 有機ﾘﾝｸﾞｲﾈ2.95 1.2mm 500g

43018 デュラム小麦 有機フジッリ 250g

52491 ﾃﾞｭﾗﾑ小麦 有機スパゲットーニ2.1mm 500g

52492 古代小麦ｸﾞﾗﾂｨｴｯﾗ･ﾗ有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ1.8mmｾﾐｲﾝﾃｸﾞﾗｰﾚ
300g
￥479 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

￥479 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週

ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡2.1mm｡ゆで時間11分｡ﾅﾎﾟﾘﾀﾝに最適の太さで
す｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しま
した｡小麦本来の味と香り､強いｺｼをお楽しみ下さい｡

原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦(ｸﾞﾗﾂｪｴｯﾗ･ﾗ)ｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡1.8mm｡ゆで時間8分｡古代小麦なら
ではのﾓﾁﾓﾁとした食感とﾅｯﾂのようなほのかな甘さが特徴｡有機古代小麦のｾﾓﾘﾅ挽き(粗挽き)を
外皮(ふすま)をﾊﾞﾗﾝｽ良く含ませ伝統的なﾌﾞﾛﾝｽﾞ製金型で製麺､長時間かけて低温乾燥しました｡
古代小麦は一般的なｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨに使用されるﾃﾞｭﾗﾑ小麦と比べて微量栄養素のｾﾚﾝの含有量が多い

51080 デュラム小麦 有機ファルファッレ 250g

5658 国内産小麦粉使用ショートパスタ(旧ﾏｶﾛﾆ) 300g

￥345 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡ゆで時間8分｡蝶々に似た形のかわいらしい
ｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀです｡ﾐｰﾄｿｰｽ･ﾎﾜｲﾄｿｰｽ･ｻﾗﾀﾞにもおすすめです｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を
壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦本来の味と香り､強いｺｼをお楽しみ
下さい｡

￥385 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/国産小麦ｸﾞﾙﾃﾝ 説:国産小麦粉に国産小麦ｸﾞﾙﾃﾝを加え､独自の乾燥法で国産小麦
ながら適度な弾力と強いｺｼを実現しました｡ｻﾗﾀﾞ･ｸﾞﾗﾀﾝはもちろん､きな粉をかけておやつとし
ても｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.0~2.5Bq/kgで不検出｡

-13-

※表示価格は全て税抜き価格です。

37574 デュラム小麦 有機ペンネ 250g

37575 全粒粉デュラム小麦 有機ペンネ 250g

￥345 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦粉ｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡ゆで時間8分(100gに対して水1L塩小さじ2を
目安に)｡表面にｽｼﾞがありｿｰｽの絡みも良くｲﾀﾘｱでも人気の高いｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀ｡様々なｿｰｽとの相性が良
くﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝをお楽しみいただけます｡ｻﾗﾀﾞ･ｽｰﾌﾟなどにもおすすめです｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽
き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦本来の味と香り､

￥345 常温 賞味：720日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦粉ｾﾓﾘﾅ 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡ゆで時間8分｡表面にｽｼﾞがありｿｰｽの絡みも
良くｲﾀﾘｱでも人気の高いｼｮｰﾄﾊﾟｽﾀ｡食物繊維･鉄･ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ･亜鉛･ﾋﾞﾀﾐﾝB6が豊富に含まれており､よ
りﾍﾙｼｰな食生活を送られたい方におすすめします｡有機栽培ﾃﾞｭﾗﾑ小麦を粗挽き(ｾﾓﾘﾅ)し､風味を
壊さないようじっくり時間をかけ低温乾燥しました｡小麦本来の味と香り､強いｺｼをお楽しみ

￥175 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:油揚げ麺(国産小麦粉/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/国産馬鈴薯澱粉/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産植物性ﾀﾝﾊﾟｸ/塩)/味噌粉
末/地中海の天日塩/酵母ｴｷｽ/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖/香辛料/白ｺﾞﾏ/ﾀﾋﾟｵｶ由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/醤油粉末(大豆･小麦を含む)/
野菜粉末/ﾎﾀﾃｴｷｽ/野菜ｴｷｽ/乾燥ﾈｷﾞ/麦芽ｴｷｽ/貝ｶﾙｼｳﾑ/酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝE) 説:放射能検査結果
(2012.6.18):検出限界1.8~2.9Bq/kgで不検出｡麺は国産小麦を使用､かん水を使わずｺｼとﾂﾙﾂﾙの食感を

￥175 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:油揚げ麺：国産小麦粉/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/国産馬鈴薯澱粉/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産植物性ﾀﾝﾊﾟｸ/食塩/ｽ
ｰﾌﾟ：地中海の天日塩/酵母ｴｷｽ/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖/野菜粉末(大豆含む)/白ｺﾞﾏ/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(ﾀﾋﾟｵｶ由来)/香辛料/野
菜ｴｷｽ/乾燥ﾜｶﾒ/乾燥ﾈｷﾞ/ﾎﾀﾃｴｷｽ/ｺﾞﾏ油/貝ｶﾙｼｳﾑ/酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝE) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出
限界2.4~2.5Bq/kgで不検出｡麺は国産小麦を使用､かん水を使わずｺｼとﾂﾙﾂﾙの食感を出しました｡

￥175 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:油揚げ麺(国産小麦粉/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/国産馬鈴薯澱粉/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産植物性ﾀﾝﾊﾟｸ/塩)/地中海
の天日塩/醤油粉末(大豆･小麦を含む)/酵母ｴｷｽ/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖/野菜粉末/ﾀﾋﾟｵｶ由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/麦芽ｴｷｽ/香辛
料/乾燥ﾈｷﾞ/ｺﾞﾏ油/貝ｶﾙｼｳﾑ/酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝE) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.6~2.7Bq/kg
で不検出｡麺は国産小麦を使用､かん水を使わずｺｼとﾂﾙﾂﾙの食感を出しました｡揚げ油は100％植

￥185 常温 賞味：180日 毎号 翌々週
創健
原:油揚げ麺：国産小麦粉/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/国産馬鈴薯澱粉/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産植物性ﾀﾝﾊﾟｸ/食塩/ｽ
ｰﾌﾟ：味噌粉末/ｺﾞﾏ油/酵母ｴｷｽ(鶏含む)/食塩/豆板醤/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(ﾀﾋﾟｵｶ由来)/白ｺﾞﾏ/香辛料/醤油粉末/砂糖/
野菜ｴｷｽ/魚介ｴｷｽ/昆布粉末/乾燥ﾈｷﾞ/貝ｶﾙｼｳﾑ/酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝE) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出
限界1.7~2.5Bq/kgで不検出｡麺は国産小麦を使用､かん水を使わずｺｼとﾂﾙﾂﾙの食感を出しました｡
原:有機
麺(有機小麦粉(北米)/食塩(香川))/有機醤油(有機大豆(ｶﾅﾀﾞ他海外)/小麦(ﾄﾙｺ他海
常

5642 味噌らーめん 104g

5643 塩らーめん 102g

5641 醤油らーめん 99.5g

50658 創健 有機 ノンフライ醤油ラーメン

1636 四川風らーめん 110g

110g

￥255 外))/有機ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機酵母ｴｷｽ(ﾄﾞｲﾂ)/有機澱粉
(ｱﾒﾘｶ他海外小麦)/ﾎﾟｰｸｴｷｽ(ｱﾒﾘｶ)/ﾁｷﾝｴｷｽ(日本)/有機ﾆﾝﾆｸ(岩手)/ｺﾞﾏ油(ｱﾌﾘｶ他海外)/ｼｮｳｶﾞ(日

121g

￥255 (有機大豆(ｶﾅﾀﾞ他海外)/小麦(ﾄﾙｺ他海外))/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機紅花油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機酵母
ｴｷｽ(ﾄﾞｲﾂ)/有機ﾆﾝﾆｸ(岩手)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/ﾎﾟｰｸｴｷｽ(日本)/ｺﾞﾏ油(ｱﾌﾘｶ他海外)/ｼｮｳｶﾞ(日本)/香

原:有機麺(有機小麦粉(北米)/食塩(香川))/有機味噌(有機大豆(中国)/有機米(中国))/有機醤油

50659 創健 有機 ノンフライ味噌ラーメン
50660 創健 有機 ノンフライ塩ラーメン

110g

￥255

原:有機麺(有機小麦粉(北米)/食塩(香川))/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機紅花油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗ
ｼﾞﾙ)/有機酵母ｴｷｽ(ﾄﾞｲﾂ)/有機醤油(有機大豆(ｶﾅﾀﾞ他海外)/小麦(ﾄﾙｺ他海外))/有機澱粉(小麦(ｱ
ﾒﾘｶ他海外))/有機ﾆﾝﾆｸ(岩手)/ｿｳﾀﾞｶﾂｵﾌﾞｼ(日本)/ｼｮｳｶﾞ(日本)/ｺﾞﾏ油(ｺﾞﾏ(ｱﾌﾘｶ他海外)/香辛料

温

180日 毎号 翌々
週

常 180日 毎号 翌々
温
週
常 180日 毎号 翌々
温
週

有機ノンフライラーメン 有機JAS認定のラーメン。麺は有機小麦粉を使用したコシのあるノンフライ麺。
醤油ラーメン 特製スープは有機醤油をベースにポーク・チキン・宗田節等の
うまみを効かせたコクのあるおいしさです。
味噌ラーメン 特製スープは有機味噌をベースにポーク・有機ニンニク・
ショウガ等のうまみを効かせたコクのあるおいしさです。
塩ラーメン 特製スープは粗塩をベースに宗田節・有機ニンニク・
ショウガ等のうまみを効かせたコクのあるおいしさです。
原:有機麺(有機小麦粉(北米)/食塩(香川))

50661 創健 有機 即席ラーメン（スープなし）

75g

説:北米産有機小麦と瀬戸内海の塩のみを使用｡

￥162 かｰ ﾒんﾝ で水す･ 澱｡ お粉好なみどののおつ召なしぎ上やが卵り白方なでどお動楽物し性 み原 頂料 け不 る使 よ用 うで ､､ 有ｽ ｰ機ﾌ ﾟJはA S付認け定てのおｵりｰ ｶまﾞ ﾆせｯ ｸんｲ ｡ﾝ 放ｽ ﾀ射ﾝ ﾄ性ﾗ

常 360日 毎号 翌々
温
週

有機即席ラーメン（スープなし）
北米産有機小麦と瀬戸内海の塩のみを使用。かん水・澱粉などのつなぎや、
卵白など動物性原料不使用で有機JAS認定のオーガニックインスタントラーメンです。
お好みのお召し上がり方でお楽しみ頂けるよう、スープは付けておりません。
57590 創健 ベジとんこつ風ラーメン

100g

￥215

原:麺(小麦粉(北海道)/澱粉(北海道)/食塩(香川))/豆乳粉末(大豆:遺伝子組み換えでない(ｱﾒﾘ
ｶ･ｶﾅﾀﾞ))/酵母ｴｷｽ(国内産他海外産)/食塩(ｲﾀﾘｱ)/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(国内産他海外産)/砂糖(ﾀｲ他海外)/粉
末ｺﾞﾏ油(ｸﾞｱﾃﾏﾗ他海外)/野菜粉末(中国他海外)/白いりｺﾞﾏ(ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ他海外)/野菜ｴｷｽ粉末(国

常 180日 毎号 翌々
温
週

ベジとんこつ風ラーメン
動物性原料を一切使用しないで作ったとんこつ風ラーメンです。
麺は国内産小麦を100％使用し、卵を使わず独自の製法でコシを出したノンフライ麺です。
特製の粉末スープは動物性原料・化学調味料を使用せず、豆乳・地中海の天日塩・いりごま・香辛料などを
使用し、見た目のとんこつらしさを表現しました。豆乳仕立てのコクうまスープです。
57591 創健 酸辣湯麺（サンラータンメン）

111g

￥215

原:麺(小麦粉(北海道)/澱粉(北海道)/食塩(香川))/醸造酢(国内産)/食塩(ﾒｷｼｺ他海外)/醤油(大
豆･小麦)/ﾁｷﾝｴｷｽ(鶏:九州)/ｺﾞﾏ油(ｱﾌﾘｶ他海外)/砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:鹿児島)/生姜ﾍﾟｰｽﾄ(国内産他海
外産)/酵母ｴｷｽ(国内産他海外産)/香味食用油(国内製造)/ｵｲｽﾀｰｴｷｽ(ｶｷ:海外)/澱粉(国内製造)/

常 180日 毎号 翌々
温
週

酸辣湯麺（サンラータンメン）
麺は国内産小麦を100％使用し、卵を使わず独自の製法でコシを出したノンフライ麺です。
特製液体スープは化学調味料を使用せず、米酢・黒酢のさわやかな酸味と唐辛子のピリッとした
辛みが食欲をそそる味わいです。本醸造醤油にゴマの香ばしさと鶏や牡蠣の旨味を合わせました。
お好みで溶き卵を加えてお召し上がり下さい。
原:麺(小麦粉:宮城他国内産/澱粉/食塩)/食塩/菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/酵母ｴｷｽ/砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:沖縄)/

57593 創健 湯麺（タンメン）

112g

￥220 発酵調味料(ﾍﾞﾄﾅﾑ)/野菜ｴｷｽ(日本他海外)/澱粉(日本他海外)/ﾆﾝﾆｸﾍﾟｰｽﾄ(中国)/かんすい(ﾓﾝｺﾞ
ﾙ) 説:動物性原料を一切使用しないで作った湯麺(ﾀﾝﾒﾝ)です｡麺は国産小麦を100％使用

常 180日 毎号 翌々
温
週

湯麺（タンメン）
動物性原料を一切使用しないで作った湯麺(タンメン)です。
麺は国産小麦を100％使用し、卵を使わず、低温熟成させたもっちりした食感と、なめらかな喉ごしの
平打ちノンフライ麺です。特製液体スープは動物性原料、化学調味料を使用せず、野菜の旨味と
それを引き立てるニガリを程良く残した粗塩との絶妙な組み合わせが食欲をそそる味わいです。
植物性ならではのすっきりとした飲み口とコクをお楽しみ頂けます。
53516 創健 博多風らーめん

106g

￥185

5646 ソース焼きそば 111.3g

原:油揚げめん[小麦粉(北海道/岩手)/植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油)/澱粉(国内産馬鈴薯)/植物性たん白
(小麦ｸﾞﾙﾃﾝ)/食塩]/ﾎﾟｰｸｴｷｽ/食塩(地中海の天日塩)/酵母ｴｷｽ/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖(ﾀｲ/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他)/醤油
粉末(大豆/小麦を含む)/白いりごま/野菜粉末/野菜ｴｷｽ/香辛料/魚介粉末(ｴﾋﾞ/ｲｶを含む)/ﾃﾞｷｽ

常 180日 毎号 翌々
温
週

8997 長崎 皿うどん 134g

￥175 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:油揚げ麺：国産小麦粉/ﾊﾟｰﾑ油/国産馬鈴薯澱粉/小麦ｸﾞﾙﾃﾝ/食塩/ｿｰｽ：ﾘﾝｺﾞ酢/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖/ﾘﾝｺﾞ/ﾄﾏﾄ/ﾀ
ﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝﾆｸ/ｲﾀﾘｱ産食塩/酵母ｴｷｽ/醤油/香辛料/青のり/紅生姜/国産ｶｷｶﾞﾗｶﾙｼｳﾑ/酸化防止剤(ﾋﾞﾀﾐﾝE) 説:
放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.5~2.8Bq/kgで不検出｡麺は国産小麦を使用､かん水を使わずｺ
ｼとﾂﾙﾂﾙの食感を出しました｡

￥330 常温 賞味：4ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:麺：国産小麦粉/植物油脂(ｶﾅﾀﾞ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾏﾚｰｼｱ産菜種･ﾊﾟｰﾑ)/食塩/国産･ｱﾒﾘｶ産卵殻ｶﾙｼｳﾑ/添付調味
料：ｱﾒﾘｶ産ｺｰﾝｽﾀｰﾁ/国産ﾋﾞｰﾄ糖/国産澱粉/食塩/ﾎﾟｰｸﾊﾟｳﾀﾞｰ/粉末醤油/香辛料/酵母ｴｷｽ 説:放射能検査
結果(2012.6.18):検出限界1.0~1.2Bq/kgで不検出｡ﾊﾟﾘｯと香ばしく揚げた本場長崎の揚げ麺です｡あ
んかけｽｰﾌﾟの素で手軽に本格的な味をお作りいただけます｡

￥360 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:瀬戸内海産ﾋｼﾞｷ/宮崎産切り干し大根/熊本産ﾚﾝｺﾝ/熊本産人参/宮崎産椎茸 説:放射能検査結果
(2012.6.18):検出限界3.4~5.0Bq/kgで不検出｡5種類の国産原料のみを限定使用しました｡ﾊﾞﾗﾝｽ良くﾌﾞ
ﾚﾝﾄﾞした便利な乾燥調理用素材です｡もどした具材を､煮物を始めｻﾗﾀﾞ､炊込ご飯､ｵﾑﾚﾂ､ﾁｬｰﾊﾝ､ﾁﾗｼ
寿司などに｡

￥420 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:栃木産ｶﾝﾋﾟｮｳ（夕顔の果肉） 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.2~2.0Bq/kgで不検出｡栃
木県産の夕顔を今では貴重な天日干しした無漂白かんぴょう｡ｺｼが柔らかいので早く煮上がり
ます｡

￥300 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:鹿児島産鰹節 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.9~5.0Bq/kgで不検出｡宗田節などを使
わず､鹿児島県枕崎で水揚げされた鰹のみを使用しています｡おひたしや冷や奴､おにぎりなど
幅広くご利用下さい｡

￥360 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:静岡県焼津産鰹枯れ節 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.2~3.9Bq/kgで不検出｡旨味を
引き出す発酵技術のかび付け(枯らすこと)と天日干しを4回以上繰り返すことにより深いうま
味と芳醇さを醸し出しています｡

35230 国産 五彩ひじき 25g

36913 無漂白のかんぴょう 30g

46432 花かつお 25g

46434 本枯れ かつお節 30g
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※表示価格は全て税抜き価格です。

46435 天日干し桜えび 5g

46424 地中海の天日塩 700g

￥520 常温 賞味：5ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:静岡県駿河湾産桜ｴﾋﾞ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.5~4.9Bq/kgで不検出｡ｴﾋﾞの型が
大きい春漁(3~6月)の原料を使用｡春の強い日差しで乾燥よく鮮やかな桜色に仕上がった天日
干し桜ｴﾋﾞです｡

￥320 常温 賞味：̶ 毎号 翌々週
創健
原:ｲﾀﾘｱ(ﾌﾟｰﾘｱ州)海水 説:南ｲﾀﾘｱの海水を現地の伝統的な天日塩田で長時間かけて天日乾燥･結
晶化した天日塩｡まろやかなうまみが特長で和洋中どんなお料理にもご利用ください｡中粒ﾀｲ
ﾌﾟでﾊﾟｽﾀを茹でるのに最適｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.6~1.0Bq/kgで不検出｡
原:ｲﾀﾘｱ(ﾌﾟｰﾘｱ州)の海水

58468 創健 地中海の天日塩 さらさら

200g

説:南ｲﾀﾘｱ(ﾌﾟｰﾘｱ州)の海水を現地の伝統的な天日塩田で長時間か

￥280 けろ やて か天 な日 旨乾 味燥 が･ 結特晶長化でし､ 和た 洋｢ 地中中ど海んのな天お日料塩理｣とをも使合いいやますすい｡さ溶らけさやらすﾀいｲ ﾌのﾟ にで ﾄ仕ﾞ上ﾚ ｯげｼ ﾝまｸ ﾞしにた､｡まま

39099 越前小京都の有機純米酢 500ml

常
温

̶

毎号 翌々
週

42390 越前小京都の すし酢 360ml

￥460 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:国産有機栽培米(福井･石川･秋田) 説:有機JAS認定品｡有機国産米と名水百選に選ばれた御
清水で有名な福井県大野の地下天然水を使用｡まろやかですっきりした味わいと華やかな香り
(米酢にありがちな蒸れ臭はほとんどありません)｡和洋中すべてのお料理のおいしさを引き立
てます｡放射性物質測定結果(2021.11.8現在):検出下限値

￥580 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:純米酢(福井･石川･秋田)/粗糖(鹿児島)/食塩(長崎県対馬)/昆布だし(北海道) 説:国産米を伝統
的な静置発酵製法で丹念に発酵･熟成させたできた純米酢に国産原料を合わせてすし酢に仕上
げました｡まろやかに仕上げていますので素材の美味しさを引き立てます｡おすしの他､酢の
物､手作りﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞなどにお使い下さい｡米1合に対して30~35mlを炊いたご飯にそのまま混ぜて

￥1700 常温 賞味：1800日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:有機ﾜｲﾝﾋﾞﾈｶﾞｰ/有機濃縮ﾌﾞﾄﾞｳ果汁 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡ｲﾀﾘｱ産有機ﾌﾞﾄﾞｳを5年かけて醸造･熟成
しました｡芳醇でまろやかな香りと味わいです｡ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙと合わせ､塩･胡椒を振るだけで素晴ら
しいｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞになります｡魚介類のﾏﾘﾈ･肉料理の味付け･ｿｰｽ･ﾃﾞｻﾞｰﾄのｱｲｽｸﾘｰﾑやﾌﾙｰﾂにもお使
いいただけます｡伝統的なｷﾉｺ型のｺﾙｸ栓を使用しており､特性としてﾋﾞﾝを寝かせると稀に液も

￥1350 常温 賞味：720日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機食用ｵﾘｰﾌﾞ油 説:低温圧搾絞り｡ﾏｲﾙﾄﾞな口当たりで口に含むと初めはﾋﾟﾘﾘとﾄﾞﾗｲな
味がしますが､すぐにほんのりと甘さが広がります｡香りはｵﾘｰﾌﾞらしい香りと最後にｱｰﾓﾝﾄﾞの
ような香ばしさも漂います｡ｲﾀﾘｱ料理はもとより様々なお料理にご利用いただけます｡栄養成
分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ900kcal/脂質100g/ｵﾚｲﾝ酸75.3％/ﾋﾞﾀﾐﾝE15.6mg｡酸度0.54％｡製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡

￥2450 常温 賞味：720日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機食用ｵﾘｰﾌﾞ油 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡低温圧搾絞り｡ﾏｲﾙﾄﾞな口当たりで口に含むと初
めはﾋﾟﾘﾘとﾄﾞﾗｲな味がしますが､すぐにほんのりと甘さが広がります｡香りはｵﾘｰﾌﾞらしい香りと
最後にｱｰﾓﾝﾄﾞのような香ばしさも漂います｡ｲﾀﾘｱ料理はもとより様々なお料理にご利用いただ
けます｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ900kcal/脂質100g/ｵﾚｲﾝ酸75.3％/ﾋﾞﾀﾐﾝE15.6mg｡酸度0.54％｡

￥510 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産菜種油/ｱﾒﾘｶ･ﾒｷｼｺ産べに花油/国産有精卵卵黄/醸造酢/砂糖(甜菜糖)/天塩/ﾏｽﾀｰﾄﾞ/(原材料
の一部にﾘﾝｺﾞを含む) 説:豊かな環境で平飼いされたﾆﾜﾄﾘたちの大切な卵を使ったあっさりま
ろやか風味のﾏﾖﾈｰｽﾞです｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.6~2.1Bq/kgで不検出｡

43019 有機バルサミコ酢 250ml

38515 有機ｴｷｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝ オリーブオイル 250ml

38516 有機ｴｷｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝ オリーブオイル 500ml

50655 創健 えごま一番 マヨネーズ

5293 有精卵マヨネーズ（ﾁｭｰﾌﾞ） 300g

原:食用植物油脂(ｴｺﾞﾏ油(中国産ｴｺﾞﾏ)/紅花油(ｱﾒﾘｶ又はﾒｷｼｺ)/菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱnon-gmo)/卵黄

205g

￥570 (中部地方･北陸地方)/醸造酢(ﾁﾘ産ﾘﾝｺﾞ)/ｻﾄｳｷﾋﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾀｲ他))/砂糖(北海道)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･
高知)/香辛料(ﾏｽﾀｰﾄﾞ(ｶﾅﾀﾞ)) 説:圧搾法で搾ったｴｺﾞﾏ油､紅花油､菜種油をﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡あっさり

150ml

￥490 ﾌまﾘ一ｶ 他番海油外を産使ｺ用ﾞ ﾏし) / 醤､ ま油ろ( ｱやﾒ ﾘかｶ 産で nｺ oｸ のn - gあmるo 大練豆り/ｺ小ﾞ ﾏ麦を/ ｲﾍﾀﾞﾘｰｱｽ産に天し日た塩風)味/ ｺ 豊ﾞ ﾏか( 中な国胡他麻海ﾄ外ﾞ ﾚ)ｯ ｼ ﾝ説ｸ :ﾞえ｡ ｵごﾒ

原:練りｺﾞﾏ(中国他海外)/砂糖(ﾀｲ他海外)/醸造酢(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他海外)/食用植物油脂(中国産ｴｺﾞﾏ/ｱ

50656 創健 えごま一番 胡麻ドレッシング

常 6ヶ月 毎号 翌々
温
週
常 240日 毎号 翌々
温
週

えごま一番 マヨネーズ
圧搾法で搾ったエゴマ油、紅花油、菜種油をブレンド。あっさりまろやかな風味に仕上げました。

えごま一番 胡麻ドレッシング
えごま一番油を使用し、まろやかでコクのある練りゴマをベースにした風味豊かな胡麻ドレッシング。

エゴマとは
現代人の食生活に不足しがちなオメガ3系脂肪酸のα-リノレン酸が50％以上含まれ、健康的な生活に欠かせない油です。
体内に入ると魚にも含まれるEPA・DHAに変化したり、偏った油の摂りすぎを改善する働きがあるといわれています。
原:有機ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(ｱﾒﾘｶ)/ﾘﾝｺﾞ酢(ｵｰｽﾄﾘｱ･南ｱﾌﾘｶ産ﾘﾝｺﾞ)/有機ぶどう酢(ｲﾀﾘｱ/ﾓﾃﾞﾅ産ﾊﾞﾙｻﾐｺ

48624 創健 トマト＆オニオンドレッシング
50657 創健 イタリアンドレッシング

150ml

￥470 酢)/食用植物油脂(non-gmoｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｶﾅﾀﾞ産菜種油/中国産ｴｺﾞﾏ油)/糖類(果糖ﾌﾞﾄﾞｳ糖液糖(ｱﾒ
ﾘｶ他海外産non-gmoﾄｳﾓﾛｺｼ/北海道産馬鈴薯/鹿児島産甘藷))/砂糖(鹿児島喜界島産粗糖)/ｲﾀﾘ

常 360日 毎号 翌々
温
週

150ml

原:糖類(水飴(鹿児島産甘藷)/鹿児島喜界島産粗糖)/食用植物油脂(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｶﾅﾀﾞ産non-gmo
菜種油/中国産ｴｺﾞﾏ油)/有機ｵﾘｰﾌﾞ油(ｲﾀﾘｱ)/ﾘﾝｺﾞ酢(ｵｰｽﾄﾘｱ･南ｱﾌﾘｶ産ﾘﾝｺﾞ)/日本産ﾀﾏﾈｷﾞ/食塩
(ｲﾀﾘｱ産天日塩)/魚醤(北海道産ﾎｯｹ)/醸造酢(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾀｲ他海外)/ﾚﾓﾝ果汁(ｲﾀﾘｱ)/ﾚｯﾄﾞﾍﾞﾙﾍﾟｯ

常 360日 毎号 翌々
温
週

￥470

トマト＆オニオン ドレッシング
オメガ3(n-3系)脂肪酸のα-リノレン酸がおいしく手軽に摂れる植物素材100％。
有機トマトピューレ＆淡路産おろし玉ねぎ使用。コレステロール、トランス脂肪酸ゼロ。

イタリアン ドレッシング
オメガ3(n-3系)脂肪酸のα-リノレン酸がおいしく手軽に摂れるドレッシング。
圧搾しぼりのエゴマ油＆ジロロモーニ有機エキストラバージンオリーブオイル使用。
原:菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/ﾘﾝｺﾞ酢(ﾘﾝｺﾞ(ﾁﾘ他)/ｻﾄｳｷﾋﾞ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾀｲ他))/砂糖(甜菜(北海道))/ﾅﾁｭﾗﾙﾁ

52864 創健 有精卵シーザーサラダドレッシング

180ml

￥390 ｰｽﾞ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/卵黄(大分※産地が変わる場合あり)/香辛料(ｶﾗｼ粉(ｶﾅﾀﾞ)/黒
ｺｼｮｳ(ﾏﾚｰｼｱ))/酵母ｴｷｽ(国内産)/ﾆﾝﾆｸ(国内産)/増粘剤(ｷｻﾝﾀﾝ/ｱﾒﾘｶ) 説:豊かな環境で平飼い

常 180日 毎号 翌々
温
週

有精卵シーザーサラダドレッシング
九州久住高原の豊かな環境で平飼いされたニワトリたちの卵を使った有精卵マヨネーズの姉妹品。クリーミー＆濃厚な
コクと芳醇なナチュラルチーズの味わいが特徴のシーザーサラダドレッシングです。圧搾製法で搾った菜種油を使用。
原:有機ﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾀﾏﾈｷﾞ/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機醸造酢(ﾄﾞｲﾂ他海外)/食塩(地中海の天日

54389 創健 有機 ピザソース

180g

￥420 塩説 ): 南/ 有ｲ機ﾀ ﾘｵｱﾘ産ｰ ﾌ有ﾞ 油機(栽ｲ ﾀ培ﾘ ｱﾄ)ﾏ/ﾄ有な機ら香で辛は料の( ﾊ爽ﾞ ｼやﾞ かﾙ / ｵでﾚ ｶ濃ﾞ厚ﾉ / 唐な 辛風子味)に/ 有有機機ﾆﾀﾝﾏﾆﾈｸｷ/ ※ﾞ の一甘部みにを小加麦えを､含ｲ ﾀむﾘ ｱ 産

常 540日 毎号 翌々
温
週

有機ピザソース
南イタリア産有機栽培トマトならではの爽やかで濃厚な風味に有機タマネギの甘みを加え、
イタリア産有機エキストラバージンオリーブ油と有機バジルなどの香辛料で香りを引き立たせました。
クセのないまろやかで口当たりの良い甘みが特長です。ピザ作りにはもちろん、ピザトーストにもお使い頂けます。
また、ご飯と鶏肉などと炒めてチキンライスやパスタと和えてもおいしくお召し上がりいただけます。
原:有機ﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機醸造酢(ﾄﾞｲﾂ他海外)/食塩(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾀﾏﾈｷﾞ(ｲﾝﾄﾞ)/

52865 ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ 有機トマトケチャップ

300g

￥380 有高 機温 香で 辛加 料熱 し 説濃 :厚南なｲ ﾀ食ﾘ ｱ感産と有旨機み栽を培引ﾄ きﾏ ﾄ出をすｹ ﾁ)ｬにｯ ﾌよﾟ にり 最ﾄ ﾏ適ﾄ ﾍなﾟ ｰﾎｽｯﾄﾄにﾌ ﾞしﾚ ｲてｸ 製作法っ(たﾄ ﾏｹﾄﾁをｬ ｯ粉ﾌ ﾟ砕でしすた｡ 後ﾄ ﾏ､ﾄ

常 540日 毎号 翌々
温
週

南イタリア産有機栽培トマトをケチャップに最適なホットブレイク製法（トマトを粉砕した後、
ジロロモーニ
有機トマトケチャップ 高温で加熱し濃厚な食感と旨みを引き出す）によりトマトペーストにして作ったケチャップです。

トマト本来の濃厚な旨みとまろやかな甘み、程良い風味がお楽しみいただけるケチャップです。

2183 有機栽培完熟ﾄﾏﾄ使用トマトケチャップ 300g

5536 中濃ソース 300ml

￥360 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:ｱﾒﾘｶ産有機栽培完熟ﾄﾏﾄ/ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖(non-gmo原料)/りんご酢/食塩（青い海）/たまねぎ/香
辛料 説:有機栽培完熟ﾄﾏﾄ100％｡ﾄﾏﾄの甘みとﾘﾝｺﾞ酢の酸味を活かしたﾏｲﾙﾄﾞな味です｡遺伝子組
み換え原料不使用｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.3Bq/kgで不検出｡

￥430 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:野菜･果実(ﾄﾏﾄ/ﾘﾝｺﾞ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾆﾝﾆｸ)/砂糖類(粗糖･黒糖)/醸造酢/食塩/醤油/小麦澱粉/香辛料/※原
材料の一部に小麦･大豆を含む 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.0˜1.2Bq/kgで不検出｡国
産野菜･果実(ﾘﾝｺﾞ/玉ﾈｷﾞ/人参/ﾆﾝﾆｸ)を使用したﾌﾙｰﾃｨで自然なうま味を引きだしたｿｰｽです｡

1590 濃厚ソース 300ml

6401 ウスターソース 300ml

￥430 常温 賞味：3年 毎号 翌々週
創健
原:野菜･果実(ﾄﾏﾄ/ﾘﾝｺﾞ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾆﾝﾆｸ)/砂糖/醸造酢/食塩/醤油/小麦澱粉/香辛料/※原材料の一部に
小麦･大豆を含む 説:放射能検査結果(2012.6.18):共通原料のｳｽﾀｰｿｰｽで検査｡検出限界1.0˜1.2Bq/kg
で不検出｡国産野菜･果実(ﾘﾝｺﾞ/玉ﾈｷﾞ/人参/ﾆﾝﾆｸ)を使用したﾌﾙｰﾃｨで自然なうま味を引きだしたｿｰｽ
です｡

￥430 常温 賞味：3年 毎号 翌々週
創健
原:野菜･果実(ﾄﾏﾄ/ﾘﾝｺﾞ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾆﾝﾆｸ)/砂糖類(粗糖･黒糖)/醸造酢/食塩/醤油/香辛料/※原材料の一
部に小麦･大豆を含む 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.4Bq/kgで不検出｡国産野菜･果
実(ﾘﾝｺﾞ/玉ﾈｷﾞ/人参/ﾆﾝﾆｸ)を使用したﾌﾙｰﾃｨで自然なうま味を引きだしたｿｰｽです｡

35954 新・だし一番 8g 10 1箱

35955 新・和風だし一番 8g 10 1箱

￥360 常温 賞味：360日 毎号 翌々週

￥390 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/食塩/乳糖/煮干し粉末/煮干ｴｷｽ/ｶﾂｵ節粉末/昆布ｴｷｽ/粉末醤油/粉末発酵調味料/酵母ｴｷｽ/澱
粉/※原料の一部に小麦大豆を含む｡ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.3~3.5Bq/kgで不検
出｡化学調味料などを加えずに素材の風味を活かした使いやすい顆粒ﾀｲﾌﾟのだし｡鰹節､煮干し､
昆布の旨味を効かせた味とｺｸ｡※ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝはだしを溶けやすくする為に使用している食品原材料

創健
原:乳糖/食塩/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/粉末醤油/酵母ｴｷｽ/ｶﾂｵ節粉末/ｶﾂｵｴｷｽ/ﾎﾀﾃｴｷｽ/ｻﾊﾞ節粉末/煮干ｲﾜｼ粉末/ｼｲﾀｹ粉末/昆
布ｴｷｽ/粉末発酵調味料/ﾍﾞﾆ花油/澱粉※原材料の一部に乳･小麦･大豆を含む｡ 説:放射能検査結果
(2012.6.18):検出限界2.2~3.1Bq/kgで不検出｡化学調味料､ﾀﾝﾊﾟｸ加水分解物､合成保存料､甘味料は使
用しておりません｡だし汁を作る時は1袋当たり700ccのお湯を目安に調理してください｡鰹･鯖･
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※表示価格は全て税抜き価格です。

34025 チキンコンソメ 4.5g 10個 45g

35957 新・洋風だし一番 8g 10 1箱

￥240 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:天日塩/ﾁｷﾝｴｷｽ/ｵﾆｵﾝｴｷｽ/発酵調味料/ﾁｷﾝｵｲﾙ/乳糖/粉末醤油(非遺伝子組換大豆)/香辛料/澱粉/(原材料
の一部に小麦･乳･大豆･鶏を含) 説:ﾁｷﾝの旨味､まろやかなｺｸと美味しさを凝縮した使いやすい
固形ｺﾝｿﾒです｡洋風料理､中華料理などにご使用いただくと一段とお料理の幅が広がります｡放
射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.5~2.2で不検出｡

￥380 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/食塩/乳糖/野菜ｴｷｽ(ｷｬﾍﾞﾂ/ｷｬﾛｯﾄ/ｵﾆｵﾝ)/粉末醤油/酵母ｴｷｽ/粉末発酵調味料/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/ﾎﾀﾃｴｷｽ/
香辛料(ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ/ｾﾛﾘ末)/原料の一部に小麦大豆を含む｡ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界
2.0~2.7Bq/kgで不検出｡化学調味料などを加えずに素材の風味を活かした使いやすい顆粒ﾀｲﾌﾟの
だし｡野菜とﾎﾀﾃの旨味を効かせた味とｺｸ｡簡単ｽｰﾌﾟとしてそのままお飲みになる場合は1袋当た

￥380 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(ﾀｲ他海外)/食塩(国内産)/乳糖(ｱﾒﾘｶ)/粉末醤油/酵母ｴｷｽ/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾌﾗﾝｽ/ｴｼﾞﾌﾟﾄ)/野菜ｴｷｽ(愛
知･長野産白菜/中国産ｷｬﾛｯﾄ)/粉末発酵調味料/ｵｲｽﾀｰｴｷｽ/香辛料(ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ)※原料の一部に乳･小
麦･大豆を含む｡ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.2~2.6Bq/kgで不検出｡化学調味料などを
加えずに素材の風味を活かした使いやすい顆粒ﾀｲﾌﾟのだし｡野菜とｵｲｽﾀｰの旨味を効かせた味と

￥340 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:本醸造醤油/焼津･枕崎産鰹節/枕崎産ｻﾊﾞ節/北海道産昆布/種子島産粗糖/沖縄ｼﾏﾏｰｽ塩/酵母ｴｷｽ/ﾘﾝ
ｺﾞ酢 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.3Bq/kgで不検出｡化学調味料は使用せず､風味
豊かで自然な美味しさを追求したつゆです｡金笛濃い口醤油をﾍﾞｰｽに焼津産､枕崎産の鰹節､さ
ば節､北海道産昆布でだしをとりました｡

35956 新・中華風だし一番 8g 10 1箱

5613 いちごジャム 200g

￥380 常温 賞味：1年 毎号 翌々週

46419 つゆの素ストレート 300ml

5614 マーマレード 200g

￥370 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:北海道産甜菜糖/国産伊予柑/国産ﾐｶﾝ/ｲﾀﾘｱ産ﾚﾓﾝ果汁/増粘剤(南米他産ﾚﾓﾝ由来ﾍﾟｸﾁﾝ)/ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ
説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.2~1.9Bq/kgで不検出｡素材を大切に鮮やかな色とﾌﾚｯｼｭな
風味に仕上げました｡

創健
原:北海道産甜菜糖/奈良･九州産ｲﾁｺﾞ/ｲﾀﾘｱ産ﾚﾓﾝ果汁/増粘剤(南米他産ﾚﾓﾝ由来ﾍﾟｸﾁﾝ) 説:放射能検
査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.4Bq/kgで不検出｡甘さ控えめ｡国産ｲﾁｺﾞを使用し､素材を大切に鮮
やかな色とﾌﾚｯｼｭな風味に仕上げました｡香料･着色料は使用していません｡

1618 国内産 ブルーベリージャム 200g

￥510 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:北海道産甜菜糖/国内産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ/ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ･ｲﾀﾘｱ他産ﾚﾓﾝ果汁/増粘剤(ｲﾀﾘｱ産ﾚﾓﾝ果汁使用ﾍﾟｸﾁﾝ) 説:
放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.7~2.0Bq/kgで不検出｡欧州産の有機野生種ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰを使用し､
素材を大切にﾌﾚｯｼｭな風味に仕上げました｡

5603 ふりかけ 45 45g

1554 しそもみじ 30g

￥240 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:赤じそ(愛知)/食塩(兵庫)/梅酢[(和歌山)/食塩(ﾒｷｼｺ)] 説:赤じそを完熟紀州南高梅の梅酢と海水
塩でじっくりと漬け込んだ風味豊かなしそふりかけ｡細かくもみほぐし､しっとりとした味わ
いです｡放射性物質測定結果(2022.4.1現在):検出下限値
(I-131)2.6Bq/kg･(Cs-134)2.7Bq/kg･(Cs-137)2.9Bq/kgで不検出｡

3684 五穀大黒スープ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ） 6.5g 4袋

￥230 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:ｱﾒﾘｶ他産小麦胚芽/国産ｶﾂｵ/日本近海ｲﾜｼ･煮干し･ﾑﾛｱｼﾞ/白ｺﾞﾏ/国産ﾉﾘ/黒ｺﾞﾏ/ｼｿ/食塩/味噌/椎茸/ｱﾜ/ｷ
ﾋﾞ/ﾋｴ/ﾊﾄ麦/ﾗｲ麦/黒米/ｿﾗﾏﾒ/脱脂粉乳/黒豆/大豆/小豆/大麦/酵母/蜂蜜/卵黄/ｻﾝｺﾞｶﾙｼｳﾑ/醤油/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾋｼﾞｷ/人参
/ｷｬﾍﾞﾂ/ﾈｷﾞ/ｾﾛﾘ/ﾋﾟｰﾏﾝ/ﾎﾀﾃｴｷｽ/ﾆﾝﾆｸ/ｼｮｳｶﾞ/昆布/ﾜｶﾒ/砂糖/ﾐﾘﾝ/ﾌﾞﾄﾞｳ/ﾌﾟﾙｰﾝ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出
限界1.8~2.7Bq/kgで不検出｡栄養素をﾊﾞﾗﾝｽ良く摂れるように45種類の素材をﾌﾞﾚﾝﾄﾞしています｡ｶﾙ

￥580 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:国産ﾁｷﾝｴｷｽ/食塩/ｺﾞﾏ油/醤油(大豆･小麦含む)/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/ﾎﾀﾃｴｷｽ/酵母ｴｷｽ/澱粉/砂糖/昆布ｴｷｽ/ｲﾘｺｴｷｽ/香辛
料/うきみ(鶏卵/ﾓﾁｷﾋﾞ/大麦/ﾜｶﾒ/ﾓﾁｱﾜ/ﾈｷﾞ/ﾊﾄﾑｷﾞ/炒りｺﾞﾏ/ｱﾏﾗﾝｻｽ/椎茸) 説:ﾓﾁｱﾜ､ﾓﾁｷﾋﾞ､ﾊﾄﾑｷﾞ､大麦､ｱﾏﾗﾝｻｽ
の五穀と有精卵を使ったﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾀｲﾌﾟのｽｰﾌﾟです｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界4.0~
5.0Bq/kgで不検出｡

￥600 常温 賞味：10ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:醤油(大豆･小麦含む)/国産ﾁｷﾝｴｷｽ/ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ/澱粉/国産砂糖/食塩/ﾊﾟｰﾑ油/酵母ｴｷｽ/香辛料/具(ﾄﾏﾄの
ｼﾞｭｰｽ漬け/国産ｷｬﾍﾞﾂ/国産ﾀﾏﾈｷﾞ/国産ﾋﾟｰﾏﾝ/ｲﾝｹﾞﾝ) 説:5種類の野菜を使用､ﾄﾏﾄをﾍﾞｰｽに味つけ､素材
の旨味を凝縮したﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲｽｰﾌﾟです｡ｽｰﾌﾟはもちろん､ご飯やﾊﾟｽﾀを加えてもおいしくお召し上
がりいただけます｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.9~4.9Bq/kgで不検出｡

￥550 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:国産ﾁｷﾝｴｷｽ/馬鈴薯澱粉/non-gmo大豆使用醤油/塩/ｵﾆｵﾝｴｷｽ/砂糖/野菜ｴｷｽ/ﾊﾟｰﾑ油/酵母ｴｷｽ/中国産ﾆﾝﾆｸ/
ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/白胡椒/うきみ(国産玉ﾈｷﾞ/米国産ﾊﾟｾﾘ)/原料の一部に卵･小麦･大豆を含む 説:国内産の新
鮮な玉ﾈｷﾞをじっくりﾛｰｽﾄした野菜の旨味が凝縮したﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲｽｰﾌﾟです｡ｶｯﾌﾟに入れ､お湯を注ぐ
だけで簡単に召し上がれます｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界4.2~5.0Bq/kgで不検出｡

42188 ミネストローネ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ） 6.5g 4袋

5096 けんちん汁みそ仕立て（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ） 10g 4袋

42187 オニオンスープ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ） 6g 4袋

33266 インドカレー（辛口） 115g

￥580 常温 賞味：10ヶ月 毎号 翌々週

創健
原:non-gmo原料使用味噌/澱粉/鰹ｴｷｽ/砂糖/ｺﾞﾏ油/国産ﾁｷﾝｴｷｽ/酵母ｴｷｽ/昆布ｴｷｽ/唐辛子/具(ﾎｳﾚﾝ草/ｺﾞﾎﾞｳ/
鶏肉/人参/ﾈｷﾞ/椎茸) 説:お湯を注ぐだけで簡単に出来上がるﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲﾀｲﾌﾟ｡みちのく味噌をﾍﾞｰｽ
に具材をたっぷりと使ったみそ仕立てのけんちん汁です｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界4.1
~5.0Bq/kgで不検出｡

￥355 常温 賞味：9ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/国産小麦粉/ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ/酵母ｴｷｽ/ﾁｷﾝｴｷｽ/ﾋﾞｰﾄ糖/ｶﾚｰ粉/塩/ﾘﾝｺﾞ果汁/香辛料/麦芽ｴｷｽ/別添
小袋(ｶﾚｰ粉/香辛料)/(原材料の一部に大豆含む) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.1~
1.6Bq/kgで不検出｡乳化剤､化学調味料､ﾋﾞｰﾌｴｷｽなどの牛由来原料一切不使用｡36種類のｽﾊﾟｲｽを使
用した本格的な辛口ﾀｲﾌﾟのｶﾚｰﾙｳ｡

￥355 常温 賞味：9ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/国産小麦粉/ﾋﾞｰﾄ糖/ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ/酵母ｴｷｽ/ﾁｷﾝｴｷｽ/ｶﾚｰ粉/塩/ﾘﾝｺﾞ果汁/脱脂粉乳/粉末ﾄﾏﾄ/麦
芽ｴｷｽ/香辛料/別添小袋(ｶﾚｰ粉/香辛料)/(原材料の一部に大豆含む) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検
出限界1.1~1.6Bq/kgで不検出｡乳化剤､化学調味料､ﾋﾞｰﾌｴｷｽなどの牛由来原料一切不使用｡29種類
のｽﾊﾟｲｽを使用した甘口のｶﾚｰﾙｳ｡

￥415 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/有機紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/ﾋﾞｰﾄ糖/ｶﾚｰ粉/食塩/酵母ｴｷｽ/麦芽ｴｷｽ/ﾘﾝｺﾞ･ﾏﾝｺﾞｰ･ﾊﾟﾊﾟｲﾔ･ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ果
汁/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ/ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ/(原材料の一部に大豆含む) 説:ﾋﾞｰﾌｴｷｽやﾗｰﾄﾞなど動物性原料
不使用｡植物性素材のみでｺｸのあるまろやかなやさしい味に仕上げました｡おいしさにこだわ
りながら脂質を25％ｶｯﾄ(創健社ﾏｲﾙﾄﾞｶﾚｰ甘口と比べて)した本格ｶﾚｰﾙｳです｡25種類のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞｽ

￥355 常温 賞味：9ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/国産小麦粉/ﾋﾞｰﾄ糖/ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ/酵母ｴｷｽ/ﾁｷﾝｴｷｽ/ｶﾚｰ粉/塩/ﾘﾝｺﾞ果汁/麦芽ｴｷｽ/香辛料/(原料
の一部に大豆含む) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.4~1.6Bq/kgで不検出｡乳化剤､化学調
味料､ﾋﾞｰﾌｴｷｽなどの牛由来原料一切不使用｡29種類のｽﾊﾟｲｽをﾌﾞﾚﾝﾄﾞして作ったｶﾚｰﾙｳです｡

￥415 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/有機紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/ｶﾚｰ粉/砂糖/酵母ｴｷｽ/麦芽ｴｷｽ/天日塩/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/唐辛子/ﾘﾝｺﾞ果汁/ﾄﾏ
ﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ/(原料の一部に大豆含む) 説:動物性原料一切不使用｡植物性素材のみで仕上げた香り高
くｺｸのある本格ｶﾚｰﾙｳです｡おいしさにこだわりながら脂質を30％ｶｯﾄ(創健社ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ辛口と比べ
て)しました｡30種類のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞｽﾊﾟｲｽ､丹念に直火焙煎した国産小麦100％､有機栽培紅花油高ｵ

3310 マイルドカレー（甘口） 115g

33267 グルメカレー（中辛） 115g

31682 植物素材の本格カレーフレーク中辛 135g

31683 植物素材の本格カレーフレーク甘口 135g

33265 植物素材の本格カレーフレーク辛口 135g

1151 チキンカレー（レトルト） 180g

￥415 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/有機紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/酵母ｴｷｽ/粉末醤油/麦芽ｴｷｽ/砂糖/ｶﾚｰ粉/天日塩/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ/唐辛子/ﾘﾝｺﾞ果汁/ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ/(原料の一部に大豆含む) 説:動物性原料一切不使用｡植物性素材
のみで仕上げた香り高くｺｸのある本格ｶﾚｰﾙｳです｡おいしさにこだわりながら脂質を30％ｶｯﾄ(創
健社ｸﾞﾙﾒｶﾚｰ中辛と比べて)しました｡25種類のｵﾘｼﾞﾅﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞｽﾊﾟｲｽ､丹念に直火焙煎した国産小麦

￥390 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:北海道産炒めﾀﾏﾈｷﾞ/青森産鶏肉/国産(人参/ﾆﾝﾆｸ/ｼｮｳｶﾞ)/国産小麦粉/有機栽培ﾄﾏﾄ/国産ﾘﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ/有
機紅花油/ﾁｷﾝｽｰﾌﾟ/ｶﾚｰ粉/醤油(大豆･小麦含む)/砂糖/全粉乳/食塩/野菜ｴｷｽ/酵母ｴｷｽ 説:こだわり食材
を使用した本格派ﾚﾄﾙﾄｶﾚｰ(中辛)｡食べ応えのある大きさの鶏肉は青森県ときわ養鶏で丹精込め
て育てられ鶏本来の旨味があります｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.5~2.4Bq/kgで不検出｡

￥295 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:ﾀﾏﾈｷﾞ(北海道産)/ﾆﾝｼﾞﾝ(北海道産)/ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(北海道産)/生姜(高知産)/ﾆﾝﾆｸ(青森産)/紅花油(ｱﾒﾘｶ又はﾒ
ｷｼｺ産)/小麦粉(国産)/ｹﾁｬｯﾌﾟ(ｱﾒﾘｶ産有機ﾄﾏﾄ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ砂糖/国産小麦使用穀物酢/中国産天日塩/中
国･ｲﾝﾄﾞ他海外産有機香辛料/ｲﾝﾄﾞ産有機ﾀﾏﾈｷﾞ)/ｶﾚｰ粉(ｱｼﾞｱ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ)/砂糖(北海道産甜菜糖)/醤油(栃木
産大豆/埼玉産小麦/ﾒｷｼｺ産食塩)/野菜ｴｷｽ(ﾌﾗﾝｽ他海外産ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾌﾗﾝｽ他海外産ﾀﾏﾈｷﾞ)/ﾁｬﾂﾈ(ﾀｲ産ﾏﾝｺﾞｰ/ﾀｲ産

￥295 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:ﾀﾏﾈｷﾞ(北海道産)/ﾆﾝｼﾞﾝ(北海道産)/ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(北海道産)/生姜(高知産)/ﾆﾝﾆｸ(青森産)/紅花油(ｱﾒﾘｶ又はﾒ
ｷｼｺ産)/小麦粉(国産)/ｹﾁｬｯﾌﾟ(ｱﾒﾘｶ産有機ﾄﾏﾄ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ砂糖/国産小麦使用穀物酢/中国産天日塩/中
国･ｲﾝﾄﾞ他海外産有機香辛料/ｲﾝﾄﾞ産有機ﾀﾏﾈｷﾞ)/ｶﾚｰ粉(ｱｼﾞｱ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ)/砂糖(北海道産甜菜糖)/醤油(栃木
原 : ﾏ ﾚ産大豆/埼玉産小麦/ﾒｷｼｺ産食塩)/野菜ｴｷｽ(ﾌﾗﾝｽ他海外産ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾌﾗﾝｽ他海外産ﾀﾏﾈｷﾞ)/ﾁｬﾂﾈ(ﾀｲ産ﾏﾝｺﾞｰ/ﾀｲ産
ｰｼｱ他産ﾊﾟｰﾑ油/米産有機紅花油/国産米粉/日本他産砂糖/ｶﾚｰ粉/食塩/馬鈴薯澱粉/酵母
常

33264 ベジタブルカレーMILD甘口（ﾚﾄﾙﾄ） 210g

42190 創健 米粉でつくった本格カレールウ

135g

33263 ベジタブルカレーREGULAR中辛（ﾚﾄﾙﾄ） 210g

￥415 ｴｷｽ/粉末醤油/麦芽ｴｷｽ/果汁(ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ/ﾏﾝｺﾞｰ/ﾊﾟﾊﾟｲﾔ)/ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ/原材料に小麦･大豆含む
説:国産米粉使用､植物性素材のみで仕上げたｶﾚｰﾙｳです｡ﾌﾚｰｸﾀｲﾌﾟなのでﾄﾞﾗｲｶﾚｰ､ﾋﾟﾗﾌ､炒

温

8ヶ月 毎号 翌々
週

米粉でつくった本格カレールウ
国産米粉使用、植物性素材のみで仕上げたカレールウです。
フレークタイプなのでドライカレー、ピラフ、炒め物などにもご利用いただけます。
原:有機植物油脂(有機ﾊﾟｰﾑ油(ｺﾛﾝﾋﾞｱ製造)/有機紅花油(ｱﾒﾘｶ製造))/有機小麦粉(ｱﾒﾘｶ)/有機ｶﾚ

57610 創健 植物素材 オーガニックカレー 中辛

100g

￥500 ｰ粉(ｽﾘﾗﾝｶ他海外)/有機砂糖(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ)/食塩/酵母ｴｷｽ(ﾄﾞｲﾂ)/有機ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾀﾘｱ)/ﾘﾝｺﾞ果汁
(山梨)/有機醤油(有機大豆(ｱﾒﾘｶ)/有機小麦(北海道)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ))/有機香辛料(ｽﾘﾗﾝｶ･ｲﾝﾄﾞ･

常 270日 毎号 翌々
温
週

植物素材オーガニックカレー
4皿分。植物素材だけで作ったこだわりのオーガニックカレー。巧みにブレンドした有機スパイスに有機トマトパウダーの
酸味を隠し味に加えました。動物性原料・化学調味料・酸味料・香料・着色料不使用。
原:植物油脂［ﾊﾟｰﾑ油(国内製造)､有機べに花油(ｱﾒﾘｶ製造)］､ひよこ豆粉(ｶﾅﾀﾞ､ｱﾒﾘｶ)､砂糖

58385 創健 ひよこ豆粉のカレールウ（中辛）

110g

￥415 ［ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島)］､ｶﾚｰ粉､食塩(ﾒｷｼｺ)､酵母ｴｷｽ()､果汁［ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(ﾀｲ)､ﾏﾝｺﾞｰ(ｲﾝﾄﾞ)､ﾊﾟﾊﾟｲﾔ
(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)］､粉末ﾄﾏﾄ(ｽﾍﾟｲﾝ､ｲﾀﾘｱ他) 説:5皿分｡15種類のｽﾊﾟｲｽと､小麦粉の代わりにひよこ

常 240日 毎号 翌々
温
週

ひよこ豆粉のカレールウ（中辛）
5皿分。15種類のスパイスと、小麦粉の代わりにひよこ豆粉を使い、植物素材のみで仕上げたフレークタイプの
カレールウです。甘口寄りの中辛です。おいしさにこだわった香り高いコクと、3種類の南国フルーツの果汁を加え、
まろやかな味に仕上げました。動物性原料、化学調味料、酸味料、着色料、香料は使用しておりません。
原:植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油､菜種油)､小麦粉(北海道)､大豆粉(新潟)､砂糖(鹿児島)､ｶﾚｰ粉､食塩(ﾒｷｼ

58559 創健 管理栄養士が考えたこどもｶﾚｰﾙｳ 甘口(ﾌﾚｰｸ)

110g

￥415 ｺ産) )､､桑ﾄ ﾏのﾄ葉ﾊ ﾟ粉ｳ ﾀ(ﾞ国ｰ 内( ｽ 産ﾍ ﾟ)ｲ､ﾝ酵他母海ｴ外ｷ ｽ) ､ ﾘ説ﾝ ｺ:ﾞ5果皿汁分(｡国辛内み産の)少､ 粉な末い醤ｽ ﾊ油ﾟ ｲ( ｽ国と内､産り他ん海ご外果)汁､ ひでじ仕き上粉げ(た国植内物

常 240日 毎号 翌々
温
週

管理栄養士が考えたこどもカレールウ 甘口（フレーク）
5皿分。辛みの少ないスパイスと、りんご果汁で仕上げた植物素材100％の甘口こどもカレールウです。
2歳頃のお子様からお召し上がり頂けます。フレークタイプなのでドライカレー、ピラフ、炒め物などにもご利用頂けます。
国内産の大豆・桑の葉・ひじきの粉末をプラスしたことで、鉄・食物繊維たっぷり、カルシウムの補給にもおすすめです。
原:米粉(新潟)/植物油脂(有機ﾊﾟｰﾑ油:ｺﾛﾝﾋﾞｱ/ｶﾒﾘﾅ油:ｶﾅﾀﾞ/有機ｵﾘｰﾌﾞ油:ｲﾀﾘｱ)/粉末野菜(ﾄｳﾓﾛ

58560 創健 くせになるこだわりのｵｲﾙ＆ｺｰﾝｼﾁｭｰ(ﾌﾚｰｸ)

110g

￥550 ｺｼ粉末:ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ/玉ﾈｷﾞ粉末:ｱﾒﾘｶ/ﾆﾝｼﾞﾝ粉末:北海道)/食塩(ﾒｷｼｺ)/大豆粉末(新潟)/砂糖(鹿
児島)/酵母ｴｷｽ(国内産他)/白ﾜｲﾝ(長野:酸化防止剤(亜硫酸塩等)不使用)/昆布粉末(国内産他)/

常 240日 毎号 翌々
温
週

くせになるこだわりのオイル＆コーンシチュー（フレーク）
5皿分。コーンの甘みとまろやかなコクがおいしい、便利なフレークタイプのシチュールウです。ラードや牛脂、
動物性のブイヨン・エキスなど動物性原料を一切使用せず、植物性素材のみで仕上げました。小麦粉、乳製品不使用。
※表示価格は全て税抜き価格です。
-16-

原:ﾏﾚｰｼｱ他産ﾊﾟｰﾑ油/米産有機紅花油/野菜粉末(北海道産ﾄｳﾓﾛｺｼ/米産玉ﾈｷﾞ/中国産人参/ｲﾝ

42387 創健 お米と大豆のコーンシチュールウ

135g

￥435 ﾄ油ﾞ(産米ｾ･ﾛｶﾘﾅ)ﾀ/ ﾞ国･産中米国粉･ ﾒ/ｷ国ｼ ｺ産他大産豆原粉料末使/ 鹿用 児) / ﾏ島ﾚ ｰ産ｼ砂ｱ ･糖米/産ﾒ ｷ白ｼ ｺ胡産椒塩 / 国説産: 約白6 皿ﾜ ｲ分ﾝ /｡日化本学他調産味昆料布､ 酵粉 母末 ｴ/ 醤ｷ ｽ

58386 創健 ひよこ豆粉のシチュールウ

110g

￥435 ﾀﾞｰ［ﾄｳﾓﾛｺｼ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)］､食塩(ﾒｷｼｺ)､馬鈴薯澱粉(北海道)､砂糖［ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島)］､ｵﾆｵ
ﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ)､酵母ｴｷｽ()､白ﾜｲﾝ［ﾌﾞﾄﾞｳ(長野)］､ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯﾊﾟｰ()､ｾﾛﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ() 説:約5皿分｡

原:植物油脂［ﾊﾟｰﾑ油(国内製造)､有機べに花油(ｱﾒﾘｶ)］､ひよこ豆粉(ｶﾅﾀﾞ､ｱﾒﾘｶ)､ｺｰﾝﾊﾟｳ

常 240日 毎号 翌々
温
週
常 240日 毎号 翌々
温
週

お米と大豆のコーンシチュールウ
約6皿分。化学調味料、酵母エキスを使用せず野菜の旨みをいかしたやさしい味わいの
コーンシチュールウです。動物性原料を使用せず植物性素材のみで仕上げました。

ひよこ豆粉のシチュールウ
約5皿分。小麦粉の代わりにひよこ豆粉を使い、植物素材のみで仕上げたフレークタイプの
シチュールウ。ひよこ豆とコーンのまろやかなコクがおいしい、やさしい味に仕上げました。
5566 コーンクリームシチュー 115g

31684 コーンクリームシチュー フレーク 180g

￥355 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/国産小麦粉/脱脂粉乳/全脂粉乳/ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ/酵母ｴｷｽ/砂糖/塩/ｺｰﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/乾燥ﾊﾟｾﾘ 説:
放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.5~2.5Bq/kgで不検出｡べに花一番油､国産小麦粉使用｡ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖ
ﾝの旨味をﾍﾞｰｽにしたｺｰﾝの風味豊かなｼﾁｭｰﾙｳです｡

￥435 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/有機紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/脱脂･全脂粉乳/食塩/外国産ｺｰﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/酵母ｴｷｽ/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/砂糖/(原
料の一部に大豆含む) 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.5~1.8Bq/kgで不検出｡肉ｴｷｽや､ﾗ
ｰﾄﾞ､牛脂､ｾﾞﾗﾁﾝなどの動物性油脂不使用｡non-gmoｺｰﾝ本来の甘みをﾌﾟﾗｽしたまろやかなｼﾁｭｰﾙｳで
す｡

58561 植物素材のホワイトソース風ルウ(ﾌﾚｰｸ) 110g

23698 ハヤシライスルウ 115g

￥420 常温 賞味：240日 毎号 翌々週

創健
原:植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油:ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/有機べに花油(ｱﾒﾘｶ)/小麦粉(北海道)/きな粉(岡山)/ﾎﾜｲﾄｿﾙｶﾞﾑ(ｱﾒﾘｶ)/
馬鈴薯澱粉(北海道)/砂糖(鹿児島:喜界島粗糖)/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)/食塩(ﾒｷｼｺ)/酵母ｴｷｽ(ﾄﾞｲﾂ)/ﾎﾜｲﾄﾍﾟｯ
ﾊﾟｰ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ他海外)/(一部に小麦･大豆を含む) 説:植物素材のみで作ったﾎﾜｲﾄｿｰｽ風ﾙｳです｡色々使
えるﾌﾚｰｸﾀｲﾌﾟ｡ｸﾞﾗﾀﾝ､ﾄﾞﾘｱ､ﾘｿﾞｯﾄ､ｸﾘｰﾑｺﾛｯｹなどに｡国産小麦の小麦粉と国産大豆のきな粉､ﾎﾜｲﾄｿﾙｶﾞﾑ

￥385 常温 賞味：360日 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/紅花油/ﾊﾟｰﾑ油/酵母ｴｷｽ(大豆含む)/ﾎﾟｰｸｴｷｽ/粉末ﾄﾏﾄ/ﾋﾞｰﾄ糖/ﾒｷｼｺ産自然塩/ﾘﾝｺﾞ果汁/香辛
料/麦芽ｴｷｽ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.2~1.7Bq/kgで不検出｡ﾋﾞｰﾌｴｷｽ不使用｡ﾄﾏﾄ､ﾘﾝｺﾞ
果汁､ﾎﾟｰｸｴｷｽ等でﾊﾔｼ特有の酸味と旨みを出しました｡

￥415 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/植物油脂(有機紅花油/ﾊﾟｰﾑ油)/粉末野菜(ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ/ｵﾆｵﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ/ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ/ｾﾛﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ)/
砂糖/食塩/酵母ｴｷｽ/ﾘﾝｺﾞ果汁/粉末醤油/赤ﾜｲﾝ/野菜ﾍﾟｰｽﾄ/麦芽ｴｷｽ/ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ/ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ/一部に小麦･大
豆･ﾘﾝｺﾞを含む 説:動物性原料不使用で仕上げた深いｺｸと豊かな風味のﾃﾞﾐｸﾞﾗｽ風ｿｰｽ｡使いやす
いﾌﾚｰｸﾀｲﾌﾟ｡おいしさにこだわりながら脂質を35％ｶｯﾄしました(当社ﾊﾔｼﾗｲｽﾙｳと比べて)｡放射能検

￥180 常温 賞味：810日 毎号 翌々週
創健
原:有機ﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ(ｲﾀﾘｱ) 説:ｲﾀﾘｱ南部のﾌﾟｰﾘｱ州･ﾙﾁｪｰﾗにある限定農場で栽培された有
機ﾄﾏﾄだけを使用｡ﾄﾏﾄは完熟したﾄﾞｳﾁｪｯﾄ種のみを使用｡徹底した品質管理により､酸度調整のた
めのｸｴﾝ酸は使用しておりませんので､ﾄﾏﾄ本来の甘味と程よい酸味が特長です｡全形（ﾎｰﾙ）ﾀｲ
ﾌﾟ｡有機ＪＡＳ認定品｡

￥180 常温 賞味：810日 毎号 翌々週
創健
原:有機ﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ(ｲﾀﾘｱ) 説:ｲﾀﾘｱ南部のﾌﾟｰﾘｱ州･ﾙﾁｪｰﾗにある限定農場で栽培された有
機ﾄﾏﾄだけを使用｡ﾄﾏﾄは完熟したﾄﾞｳﾁｪｯﾄ種のみを使用｡徹底した品質管理により､酸度調整のた
めのｸｴﾝ酸は使用しておりませんので､ﾄﾏﾄ本来の甘味と程よい酸味が特長です｡ﾀﾞｲｽｶｯﾄした立方
形ﾀｲﾌﾟ｡有機ＪＡＳ認定品｡

￥460 常温 賞味：3年 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産(有機ﾄﾏﾄ/有機ﾊﾞｼﾞﾙ) 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ﾊﾟｽﾀｿｰｽ､料理ｿｰｽ､ｽｰﾌﾟなど幅広いお料
理にご利用いただけます｡夏採れ旬ﾄﾏﾄは収穫後3時間以内に加工され､新鮮な内にﾄﾏﾄの酸味と
旨味を濃縮しました(約2.2倍濃縮)｡ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚｰの中に有機ﾊﾞｼﾞﾙの葉をｱｸｾﾝﾄに入れました｡栄養成
分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ28kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質1.6g/脂質0.3g/炭水化物4.6g/ﾅﾄﾘｳﾑ11mg

￥650 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機(ﾄﾏﾄ/食用ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾆﾝﾆｸ/ﾊﾟｾﾘ/ﾄｳｶﾞﾗｼ)/ｲﾀﾘｱ産(ｱﾝﾁｮﾋﾞﾍﾟｰｽﾄ/塩) 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機
JAS｡ﾊﾟｽﾀｿｰｽとして約3人分｡温めてﾊﾟｽﾀにかけるか和えるだけでｱﾝﾁｮﾋﾞの旨味がきいた本格的ｱﾗ
ﾋﾞｱｰﾀｿｰｽをお召し上がりいただけます｡料理ｿｰｽ･ｸﾗｯｶｰのﾃﾞｨｯﾌﾟなど幅広いお料理に｡

￥650 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機(ﾄﾏﾄ/食用ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾊﾞｼﾞﾙ/ｾﾛﾘ)/ｲﾀﾘｱ産塩 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ﾊﾟｽﾀｿ
ｰｽとして約3人分｡温めてﾊﾟｽﾀにかけるか和えるだけでｼﾝﾌﾟﾙで伝統的なおいしい本格派ﾄﾏﾄﾊﾞｼﾞﾙｿ
ｰｽをお召し上がりいただけます｡料理ｿｰｽ､ｸﾗｯｶｰのﾃﾞｨｯﾌﾟなど幅広くご利用いただけます｡栄養成
分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ62kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質1.8g/脂質4.1g/炭水化物4.5g/ﾅﾄﾘｳﾑ387mg

38744 植物素材のデミグラス風ソース(ﾌﾚｰｸﾀｲﾌﾟ) 120g

51944 有機ホールトマト缶 400g

51945 有機ダイストマト缶 400g

38517 有機トマトピューレ バジル葉入り 350g

38519 有機パスタソース アラビアータ 300g

38518 有機トマトソース トマト&バジル 300g

52493 有機パスタソース トマト&ナス 300g

52494 有機パスタソース トマト&ズッキーニ 300g

￥650 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週

ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機(ﾄﾏﾄ/ﾅｽ/ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ｾﾛﾘ)/ｲﾀﾘｱ産食塩 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ﾊﾟｽﾀｿｰｽと
して約3人分｡ｲﾀﾘｱ中部ｴﾐｰﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬ州で有機栽培されたﾄﾏﾄを主原料に香ばしく焼いたﾅｽを加えて
昔ながらの優しいﾏﾝﾏ(お母さん)の味に仕上げました｡温めてﾊﾟｽﾀｿｰｽとして､またお好みの野菜
を加えてｶﾎﾟﾅｰﾀ､ﾗﾀﾄｩｲﾕなどの煮込み作りや､肉や魚のｿｰｽとして様々なお料理にもご利用いただ

￥650 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ
原:ｲﾀﾘｱ産有機(ﾄﾏﾄ/ｽﾞｯｷｰﾆ/ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ｾﾛﾘ)/ｲﾀﾘｱ産食塩/ｽﾘﾗﾝｶ産有機ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ 説:製造工場
地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ﾊﾟｽﾀｿｰｽとして約3人分｡ｲﾀﾘｱ中部ｴﾐｰﾘｱ･ﾛﾏｰﾆｬ州で有機栽培されたﾄﾏﾄを主原料に
香ばしく焼いたｽﾞｯｷｰﾆを加えて昔ながらの優しいﾏﾝﾏ(お母さん)の味に仕上げました｡温めてﾊﾟｽ
ﾀｿｰｽとして､またお好みの野菜を加えてｶﾎﾟﾅｰﾀ､ﾗﾀﾄｩｲﾕなどの煮込み作りや､肉や魚のｿｰｽとして

￥340 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:国産ﾋﾄｴｸﾞｻ/国産ｱﾏﾉﾘ/本醸造醤油/三温糖/酵母ｴｷｽ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.0~
1.2Bq/kgで不検出｡国産のりを100％使用した風味豊かなのりの佃煮です｡

￥600 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:国産梅/塩 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.4Bq/kgで不検出｡丹精込めて特別栽培
された南高梅だけを使用し､平釜でじっくり煮詰めたﾆｶﾞﾘを残した塩で丁寧に漬け込み､天日
干しした梅干しです｡

5607 のり佃煮（岩のり入） 95g

46426 国内産特別栽培 南高梅梅干し 白干 120g

5602 福神漬 80g

36176 愛媛産牛 無塩せきコンビーフ 80g

￥236 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:大根/茄子/胡瓜/ﾅﾀ豆/蓮根/ｼｿの葉/生姜/醤油/砂糖/米酢/味の母発酵調味料 説:放射能検査結果
(2012.6.18):検出限界1.6~1.8Bq/kgで不検出｡7種類の国産野菜を使用した化学調味料･着色料無添加
の福神漬け｡野菜の旨味を大切にし､ｴｷｽ類や動物性原料も使用しておりません｡

54044 創健 ノンオイル オーツナフレーク

90g

￥900 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:国産牛肉/国産牛脂/ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ油/自然塩/鹿児島産粗糖/発酵調味料(小麦･大豆含む)/酵母ｴｷｽ/香辛料
説:ﾌﾞﾘｷ缶入｡愛媛産牛を100％使用したこだわりの無塩せき（亜硝酸などの発色剤を使用し
ない）ｺﾝﾋﾞｰﾌ｡肉本来の食感､風味を生かしました｡炒め物､焼き飯､ｵﾑﾚﾂ､ﾊﾟｽﾀ､ｻﾗﾀﾞなど様々なお
原 : び 料理にお使いいただけます｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界0.9~1.4Bq/kgで不検出｡
ん長まぐろ(日本太平洋中部)/食塩(ｲﾀﾘｱ) 説:製造工場地:静岡｡放射性物質測定結果
常

￥380 (18.7.31現在):検出下限値(I-131)2.3Bq/kg･(Cs-137)2.9Bq/kg･(Cs-134)2.9Bq/kgで不検出｡旬に
とれたびん長まぐろを南ｲﾀﾘｱの海水を長時間かけて天日乾燥させた｢地中海の天日塩｣のみ

温

1080 毎号 翌々
日
週

ノンオイル オーツナフレーク
旬にとれたびん長まぐろを南イタリアの海水を長時間かけて天日乾燥させた「地中海の天日塩」
のみでまろやかに水煮にしました。油を使わず素材の風味を大切にしています。
フレークタイプで使いやすく、サラダ・サンドイッチ・パスタなど幅広くお使いいただけます。
地中海の天日塩とは南イタリアの海水を現地の伝統的な天日塩田製法（海水を塩田の砂浜にくみ
上げて天日乾燥させる伝統的な製塩法）で長時間かけて乾燥・結晶化したこだわりの天日塩です。
原:鶏肉(宮崎･兵庫･鳥取･徳島等)/食塩(赤穂近海海水使用) 説:製造工場地:兵庫｡国産鶏の
胸肉を使用し､おいしさにこだわった常温できるｻﾗﾀﾞﾁｷﾝです｡鶏肉の余分な水分だけを落
として､栄養成分と旨味を残す当社独自の特許製法により無添加で美味しいｻﾗﾀﾞﾁｷﾝを実現

常 360日 毎号 翌々
温
週

原:鶏肉(宮崎･兵庫･鳥取･徳島等)/食塩(赤穂近海海水使用)/ｶﾚｰ粉(ﾀｰﾒﾘｯｸ(ｲﾝﾄﾞ)/ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ(ﾓﾛｯ

常 360日 毎号 翌々
温
週

54037 ｳﾁﾉ サラダチキン（プレーン）

100g

￥320

54039 ｳﾁﾉ サラダチキン（カレー）

100g

￥320 ｺ)/ｸﾐﾝ(ｲﾝﾄﾞ)/ﾌｪﾈｸﾞﾘｰｸ(ｲﾝﾄﾞ)/胡椒(ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/赤唐辛子(中国)/ﾁﾝﾋﾟ(日本･中国)/その他
香辛料(中国)) 説:製造工場地:兵庫｡国産鶏の胸肉を使用し､おいしさにこだわった常温で

サラダチキン（プレーン）
国産鶏の胸肉を使用し、おいしさにこだわった常温できるサラダチキンです。鶏肉の余分な
水分だけを落として、栄養成分と旨味を残す当社独自の特許製法により無添加で美味しい
サラダチキンを実現しました。1個で30gのタンパク質摂取が可能です。脂質や糖質も極めて
少ないのでヘルシー志向の方におすすめです。そのままでも温めても美味しく召し上がれます。
サラダチキン（カレー）カレー味でスパイシーに仕上げました。
原:2合用(2~3人前)/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾚﾝｺﾝ/ｶﾝﾋﾟｮｳ/ｼｲﾀｹ/道産ﾋﾞｰﾄ糖/酢/油揚げ/海水塩/国産醤油/国産

38334 創健 国産野菜の五目ちらし寿司

150g

￥490 塩目 /ちﾀ ｲら･ し国 寿産 鰹司 ｴのｷ素ｽ / ｡欧ご州は産ん酵に母混ｴ ｷぜｽ る だ説 :け国で産や野さ菜し･ 国い産酸大味豆･ ま油ろ揚やげか･ 有な機味純わ米い酢･ 上で 品仕 な上 香げ たり 五が

180g

￥340 青唐 森辛 産子 鶏 肉説 /: 有放 機射 紅能 花検 油査 /結沖果縄(産2 0砂1 2糖. 6/.澱1 8粉) :/検ｺ ﾞ出ﾏ 油限/界味1噌. 5/~ﾎ ﾀ1ﾃ.ｴ8ｷBｽq/ /ﾗkｰgｼでﾞ ｬ不ﾝ /検酵出母｡ｴ豆ｷ ｽ腐/ 食を塩一/丁米ご酢用/ 赤

原:国産･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産ﾀﾏﾈｷﾞ/国産ﾆﾝﾆｸ/国産生姜/国産長ﾈｷﾞ/醤油(国産大豆･国産小麦含む)/

1622 創健 麻婆豆腐の素（ﾚﾄﾙﾄ）

常 360日 毎号 翌々
温
週
常 1年半 毎号 翌々
温
週

国産野菜の五目ちらし寿司
国産野菜・国産大豆油揚げ・有機純米酢で仕上げた五目ちらし寿司の素。ごはんに混ぜるだけで
やさしい酸味・まろやかな味わい・上品な香りが引き立つ本格的なちらし寿司に仕上がります。

麻婆豆腐の素（レトルト）
豆腐を一丁ご用意いただくだけで、ご家庭で本格的な麻婆豆腐がお楽しみいただける素材ソースです。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

原:ﾆﾝｼﾞﾝ(北海道産)/ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(北海道産)/ﾀﾏﾈｷﾞ(北海道産)/ﾆﾝﾆｸ(青森産)/生姜(青森産)/紅花油

48863 創健 植物素材のキーマ風カレー（中辛）ﾚﾄﾙﾄ

170g

￥390 (ｱﾒﾘｶ又はﾒｷｼｺ)/ﾆﾝｼﾞﾝﾍﾟｰｽﾄ(北海道産)/ｼﾞｬｶﾞｲﾓﾍﾟｰｽﾄ(北海道産)/ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(ｱﾒﾘｶ産有機ﾄﾏﾄ/
砂糖(国産)/小麦使用穀物酢(国産)/海水塩(中国産)/有機香辛料(中国･ｲﾝﾄﾞ他海外産)/有機ﾀﾏﾈ

140g

￥390 ﾏﾈ(北海道産)/ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(ｲﾀﾘｱ産)/大豆ﾀﾝﾊﾟｸ(かるなぁ国産大豆使用)/野菜ｴｷｽ(中国産ｵﾆｵﾝｴｷｽ
/中国産人参ｴｷｽ/日本･中国産ｾﾛﾘｴｷｽ)/酵母ｴｷｽ(大分産酵母ｴｷｽ/鹿児島産甘藷由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/

原:ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ産)/ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ･ﾄﾙｺ･中国･米国等産)/水飴(鹿児島産甘藷澱粉)/ﾀ

48864 創健 植物素材のボロネーゼ風ﾊﾟｽﾀｿｰｽ（ﾚﾄﾙﾄ）

常 1年半 毎号 翌々
温
週
常 1年半 毎号 翌々
温
週

植物素材のキーマ風カレー（中辛）レトルト
肉類不使用、植物素材だけで深い味わいとコクを引き出したキーマタイプのベジタブルカレーです。
国産大豆の大豆ミートをひき肉状にし使用。素材の味を大切に化学調味料・乳化剤・着色料・酸味料は
使用しておりません。おいしさにこだわりながらコレステロールゼロ、トランス脂肪酸ゼロを実現。

植物素材のボロネーゼ風パスタソース(レトルト)
トマト、タマネギ、ニンニク、イタリア産エキストラバージンオリーブオイルなど植物素材のみを使用。
国産大豆を使用した大豆タンパクをひき肉状にし具材に使用したボロネーゼ（ミートソース）タイプの
パスタソースです。大豆ミート（大豆タンパク）は鶏肉のような食感、すぐれたおいしさが特徴です。

42388 国産野菜の五目炊込み御飯の素 2合用

1101 有機栽培ｺｺｱ使用ミルクココア 16g 5 1袋

￥450 常温 賞味：1年半 毎号 翌々週
創健
原:国産(ｺﾞﾎﾞｳ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾚﾝｺﾝ/ｺﾝﾆｬｸ/ｼｲﾀｹ)/鹿児島産粗糖/丸大豆本醸造醤油/食塩/ﾐﾘﾝ/和風調味料(ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/
乳糖/食塩/煮干ｴｷｽ/鰹節ｴｷｽ/昆布ｴｷｽ/酵母ｴｷｽ/粉末醤油/発酵調味料/澱粉)/米酢/有機紅花油 説:放射
能検査結果(2012.6.18):検出限界1.2~1.6Bq/kgで不検出｡国産野菜を風味豊かな和風だしで仕上げた
五目炊き込みご飯の素です｡2合のお米に混ぜて炊くだけで手軽にお楽しみいただけます｡

￥420 常温 賞味：1年 毎号 翌々週
創健
原:砂糖/有機ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ/脱脂粉乳/食塩/貝ｶﾙｼｳﾑ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.7~2.2Bq/kg
で不検出｡有機栽培のｶｶｵ豆100％のｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰにきび砂糖と自然塩で仕上げたｺｸのあるﾐﾙｸｺｺｱで
す｡

￥690 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:ﾄﾞﾐﾆｶ産有機栽培ｺｺｱ 説:有機栽培のｶｶｵ豆を原料に､なめらかで風味豊かなｺｺｱに仕上げまし
た｡ﾄﾞﾐﾆｶ共和国で有機栽培されたｶｶｵ豆はｺｺｱの本場ｵﾗﾝﾀﾞで加工されています｡放射能検査結果
(2012.6.18):共通原料である有機栽培ﾐﾙｸｺｺｱで検査｡検出限界1.7~2.2Bq/kgで不検出｡

￥320 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:国産大麦 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界4.3~4.9Bq/kgで不検出｡国内産の六条大麦を
遠赤外線焙煎し､冷水に入れるだけで簡単に国内産ならではの深みのある香り高い麦茶が出来
上がります｡夏はｱｲｽで､冬はﾎｯﾄで｡冷水･煮出し兼用｡

1100 有機栽培カカオ豆100％使用ココア(缶入) 80g

7328 石川県産六条大麦麦茶 10g 16 1袋

28450 九州産古代米使用 五穀大黒茶 15g 16 1袋

1657 五穀せんべい しょうゆ味 90g

￥410 常温 賞味：2年 毎号 翌々週
創健
原:国産(大麦/黒米/玄米/ﾓﾁｱﾜ)/ﾀｲ産ﾊﾄﾑｷﾞ/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾓﾁｷﾋﾞ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.2~
5.0Bq/kgで不検出｡黒米をはじめとする五穀をじっくりと焙煎し､ﾊﾟｯｸ詰めしました｡冷水･煮出し
兼用｡

￥310 常温 賞味：4ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産うるち玄米/ﾍﾟﾙｰ産ｱﾏﾗﾝｻｽ/ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ･中南米産白ｺﾞﾏ/ﾀｲ産ﾊﾄﾑｷﾞ/岩手産稗/たまり醤油/醤油(大
豆･小麦含む)/麦芽糖/馬鈴薯澱粉 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界3.1~4.6Bq/kgで不検出｡5
種類の穀物を混ぜ合わせて焼き上げ､まろやかでｺｸのあるたまり醤油と風味豊かな本醸造醤油
をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした独自のﾀﾚで味付けしたおせんべいです｡

1656 五穀せんべい しお味 90g

46436 手造り農場 白胡麻（玄米せんべい） 100g

￥310 常温 賞味：3ヶ月 毎号 翌々週

￥290 常温 賞味：4ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産ｳﾙﾁ玄米/ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ･中南米産白ｺﾞﾏ/本醸造醤油/麦芽糖/澱粉 説:国産うるち玄米に白ｺﾞﾏを
たっぷり混ぜ合わせ丹念に焼き上げ､金笛本醸造醤油で味つけした､ｺﾞﾏの風味豊かな玄米せん
べいです｡放射能検査結果(2012.6.18※同一原料である黒ｺﾞﾏせんべいで検査):検出限界2.7~
4.1Bq/kgで不検出｡

創健
原:国産うるち玄米/ﾍﾟﾙｰ産ｱﾏﾗﾝｻｽ/ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ･中南米産白ｺﾞﾏ/ﾀｲ産ﾊﾄﾑｷﾞ/国産稗/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産菜種油/胡麻油/
食塩 説:5種類の穀物を混ぜ合わせ､独自の火加減で丹念に焼き上げたおせんべいです｡

46437 手造り農場 黒胡麻（玄米せんべい） 100g

1336 ひえコロコロ 50g

￥290 常温 賞味：4ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産ｳﾙﾁ玄米/ﾐｬﾝﾏｰ産黒ｺﾞﾏ/本醸造醤油/麦芽糖/澱粉 説:国産うるち玄米に黒ｺﾞﾏをたっぷり混
ぜ合わせ丹念に焼き上げ､金笛本醸造醤油で味つけした､ｺﾞﾏの風味豊かな玄米せんべいです｡
放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.7~4.1Bq/kgで不検出｡

￥260 常温 賞味：6ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:ｲﾝﾄﾞ産うるちﾋｴ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界1.9~2.4Bq/kgで不検出｡精白したﾋｴをｱﾙ
ﾌｧｰ化しただけの素朴なお菓子｡ｻｸｻｸしたｽﾅｯｸとしてお召し上がりいただけます｡

1650 揚げ小丸 100g

5869 黒米入り ごまふりかりんとう 115g

￥220 常温 賞味：4ヶ月 毎号 翌々週
創健
原:国産ｳﾙﾁ米/米油/ﾊﾟｰﾑ油/丸大豆醤油/北海道産甜菜糖/国産馬鈴薯澱粉 説:放射能検査結果
(2012.6.18):検出限界3.1~4.8Bq/kgで不検出｡国内産うるち米を植物油で香ばしくｶﾗｯと揚げた生地
に丸大豆醤油と甜菜糖のみで味つけした一口ｻｲｽﾞの揚げせんべいです｡

￥230 常温 賞味：90日 毎号 翌々週
創健
原:国産小麦粉/黒砂糖/ｻﾄｳｷﾋﾞ粗糖/国産米油/外国産黒胡麻/国産麦芽水飴/ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ(ﾊﾟｰﾑ油･米油)/国
産黒米粉/国産ﾊﾄ麦粉/ｲｰｽﾄ 説:放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.4~3.5Bq/kgで不検出｡国内産小
麦粉に黒ｺﾞﾏをたっぷりと練り込んだｻｸｻｸ香ばしいかりんとうです｡黒米､ﾊﾄ麦も加えています｡

43379 かぼちゃカンパン 缶入 110g

58269 かぼちゃカンパン 80g

￥385 常温 賞味：1080日 毎号 翌々週
北海道
原:小麦粉(北海道)/甜菜糖(北海道)/ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ(ﾊﾟｰﾑ油:ﾏﾚｰｼｱ/菜種油:ｶﾅﾀﾞ)/かぼちゃ粉末(北海道)/ｺﾞﾏ(ﾐｬﾝ
ﾏｰ)/食塩(国内産)/小麦ﾀﾝﾊﾟｸ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･国内産)/ｲｰｽﾄ(国内産) 説:北海道産の小麦､甜菜糖､
かぼちゃ粉末を使用して香ばしく焼き上げました｡緊急時の保存食･非常食にも最適です｡

￥220 常温 賞味：300日 毎号 翌々週
北海道
原:小麦粉(北海道)/甜菜糖(北海道)/ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ(ﾊﾟｰﾑ油:ﾏﾚｰｼｱ/菜種油:ｶﾅﾀﾞ)/かぼちゃ粉末(北海道)/ｺﾞﾏ(ﾐｬﾝ
ﾏｰ)/食塩(国内産)/小麦ﾀﾝﾊﾟｸ(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･国内産)/ｲｰｽﾄ(国内産) 説:北海道産の小麦､甜菜糖､
かぼちゃ粉末を使用して香ばしく焼き上げました｡緊急時の保存食･非常食にも最適です｡
原:米粉(米(宮崎))､米飴(米(国内産)､大麦麦芽(ｶﾅﾀﾞ))､菜種油(ｶﾅﾀﾞ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ﾋﾖｺ豆粉(ｲﾝﾄﾞ)､

59216 創健 ひよこ豆粉のヒトクチBIS（ﾌﾟﾚｰﾝ）

40g

説:※固さは通常のﾋﾞｽ
￥330 砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島､沖縄))､ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ)､玄米胚芽(国内産)
ｹｯﾄよりも少し噛み応えがあります｡香ばしくやさしい甘さの焼き菓子｡1個当たりの大き

常 300日 毎号 翌々
温
週

ひよこ豆粉のヒトクチBIS 固さは通常のビスケットよりも少し噛み応えがあります。香ばしくやさしい甘さの焼き菓子。
（プレーン）1個当たりの大きさ：約タテ1cm ヨコ2cm 高さ0.8cm「直方体」の一口サイズ。
原:米粉(米(宮崎))､米飴(米(国内産)､大麦麦芽(ｶﾅﾀﾞ))､ﾋﾖｺ豆粉(ｲﾝﾄﾞ)､菜種油(ｶﾅﾀﾞ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､

59217 創健 ひよこ豆粉のヒトクチBIS（ｷｬﾛﾌﾞ）

40g

￥330 砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島､沖縄))､有機ｷｬﾛﾌﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾀﾘｱ)､ｱｰﾓﾝﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ)､ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ(しらぬい
(和歌山)､砂糖(鹿児島))､玄米胚芽(国内産) 説:※固さは通常のﾋﾞｽｹｯﾄよりも少し噛み応え

常 300日 毎号 翌々
温
週

ひよこ豆粉のヒトクチBIS 固さは通常のビスケットよりも少し噛み応えがあります。有機キャロブパウダーとしらぬいマーマレード
（キャロブ）を練り込んだ焼き菓子。ココアにも似たキャロブのほろ苦い甘みと柑橘系の香りが引き立つさわやかな
味わい。1個当たりの大きさ：約タテ1cm ヨコ2cm 高さ0.8cm「直方体」の一口サイズ。
原:有機小麦(ｲﾀﾘｱ)/有機甘蔗糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機食用ｵﾘｰﾌﾞ油(ｲﾀﾘｱ)/有機ｱｯﾌﾟﾙﾋﾟｭｰﾚ(ｲﾀﾘｱ)/有機

52218 ﾎﾞｰｱﾝﾄﾞﾎﾞﾝ 有機小麦のﾋﾞｽｹｯﾄ ｱｯﾌﾟﾙ＆ｷｬﾛｯﾄ

120g

説:製造工場地:ｲﾀﾘ
￥400 ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ(ｲﾀﾘｱ)/有機人参(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾊﾞﾆﾗﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾀﾘｱ)/膨張剤(ｲﾀﾘｱ)
ｱ｡有機JAS認定品｡卵･乳製品不使用｡有機小麦を使用したかわいい星型のﾋﾞｽｹｯﾄです｡りん

120g

￥400 ｳ麦ﾀをﾞ ｰ使( ｲ用ﾀ ﾘしｱ )た/ 膨か張わ剤い( ｲいﾀ 星ﾘ ｱ型) の説ﾋ :ﾞ製ｽ ｹ造ｯ 工ﾄ で場す地｡:ｺｲ ｺﾀ ｱﾘ ｱが｡香有 ば機 しJ AくS 認ど定こ品か｡懐卵か･ 乳し製い品風不味使が用特｡徴有で機 小

原:有機小麦(ｲﾀﾘｱ)/有機甘蔗糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機食用ｵﾘｰﾌﾞ油(ｲﾀﾘｱ)/有機ｺｺｱ(ｽﾍﾟｲﾝ)/有機ﾊﾞﾆﾗﾊﾟ

52219 ﾎﾞｰｱﾝﾄﾞﾎﾞﾝ 有機小麦のﾋﾞｽｹｯﾄ ｺｺｱ風味
52220 ﾎﾞｰｱﾝﾄﾞﾎﾞﾝ 有機小麦のﾋﾞｽｹｯﾄ あわ入り

120g

￥400

原:有機小麦(ｲﾀﾘｱ)/有機甘蔗糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機食用ｵﾘｰﾌﾞ油(ｲﾀﾘｱ)/有機あわ(ｲﾀﾘｱ)/有機ﾊﾞﾆﾗﾊﾟ
ｳﾀﾞｰ(ｲﾀﾘｱ)/膨張剤(ｲﾀﾘｱ) 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS認定品｡卵･乳製品不使用｡有機小
麦を使用したかわいい星型のﾋﾞｽｹｯﾄです｡優しい甘さとしっかりとした歯応えが特徴で

常 450日 毎号 翌々
温
週
常 360日 毎号 翌々
温
週
常 360日 毎号 翌々
温
週

有機小麦のビスケット 有機JAS。卵・乳製品不使用。有機小麦を使用したかわいい星型のビスケット。
アップル＆キャロット りんごとにんじんを入れて焼き上げており、優しい甘さと素朴な風味が特徴です。
ココア風味 ココアが香ばしくどこか懐かしい風味が特徴です。
あわ入り 優しい甘さとしっかりとした歯応えが特徴です。
8743

創健

1031

五穀ドライワッフル 8枚

￥280
毎号
常温

翌々週

賞味：6ヶ月

原:北海道産小麦粉/三温糖/
ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ/岐阜産鶏卵/ﾀｲ産ﾊﾄ
ﾑｷﾞ粉/国産大麦粉/国産稗粉/
南米産ｱﾏﾗﾝｻｽ粉/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産大
豆由来植物ﾚｼﾁﾝ/国産･ｱﾒﾘｶ産
脱脂粉乳/重曹 説:放射能検
査結果(2012.6.18):検出限界
3.7~5.4Bq/kgで不検出｡小
麦､はと麦､大麦､ひえ､ｱﾏﾗﾝｻｽ
をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした生地を香ばしく

創健

840

創健

841

創健

5868

創健

ポテトチップス うす塩味 60g ポテトチップス 野菜コンソメ ポテトチップス バター醤油味 くるみ黒糖 80g
￥185 味 60g
￥185 60g
￥185
毎号
常温

翌々週

賞味：4ヶ月

原:馬鈴薯(非遺伝子組換)/米
油/ﾊﾟｰﾑ油/天塩 説:製造工場
地:茨城｡国産ｼﾞｬｶﾞｲﾓをｺｸの
ある米油と軽い風味のﾊﾟｰﾑ油
でｶﾗｯと揚げています｡ｼﾞｬｶﾞｲ
ﾓの持つ美味しさをこだわり
の焼き塩で引きだしました｡
原則として北海道産じゃがい
もを使用｡時期によって不足
する場合九州産などを使

毎号
常温

翌々週

賞味：4ヶ月

原:馬鈴薯(非遺伝子組換)/米
油/ﾊﾟｰﾑ油/ﾌﾞﾄﾞｳ糖/ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ/
野菜ｴｷｽﾊﾟｳﾀﾞｰ/食塩/香辛料/
発酵調味料(小麦含む)/酵母ｴｷ
ｽ/粉末醤油(大豆(非遺伝子組
換)･小麦含む) 説:製造工場
地:茨城｡玉葱･ｷｬﾍﾞﾂなどの野
菜を白ｺｼｮｳ･ｾﾛﾘｼｰﾄﾞ(ｾﾛﾘの種
で､香り付けに使用していま
す)などの香辛料で引き立て
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毎号
常温

翌々週

賞味：4ヶ月

原:国産馬鈴薯(非遺伝子組
換)/米油/ﾊﾟｰﾑ油/ﾊﾞﾀｰﾊﾟｳﾀﾞｰ/
乳糖/ﾌﾞﾄﾞｳ糖/食塩/発酵調味
料(小麦含む)/酵母ｴｷｽ/粉末醤
油(大豆(非遺伝子組換)･小麦
含む)/脱脂粉乳 説:製造工場
地:茨城｡ﾊﾞﾀｰのやさしい風味
と醤油のおいしさが､お口の
中で広がります｡国産ｼﾞｬｶﾞｲﾓ
をｺｸのある米油と軽い風味の

￥395
毎号
常温

翌々週

賞味：120日

原:ｱﾒﾘｶ産ｸﾙﾐ/沖縄黒糖 説:
放射能検査結果(2012.6.18):
検出限界1.7~2.3Bq/kgで不
検出｡ｸﾙﾐの香ばしさと沖縄産
黒糖の甘さがﾏｯﾁした素朴な
お菓子｡

※表示価格は全て税抜き価格です。

YOUゆう21スペシャル（翌々週）
はさみこみチラシをご覧ください！ こちらの商品は翌々週お届けです
ちらしURL http://www.chirorin.co.jp/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm
１ページ

59328 YOU more hot暖暖あったかロング節電マット

1枚

￥4,980

55826 YOU 薄伸暖衣シルキープラス/丸首 ﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 55823 YOU 夜用快眠ウォーマー ｵﾚﾝｼﾞ

1組

￥1,980

55827 YOU 薄伸暖衣シルキープラス/丸首 ﾜｲﾝ

1枚

￥2,980 55824 YOU 夜用快眠ウォーマー ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

1組

￥1,980

55828 YOU 薄伸暖衣シルキープラス/タートル ﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 55825 YOU 夜用快眠ウォーマー ﾜｲﾝ

1組

￥1,980

55829 YOU 薄伸暖衣シルキープラス/タートル ﾜｲﾝ

1枚

￥2,980 58116 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾌﾞﾗｯｸS

1足

￥2,980

57236 YOU 薄伸暖衣ｼﾙｷｰﾌﾟﾗｽ(ｱﾝﾀﾞｰｽﾊﾟｯﾂ) ﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 58117 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾌﾞﾗｯｸM

1足

￥2,980

57237 YOU 薄伸暖衣ｼﾙｷｰﾌﾟﾗｽ(ｱﾝﾀﾞｰｽﾊﾟｯﾂ) ﾜｲﾝ

1枚

￥2,980 58118 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾌﾞﾗｯｸL

1足

￥2,980

42107 YOU スペースエレガントウォーマー ﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥1,600 58119 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾌﾞﾗｯｸLL

1足

￥2,980

59322 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Mﾌﾞﾗｯｸ

1足

￥3,980 58120 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾜｲﾝS

1足

￥2,980

59323 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Lﾌﾞﾗｯｸ

1足

￥3,980 58121 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾜｲﾝM

1足

￥2,980

59324 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Mﾁｮｺ

1足

￥3,980 58122 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾜｲﾝL

1足

￥2,980

59325 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Lﾁｮｺ

1足

￥3,980 58123 YOU 国産やみつき暖かｻﾝﾀﾞﾙ 花柄 ﾜｲﾝLL

1足

￥2,980

59326 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Mｸﾞﾚｰ

1足

￥3,980 58124 YOU 寒がりさんの冬ぽか巻きｽｶｰﾄ ﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980

59327 YOU 滑りにくいあったかﾚｲﾝﾎﾞｱﾌﾞｰﾂ Lｸﾞﾚｰ

1足

￥3,980

57048 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Mﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 41680 YOU 重曹電解クリーナー 300枚入

1個

￥3,800

57049 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Lﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 49783 YOU ココスクリーン洗濯機用

1個

￥1,886

57050 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ LLﾌﾞﾗｯｸ

1枚

￥2,980 46010 YOU ダニ取りシート（抗アレルゲン剤配合）

1枚

￥1,200

57051 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Mﾁｪｯｸ

1枚

￥2,980 53933 YOU ダニ取りシート（抗アレルゲン剤配合）

3枚

￥3,000

57052 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Lﾁｪｯｸ

1枚

￥2,980 50561 YOU ふんわりワイパーシート50枚ﾛｰﾙ･ﾌﾞﾙｰ

1個

￥890

57053 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ LLﾁｪｯｸ

1枚

￥2,980 58250 YOU エアコンスキマキーレー

1個

￥780

57054 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Mｸﾞﾚｰ系

1枚

￥2,980 58251 YOU エアコンスキマキーレー スペア

1個

￥470

57055 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ Lｸﾞﾚｰ系

1枚

￥2,980 58075 YOU いろいろ使える ゴシゴシブラシ

2色組

￥580

57056 YOU 脚長ｼﾙｴｯﾄのﾌｶﾌｶ裏起毛ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ LLｸﾞﾚｰ系

1枚

￥2,980 56005 YOU ふしぎクロス

4色組

￥1,580

58345 YOU 「疲労回復」ﾎｸﾞｽﾀｲﾙ好調腹巻 ﾍﾞｰｼﾞｭ

1枚

￥3,980

58346 YOU 「疲労回復」ﾎｸﾞｽﾀｲﾙ好調腹巻 ﾋﾟﾝｸ

1枚

￥3,980 57461 YOU aikata 両口ステンレス雪平鍋

18cm

￥5,000

57462 YOU aikata 両口ステンレス雪平鍋

20cm

￥6,000

２ページ

３ページ

４ページ

58549 YOU 菊池先生の腰部骨盤ベルト ﾌﾞﾗｯｸ M

1個

￥3,600 57463 YOU aikata 両口ステンレス雪平鍋用蓋

18cm

￥2,000

58550 YOU 菊池先生の腰部骨盤ベルト ﾌﾞﾗｯｸ L

1個

￥3,600 57464 YOU aikata 両口ステンレス雪平鍋用蓋

20cm

￥2,500

58551 YOU 菊池先生の腰部骨盤ベルト ﾌﾞﾗｯｸ LL

1個

￥3,600 56924 YOU 3WAYサポートラック スクエア

1個

￥4,300

41835 YOU ふわふわぽかぽか快適 ﾌﾞﾗｯｸM

1個

￥1,886 56919 YOU 料理のいろは 油はね防止ネット

1個

￥2,700

41836 YOU ふわふわぽかぽか快適 ﾌﾞﾗｯｸL

1個

￥1,886 57457 YOU ﾌﾟﾛ仕様のﾋﾟｱﾉ線を使ったｽﾘﾑな泡立て

1個

￥1,600

41837 YOU ふわふわぽかぽか快適 ｸﾞﾚｰM

1個

￥1,886 57458 YOU ボウルにのせて使える水切りトレー

15cm

￥2,700

41838 YOU ふわふわぽかぽか快適 ｸﾞﾚｰL

1個

￥1,886 57459 YOU ボウルにのせて使える水切りトレー

18cm

￥3,000

58073 YOU ふわふわぽかぽか快適 ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸM

1足

￥1,886 51577 YOU EAトCO(イートコ) Oros(オロス) S

1個

￥2,000

58074 YOU ふわふわぽかぽか快適 ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸL

1足

￥1,886 58248 YOU EAトCO Cutlery Hasami（ｲｰﾄｺ ｶﾄﾗﾘｰﾊｻﾐ）

1個

￥4,500

商品番号

シャボン玉石けん

ハミガキ（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

ちらしURL
はさみこみチラシをご覧ください！ http://www.chirorin.co.jp/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm
22214 ｼｬﾎﾞﾝ玉 せっけんハミガキ

セール!

50984 ｼｬﾎﾞﾝ玉 こどもせっけんハミガキ

セール!

原:炭酸ｶﾙｼｳﾑ/ｼﾘｶ/水/ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ/ｾﾙﾛｰｽｶﾞﾑ/ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ/せっけん素地/香料

説:製造工場地:福岡｡

￥400→ 140g ▼￥360 ｼ一ｬ切ﾎ ﾞ使ﾝ 玉用無し添て加い石まけせんん素の地でを､ 安使心用しし てた おせ 使っ いけ いん たﾊ ﾐだｶ ﾞけｷ でますす｡｡合天成然界の面ﾍ ﾟ活ﾊ 性ﾟ ｰ剤ﾐ ﾝ､ﾄｻでｯ ｶ爽ﾘ ﾝ快､ 感防 を腐 剤お を楽
￥420→ 50g ▼￥399

説:天然由来の香味料100％みかん味のこども向けせっけんはみがきです｡発泡剤に合成
界面活性剤を使用していません｡ 成分:清掃剤(炭酸Ca)､潤滑剤(ｸﾞﾘｾﾘﾝ)､水､清掃剤(ｼﾘｶ)､p
Ｈ調整剤(ｸｴﾝ酸Na)､発泡剤(石けん素地)､粘結剤(ｶﾗｷﾞｰﾅﾝ)､清涼剤(ﾊｯｶ油)･ﾁｮｳｼﾞ花油､香味

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

せっけんハミガキ

こどもせっけんハミガキ

シャボン玉無添加石けん素地を使用したせっけんハミガキです。
合成界面活性剤、サッカリン、防腐剤を一切使用していませんので、
安心してお使いいただけます。天然のペパーミントで爽快感を
お楽しみください。使用後、味覚も損ないません。

天然由来の香味料100％みかん味の
こども向けせっけんはみがきです。
発泡剤に合成界面活性剤を使用して
いません。

49043 ｼｬﾎﾞﾝ玉 薬用せっけんハミガキ・スペアミント ￥500→

セール!
80g

原:清掃剤(重質炭酸ｶﾙｼｳﾑ)/有効成分(塩化ﾅﾄﾘｳﾑ)/湿潤剤(ｿﾙﾋﾞｯﾄ液･濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ)/粘結剤(ｷﾀﾝｻﾝ

▼￥475 ｶ塩ﾞでﾑ ･歯無肉水炎ｹ ｲ､酸歯) /周発炎泡を剤予( 石防け｣ ん天用然素塩地で)歯/ 香ぐ味き剤を( ﾊひｯ ｶき油し･ ｽめﾍ ､ﾟ ｱ歯ﾐ 肉ﾝ ﾄ炎) / P､ H歯調周整炎剤を( 防ｸ ｴぎﾝ 酸､ 口) 臭説も: ｢予天防然

対
外

̶

毎号

翌週

翌週

翌週

薬用せっけんハミガキ・スペアミント
「天然塩で歯肉炎、歯周炎を予防」
天然塩で歯ぐきをひきしめ、歯肉炎、歯周炎を防ぎ、口臭も予防します。
ラウリル硫酸ナトリウムなどの合成界面活性剤、パラベンなどの防腐剤は使用していません。
発泡剤には無添加石けんを使用しています。泡立ちすぎずマイルドな塩辛さなのでしっかりとブラッシングでき、
健康で白い歯を育みます。天然のスペアミント香料を使用しています。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

シャボン玉石けん（翌週）

商品番号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

良質な天然油脂を苛性ソーダで反応させる方法で、一週間かけて熟成を繰り返しながら作ります。

昔ながらの釜炊き製法ケン化法 丹念に時間をかけて作るため、天然のグリセリンを含み、しっとり感のある高品質の石けんができあがります。
原:水/ｶﾘ石けん素地

43209 ｼｬﾎﾞﾝ玉 バブルガード

300ml

43210 ｼｬﾎﾞﾝ玉 バブルガード 詰替用

250ml

説:製造工場地:福岡｡豊かな泡立ちの泡ﾀｲﾌﾟﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟです｡広島大学ｳ

￥645 ｲ ﾙ ｽ 学 研 究 室 と 共 同 で 開 発 し た 石 け ん 成 分 だ け で ｳ ｲ ﾙ ｽ 除 去 作 用 を 期 待 で き る ﾊ ﾝ ﾄ ﾞ ｿ ｰ ﾌ ﾟ で す ｡
￥450

原:水/ｶﾘ石けん素地 説:製造工場地:福岡｡豊かな泡立ちの泡ﾀｲﾌﾟﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟです｡広島大学ｳ
ｲﾙｽ学研究室と共同で開発した石けん成分だけでｳｲﾙｽ除去作用を期待できるﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟです｡

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

翌週

翌週

バブルガード
豊かな泡立ちの泡タイプハンドソープです。広島大学ウイルス学研究室と共同で開発した
石けん成分だけでウイルス除去作用を期待できるハンドソープです。
説:気になる時に気軽に使える､ふき取りﾀｲﾌﾟのｽﾌﾟﾚｰ式洗浄剤です｡殺菌剤･香料･ｱﾙｺｰﾙ･

58055 ｼｬﾎﾞﾝ玉 ふきふきせっけん バブルガード本体

300ml

￥860 酸ん な化 で防 使止 え剤 ま･ 合す成｡ ｱ界ﾙ 面ｺ ｰ活ﾙ だ性け剤で不は使落用ち｡ 石なけいん汚成れ分ものすみっのきｼりﾝ 洗ﾌ ﾟ浄ﾙ 処し方まです手｡ 9肌9 .に9 ％や除さ菌し(く全､て家の族菌み

250ml

￥560 酸ん な化 で防 使止 え剤 ま･ 合す成｡ ｱ界ﾙ 面ｺ ｰ活ﾙ だ性け剤で不は使落用ち｡ 石なけいん汚成れ分ものすみっのきｼりﾝ 洗ﾌ ﾟ浄ﾙ 処し方まです手｡ 9肌9 .に9 ％や除さ菌し(く全､て家の族菌み

説:気になる時に気軽に使える､ふき取りﾀｲﾌﾟのｽﾌﾟﾚｰ式洗浄剤です｡殺菌剤･香料･ｱﾙｺｰﾙ･

58056 ｼｬﾎﾞﾝ玉 ふきふきせっけん バブルガード詰替

翌週

翌週

ふきふきせっけん バブルガード
気になる時に気軽に使える、ふき取りタイプのスプレー式洗浄剤です。
殺菌剤･香料･アルコール･酸化防止剤･合成界面活性剤不使用。石けん成分のみのシンプル処方で手肌にやさしく、
家族みんなで使えます。アルコールだけでは落ちない汚れもすっきり洗浄します。99.9％除菌(全ての菌を
除菌するわけではありません)、99.99％以上ウイルス不活化(全てのウイルスを不活化するわけではありません)。

台所用石けん

●毎日安心して使える、手にやさしい石けんです。
洗浄力が強く、泡切れがよいので食器やまな板、フキンの汚れをスッキリ落とします。

6759 ｼｬﾎﾞﾝ玉 台所用石けん(固形)
34379 ｼｬﾎﾞﾝ玉 食器洗い機専用パウダー

洗濯用石けん

原:石けん素地(牛脂/ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸） 説:製造工場地:福岡｡純石けん
分99％｡毎日安心して使える､手にやさしい石けんです｡洗浄力が強く､泡切れがよいので食
器やまな板､ふきんの汚れをすっきり落とします｡

対
外

̶

毎号

原:水軟化剤(ｸﾞﾙｺﾝ酸塩)/ｱﾙｶﾘ剤(ｹｲ酸塩)/漂白剤(過炭酸塩)

対
外

̶

毎号

110g

￥145

500g

￥620 分ﾐ ｸ｡ﾛ配ﾝ ま合で成微分細に化ｹ ｲし酸た塩もをの加をえ配た合こしとまでし､ 洗た 浄｡ 最力終が的ｱ ｯにﾌ はﾟ し砂まとし塩たに｡戻原り料まはす海｡の 砂 と 食 塩 で す ｡ 数

説:製造工場地:福岡｡約110回

翌週

翌週

●純石けん分99％なので、化繊、ウール、シルクまで何でも洗え、汚れ落ちは抜群です。
●洗い上がりがとてもソフトなので、柔軟剤はいりません。

粉石けんでの上手な洗濯法
４、石けんが充分溶けた後、洗濯物を入れ、水を足して通常どおり
１、予洗いの励行。汚れの半分以上は水と洗濯機の力で落ちます。
洗濯する（水温が低いと粉石けんが溶けにくいのでお風呂の
２、ぬるま湯または水を洗濯機に3分の1程度水位を低く入れる。
残り湯を利用すると節水にもなります）。
３、粉石けんを分量どおり入れて、洗濯機のスイッチを入れ、
２~３分攪拌する（粉石けんの分量は30リットルの水に35gの割合）。５、充分すすぎ、脱水した後すぐに干す。

44635 ｼｬﾎﾞﾝ玉 粉石けんスノール 紙袋
23348 ｼｬﾎﾞﾝ玉 純植物性 スノール(粉石けん)
6757 ｼｬﾎﾞﾝ玉 スノール(粉石けん)
6758 ｼｬﾎﾞﾝ玉 スノール純石けん（旧:純石けん）

1kg

￥840

2.1kg

￥1680

5kg

￥3640

原:純石けん分99%(脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 説:製造工場地:福岡｡良質の天然油脂を原料にした純石
けん分99%の無添剤石けんです｡天然保湿成分のｸﾞﾘｾﾘﾝによりふっくらと柔らかく洗い上
がるので柔軟剤は必要ありません｡添加剤を一切含まないので木綿や化繊(ﾅｲﾛﾝ､ｱｸﾘﾙ､ﾎﾟﾘｴ
原:石けん素地(ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸） 説:製造工場地:福岡｡純石けん分99
％｡植物油脂を原料とした泡立ちの良さを最大限に生かした石けんです｡洗浄力も優れてい
ます｡
原:石けん素地(牛脂/ﾔｼ油/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸/米ぬか脂肪酸/苛性ｿｰﾀﾞ) 説:製造工場地:福岡｡純
石けん分99％｡木綿･化繊･ｳｰﾙ･ｼﾙｸまでなんでも洗え､汚れ落ちはﾊﾞﾂｸﾞﾝ､洗い上がりがとて
もｿﾌﾄなので柔軟剤は不要です｡中空粒状で溶けやすい｡

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

原:石けん素地(牛脂/ﾔｼ油/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸/米ぬか脂肪酸/苛性ｿｰﾀﾞ)

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

180g
750g

￥520 綿用 い､ 麻た､だ化け学ま繊す維(なｺ ｰどﾋ ｰの､ 紅色 茶柄､物緑､茶白､物果に物も､ 調安味心料しのて汁ごな使ど用にいよたるだｼけﾐ )ま｡ ふすき｡ しんみ､ お抜しきぼとりしのて漂ご 使

原:過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ100％(酸素系)

2212 ｼｬﾎﾞﾝ玉 酸素系漂白剤

説:製造工場地:福岡｡純

￥155 石蔵 庫け ･ん浴分槽9･8ﾀ％ｲ ﾙ｡ ･靴ｶ下ﾞ ﾗ･ｽ足な袋ど･のＹ汚ｼ れｬ ﾂはのｽ襟ﾎ ﾟやﾝ ｼ袖ﾞ口になつ どけ のて 取使 れ用 しに てく 下い さ汚 いれ｡も き れ い に な り ま す ｡ 冷
説:製造工場地:福岡｡漂白､除菌､除臭効果があります｡木

翌週

翌週
翌週

翌週

翌週

酸素系漂白剤
漂白、除菌、除臭効果があります。木綿、麻、化学繊維などの色柄物、白物にも安心してご使用いただけます。
しみ抜きとしてご使用いただけます(コーヒー、紅茶、緑茶、果物、調味料の汁などによるシミ)。
ふきん、おしぼりの漂白、除菌、除臭、茶渋の漂白などにも。冷水より温水の方が早く効果が出ます。
衣類は湯に溶かした濃いめの液を目立たない部分につけて5分ほど置いてお試しになってからお使い下さい。
また衣類に直接かけず、よく溶かしてからお使い下さい。塩素系漂白剤や還元系漂白剤と併用、混合しないで
下さい。水洗いできない繊維には使わないでください。熱湯では使用しないでください。
￥500

原:過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ(酸素系)/石けん分脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ/ｱﾙｶﾘ剤(重曹) 説:製造工場地:福岡｡洗濯槽
の裏のかくれたｶﾋﾞ･汚れを洗浄します｡除菌効果があり洗濯槽を清潔に保ちます｡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
槽､ｽﾃﾝﾚｽ槽のどちらも使えます｡2~3ヶ月に一度の使用をおすすめします｡※ﾄﾞﾗﾑ式は洗濯

対
外

̶

毎号

原:純石けん分30％(脂肪酸ｶﾘｳﾑ/脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ)

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

原:石けん素地(牛脂/ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸） 説:製造工場地:福岡｡純石けん
分99％｡使いやすいﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ｡ﾌｹ､かゆみを防ぎ､頭皮を傷めず毛髪をすこやかに保ちま
す｡石けんｼｬﾝﾌﾟｰ後はｸｴﾝ酸のﾊﾟｳﾀﾞｰﾘﾝｽをご使用ください｡

対
外

̶

毎号

原:ｸｴﾝ酸100％

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

35921 ｼｬﾎﾞﾝ玉 洗たく槽クリーナー

500g

44633 ｼｬﾎﾞﾝ玉 スノール液体タイプ

1000ml

￥1000 (強ｹ いﾝ 化､ 粉法 ･) で固 じ形 っ石 くけ りん 炊の き主 上成 げ分 てで 作あ っる た脂 液肪 酸体 ﾅﾀ ﾄｲ ﾘﾌ ｳﾟ ﾑのを人配と合自し然､に洗優浄し力いを石ｱ ｯけﾌ ﾟんしでますし｡た洗｡浄全力自が動

800ml

￥700 (強ｹ いﾝ 化､ 粉法 ･) で固 じ形 っ石 くけ りん 炊の き主 上成 げ分 てで 作あ っる た脂 液肪 酸体 ﾅﾀ ﾄｲ ﾘﾌ ｳﾟ ﾑのを人配と合自し然､に洗優浄し力いを石ｱ ｯけﾌ ﾟんしでますし｡た洗｡浄全力自が動

原:純石けん分30％(脂肪酸ｶﾘｳﾑ/脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ)

44634 ｼｬﾎﾞﾝ玉 スノール液体（詰替）

シャンプー＆リンス

説:製造工場地:福岡｡天然油脂を釜炊き製法

説:製造工場地:福岡｡天然油脂を釜炊き製法

翌週

翌週

翌週

●フケ・かゆみを防ぎ、頭皮を傷めず毛髪をすこやかに保ちます。
石けんシャンプー後はクエン酸100％のパウダーリンスをご使用下さい。

1330 ｼｬﾎﾞﾝ玉 パウダーシャンプー ボトル
9028 ｼｬﾎﾞﾝ玉 パウダーリンス ボトル

100g

￥1000

150g

￥1000 体 ) で ｼ ｬ ﾝ ﾌ ﾟ ｰ し た 後 ､ お 湯 に 薄 め た ｸ ｴ ﾝ 酸 を 髪 に な じ ま せ ､ 充 分 す す い で く だ さ い ｡

説:製造工場地:福岡｡石けんｼｬﾝﾌﾟｰ用の酸性ﾘﾝｽです｡石けん(粉末･固形･液

原:水/ｶﾘ石けん素地

45303 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 せっけんシャンプー泡タイプ

説:製造工場地:福岡｡地肌に優しくしっかりと頭皮を洗えるのでｺｼが

520ml

￥1020 あき る上 健げ 康て な作髪りをま育しみたま｡ す ｡ 椿 ｵ ｲ ﾙ な ど の 天 然 油 脂 を 原 料 に 釜 炊 き 製 法 ( ｹ ﾝ 化 法 ) で じ っ く り 炊

520ml

￥1020 せに っ刺 け激んがｼ少ｬ ﾝなﾌ ﾟいｰ 弱専 用酸 ﾘ性ﾝ でｽ ですす｡｡ 石 け ん ｼ ｬ ﾝ ﾌ ﾟ ｰ で 開 い た ｷ ｭ ｰ ﾃ ｨ ｸ ﾙ を 閉 じ て ｻ ﾗ ｻ ﾗ 髪 に し ま す ｡ 頭 皮

原:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｸｴﾝ酸/ｸｴﾝ酸/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸｴﾝ酸Na/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ

45305 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 せっけんｼｬﾝﾌﾟｰ専用リンス

説:製造工場地:福岡｡ｼｬﾎﾞﾝ玉無添加

翌週

翌週

翌週
翌週

1334 ｼｬﾎﾞﾝ玉 パウダーシャンプー 詰替用

100g

￥890 45304 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 せっけんｼｬﾝﾌﾟｰ 泡ﾀｲﾌﾟ詰替用

420ml

￥730

1329 ｼｬﾎﾞﾝ玉 パウダーリンス 詰替用

150g

￥890 45306 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 せっけんｼｬﾝﾌﾟｰ専用ﾘﾝｽ 詰替用

420ml

￥730

-20-

※表示価格は全て税抜き価格です。

浴用・化粧石けん

●天然のうるおい成分をそのまま残していますので、しっとりすべすべに洗い上がります。

23346 ｼｬﾎﾞﾝ玉 純植物性 浴用石けん

100g

6763 ｼｬﾎﾞﾝ玉 浴用石けん 3個入

￥150

原:石けん素地(ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸） 説:製造工場地:福岡｡純石けん分99
％｡植物油脂を原料とした泡立ちの良さを最大限に生かした石けんです｡洗浄力も優れてい
ます｡

対
外

̶

毎号

原:石けん素地(牛脂/ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸）

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

￥435 分ま 9す9｡％無｡添天加然ののやうさるしおさいを成体分感をしそてのくま だま さ残 いし ｡て い ま す の で ､ し っ と り す べ す べ に 洗 い 上 が り

100g

￥220 分の 9価9格％に｡ 浴な用っ石てけいんまよすりがも､ よ良り質なのめ原ら料 かを な使 使用 いし 心､ 製地造がにおも楽手し間みがいかたかだっけてまいする｡ た め 少 々 高 め

原:石けん素地(牛脂/ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸）

34784 ｼｬﾎﾞﾝ玉 ビューティソープ

原:水/ｶﾘ石けん素地

45307 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加ボディソープ たっぷり泡

45308 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加ボディソープ たっぷり泡 詰替用

ベビー用石けん

説:製造工場地:福岡｡肌に優しくさっぱりとした洗い心地です｡ﾜﾝﾌﾟｯ

570ml
200ml

￥1290 な ど の 天 然 油 脂 を 原 料 に 釜 炊 き 製 法 ( ｹ ﾝ 化 法 ) で じ っ く り 炊 き 上 げ て 作 り ま し た ｡

470ml

説:製造工場地:福岡｡きめ細やかでｸﾘｰﾐｰな泡が出てきます｡ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

￥700 45310 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 フェイシャルソープ 詰替用

翌週

翌週

翌週
翌週

￥1,070

180ml

●デリケートな赤ちゃんのお肌にも安心してお使いいただけるよう最高の原料を使用しました。

6770 ｼｬﾎﾞﾝ玉 ベビーソープ

100g

2週号企画

商品番号

説:製造工場地:福岡｡純石けん

￥1020 ｼどｭうで種き 子め 油細 )やなかどなの泡天が然出油て脂きをま原す料｡ ﾀにｵ ﾙ釜を炊使きわ製な法い( 手ｹ ﾝ洗化い法に) でもじ最っ適くでりす炊｡ ｸきﾞ ﾚ上ｰ ﾌげﾟ てｼ ｰ作ﾄ ﾞりｵ ｲまﾙ (しぶ
原:水/ｶﾘ石けん素地

45309 ｼｬﾎﾞﾝ玉 無添加 フェイシャルソープ

説:製造工場地:福岡｡純石けん

1箱

翌週

￥330

原:石けん素地(牛脂/ﾊﾟｰﾑ油/米ぬか脂肪酸/ﾊﾟｰﾑ核脂肪酸） 説:製造工場地:福岡｡純石けん
分99％｡ﾃﾞﾘｹｰﾄな赤ちゃんのお肌にも安心してお使いいただけるよう最高の原料を使用し
ておりますので､他の商品よりも価格が少し高めになっています｡

香寺ハーブガーデン（翌週）

対
外

̶

毎号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

翌週
お届
け週

※香寺ハーブガーデンの下記商品は次回企画12月2週号より価格変更となります。何卒ご了承下さい。
40031 ハーブティー ハイビスカス ティーパック 7個入 ￥619→￥682
40035 ハーブティー ローズヒップ ティーパック 7個入 ￥619→￥682
40036 ハーブティー ミント ティーパック 7個入 ￥619→￥682
40025 ブレンドティー ほっとひといき 7個入 ￥648→￥713
40029 ブレンドティー 小町 7個入 ￥648→￥713
28402 ハーブクリーム（クリア）7.5g ￥500→￥550
28403 ハーブクリーム（スキンケア）7.5g ￥500→￥550
28404 ハーブクリーム（爽快）7.5g ￥500→￥550
28405 ハーブクリーム（保湿）7.5g ￥500→￥550
28406 ハーブクリーム（リップ）7.5g ￥500→￥550
03235 ハーブシャンプー（ラベンダー）400ml ￥2,000→￥2,200
50628 ハーブシャンプー（しなやか）400ml ￥2,000→￥2,200
28407 保湿クリーム 66g ￥3,810→￥4,191
39994 マッサージオイル（ハンドケア・フットケア）60ml ￥1,500→￥1,650
21015 精製ホホバオイル 100ml ￥2,000→￥2,200
21010 ハーブウォーター ローズ 100ml ￥2,000→￥2,200
48904 スプレーキャップ 1個 ￥200→￥220
28412 バスハーブ（浴用剤）ラベンダー 10g ￥200→￥220
39993 播磨物語 香呂はる香 55ml ￥1,524→￥1,676
40003 エッセンシャルオイル シダーウッド 10ml ￥800→￥880
24633 エッセンシャルオイル シトロネラ 10ml ￥900→￥990

40004 エッセンシャルオイル ジュニパーベリー 10ml ￥2,700→￥2,970
02079 エッセンシャルオイル スイートオレンジ 10ml ￥700→￥770
40005 エッセンシャルオイル スペアミント 10ml ￥1,200→￥1,320
40007 エッセンシャルオイル ゼラニュウム 10ml ￥1,900→￥2,090
21026 エッセンシャルオイル ティートリー 10ml ￥1,600→￥1,760
02081 エッセンシャルオイル ペパーミント 10ml ￥1,200→￥1,320
26631 エッセンシャルオイル ベルガモット 10ml ￥1,400→￥1,540
02080 エッセンシャルオイル ユーカリ 10ml ￥600→￥880
02077 エッセンシャルオイル ラベンダー 10ml ￥1,500→￥1,650
02075 エッセンシャルオイル レモン 10ml ￥1,000→￥1,100
02078 エッセンシャルオイル レモングラス 10ml ￥800→￥880
02076 エッセンシャルオイル ローズマリー 10ml ￥1,000→￥1,100
40014 エッセンシャルオイル 羽休め 10ml ￥1,100→￥1,210
40015 エッセンシャルオイル ひらめき 10ml ￥900→￥1,100
40013 エッセンシャルオイル すっきり 10ml ￥900→￥990
40016 エッセンシャルオイル ほのか 10ml ￥1,200→￥1,320
48901 エッセンシャルオイル 朝ブレンド 20ml ￥2,700→￥2,970
48902 エッセンシャルオイル 夜ブレンド 20ml ￥2,700→￥2,970
48903 エッセンシャルオイル 広島レモン 10ml ￥1,400→￥1,540
40002 エッセンシャルオイル グレープフルーツ 10ml ￥1,300→￥1,430
40011 エッセンシャルオイル ライム 10ml ￥900→￥990

香寺ハーブガーデンでは、自然の恵みに感謝し、土のぬくもりを感じながら、無農薬でハーブを栽培し、
一つ一つ大切に手作りで商品を作っています。ハーブの持つ無限の可能性を生活全般に生かすことにより、
人間と植物（自然）との関わりをもう一度、考え直していただく契機になれば幸いです。
ハーブティー
ハイビスカス：カップ一杯でレモン数個分のビタミンC補給がのぞめ、美肌効果や疲労回復に効果があるといわれています。
ローズヒップ：バラの実のお茶でビタミンCが豊富です。鉄分も多く含まれています。
ミント：清涼感があり、疲労回復や熱分吸収作用があるといわれています。風邪の時や身体が疲れている時などにどうぞ。
原:ｽｰﾀﾞﾝ産ﾊｲﾋﾞｽｶｽ

40031 香寺 ハーブティー ハイビスカス ﾃｨｰﾊﾟｯｸ

￥619 に 効 果 が あ る と い わ れ て い ま す ｡

7個入

￥619

7個入

￥619 るい こわ とれ がて あい りま ます す｡ 風｡ ご邪 了の 承時 下や さ身 い体 ｡が）疲 れ説て: 清い涼る感時がなあどりに､ど疲う労ぞ回｡復 や 熱 分 吸 収 作 用 が あ る と

原:ﾁﾘ産ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ

40035 香寺 ハーブティー ローズヒップ ﾃｨｰﾊﾟｯｸ

説:ｶｯﾌﾟ一杯でﾚﾓﾝ数個分のﾋﾞﾀﾐﾝC補給がのぞめ､美肌効果や疲労回復

7個入

説:ﾊﾞﾗの実のお茶でﾋﾞﾀﾐﾝCが豊富です｡鉄分も多く含まれています｡

原:国産ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ（ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄが不作の場合はﾌﾞﾗｯｸﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ､ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ等をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした物にな

40036 香寺 ハーブティー ミント ﾃｨｰﾊﾟｯｸ

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

ブレンドティー
ほっとひといき： 精神的な疲れを取るといわれるハーブをブレンドしています。気分を落ち着かせ、イライラを鎮める効果を期待できます。
小町： ビタミンCが豊富なローズヒップ・ハイビスカスに、血液の浄化をするといわれるレモングラス、胃腸を活性化するといわれるミントを
ブレンドしています。
原:国産(九州産)ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ/国産(香寺自家製)ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ/ﾌﾗﾝｽ産ﾘﾝﾃﾞﾝ/国産(香寺自家製)ﾐﾝﾄ/ｽﾍﾟｲ

40025 香寺 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾃｨｰ ほっとひといき（ストレス）

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

説:お肌を清潔に保つためによいとされる成分が配合されています｡部分的にもお使いい
成分:ﾎﾎﾊﾞ油/ﾐﾂﾛｳ/ｼｱ脂/香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

対
外

̶

２週
号 翌週

説:水仕事の後や肌あれ時などにお使い下さい｡ﾊｰﾌﾞｴｷｽの割合が少な目に作っておりま
成分:ﾎﾎﾊﾞ油/ﾐﾂﾛｳ/ｼｱ脂/香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

7個入

￥648 ﾝか産せﾚ､ﾓｲﾝ ﾗﾊ ｲﾞ ﾗｰ をﾍ ﾞ鎮ﾅ め説る: 効精 神果 的を な期 疲待 れでをき取まるすと｡ い わ れ る ﾊ ｰ ﾌ ﾞ を ﾌ ﾞ ﾚ ﾝ ﾄ ﾞ し て い ま す ｡ 気 分 を 落 ち 着

7個入

￥648 ﾋしﾞてｽ ｶいｽ にま､す血｡液 の 浄 化 を す る と い わ れ る ﾚ ﾓ ﾝ ｸ ﾞ ﾗ ｽ ､ 胃 腸 を 活 性 化 す る と い わ れ る ﾐ ﾝ ﾄ を ﾌ ﾞ ﾚ ﾝ ﾄ ﾞ

原:ﾁﾘ産ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ/ｽｰﾀﾞﾝ産ﾊｲﾋﾞｽｶｽ/国産ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ/国産ﾐﾝﾄ

40029 香寺 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾃｨｰ 小町（美肌）

香寺ハーブ・ガーデン
28402 香寺 ハーブクリーム(クリア)
28403 香寺 ハーブクリーム(スキンケア)
28404 香寺 ハーブクリーム(爽快)

ハーブクリームシリーズ

7.5g

￥500 た だ け ま す ｡

7.5g

￥500 す の で お 子 様 用 に ど う ぞ ｡

7.5g

説:ﾋﾞﾀﾐﾝCが豊富なﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ･ﾊｲ

￥500

-21-

説:ｽｯｷﾘとした香りのｸﾘｰﾑです｡鼻の周りなどに薄く塗ってお使い下さい｡
ﾐﾂﾛｳ/ｼｱ脂/香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

成分:ﾎﾎﾊﾞ油/

※表示価格は全て税抜き価格です。

28405 香寺 ハーブクリーム(保湿)
28406 香寺 ハーブクリーム(リップ)

説:皮膚の保湿などによいとされる成分が配合されています｡お風呂上がりやお休み前に
成分:ﾎﾎﾊﾞ油/ﾐﾂﾛｳ/ｼｱ脂/

対
外

̶

２週
号 翌週

説:通常のﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑと同様にお使い下さい｡ほのかにﾚﾓﾝの香りがします｡

対
外

̶

２週
号 翌週

7.5g

使い下さい｡また､お化粧の下地としてもお使いいただけます｡
￥500 お香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

7.5g

￥500 ﾂﾛｳ/ｼｱ脂/香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

成分:ﾎﾎﾊﾞ油/ﾐ

クリア：お肌を清潔に保つためによいとされる成分が配合されています。部分的にもお使いいただけます。
スキンケア：肌荒れなどによいとされる成分が配合されています。水仕事の後や肌荒れ時などにお使い下さい。
ハーブエキスの割合を少な目で作っておりますので、お子様用にもどうぞ。
容器の大きさが
爽快：スッキリとした香りのクリームです。鼻の周りなどに薄く塗ってお使い下さい。
直径３センチ程の
小さなクリームです 保湿：皮膚の保湿などによいとされる成分が配合されています。お風呂上がりやお休み前にお使い下さい。
お化粧の下地としてもお使いいただけます。
リップ：通常のリップクリームと同様にお使いください。ほのかにレモンの香りがします。
シャンプー
説:香り高い天然ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｴｯｾﾝｽを贅沢にたっぷり配合しています｡ｻｯﾊﾟﾘとした洗い心地

3235 香寺 ハーブシャンプー(ラベンダー)

400ml

￥2000 のﾃ ﾞたｨ ｿめｰ ﾌ脂ﾟ ､性ﾊ ﾝのﾄ方ﾞ ｿやｰ ﾌｽﾟﾎとﾟ ｰしﾂ てをもさおれ使るい方い､ 男た性だにけもまおすす｡ ごす使め用で方す法｡ 汗： を① か予 めく 髪夏 を場 しにっはか最り適ﾌでﾞ ﾗすｯ ｡ｼ ﾎﾝ ﾞ

400ml

￥2000 ｸ石ﾞけﾘ ｰんﾝ 系ｼ ｬのﾝ ﾌすﾟ ｰっ特き有りのときししたみ香をりで｡ き初 るめ だて け石 抑け えん ､ｼ 乾ｬ ﾝいﾌ ﾟたｰ を後おの使髪いがいまたと だま くり 方や にす おく すﾀ ﾞすﾒ ｰめｼ ﾞでﾍ すｱ の｡

原:水/ｶﾘ石けん素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｴｷｽ/ｸｴﾝ酸/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然ﾋﾞﾀﾐﾝE)/香料(ﾊｰﾌﾞｴｯｾﾝｽ) 説:

50628 香寺 ハーブシャンプー（しなやか）

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

ハーブシャンプー ボディソープ、ハンドソープとしてもお使いいただけます。
ラベンダー 香り高い天然ラベンダーエッセンスを贅沢にたっぷり配合しています。サッパリとした洗い心地のため
脂性の方やスポーツをされる方、男性にもおすすめです。汗をかく夏場には最適です。
しなやか グリーン系のすっきりとした香り。初めて石けんシャンプーをお使いいただく方におすすめです。石けん
シャンプー特有のきしみをできるだけ抑え、乾いた後の髪がまとまりやすくダメージヘアの方におすすめです。
ご使用方法：１、予め髪をしっかりブラッシングし髪を十分ぬらしてシャンプーを多めに使って洗う。
２、少し泡を洗い流しシャンプーを少し足して地肌までしっかり洗う。
３、シャンプーが残らないようにしっかりと洗い流す。
※石けんシャンプーについて：
合成界面活性剤使用の合成シャンプーから石けんシャンプーに切り替えると、使い始めにべたつきを感じることがあります。
それまでに使っていた合成シャンプーやリンス等と石けんが反応し油状になることがあるためです。石けんシャンプー後、酸性リンスを使用した際、
すすぎが足りず石けんが残っているとシャンプーとリンスが反応し元の原料の油に戻ってしまい、べたつきを感じることがあります。
石けんシャンプーは洗うのに十分な泡が立つ量をお使いいただき、すすぎをしっかり行っていただくようお願いします。

スキンケア
原:ﾎﾎﾊﾞ油/ﾐﾂﾛｳ/ｼｱ脂/香料(ﾊｰﾌﾞｴｷｽ)

28407 香寺 保湿クリーム

66g

説:ﾎﾎﾊﾞｵｲﾙを主原料に､ﾊｰﾌﾞｴｷｽを混ぜて作られてい

￥3810 る た め ､ 肌 の 弱 い 方 に も 安 心 し て お 使 い い た だ け ま す ｡ 少 量 で よ く 伸 び ま す ｡

対
外

̶

２週
号 翌週

保湿クリーム ホホバオイルを主原料に、ハーブエキスを混ぜて作られているため、肌の弱い方にも安心してお使いいただけ
ます。少量でよく伸びます。
原:南米産ﾎﾎﾊﾞ油/国産ﾊｰﾌﾞｴｯｾﾝｽ

39994 香寺 マッサージオイル（ﾊﾝﾄﾞｹｱ･ﾌｯﾄｹｱ）

60ml

説:身体が冷えやすい方､立ち仕事や座り仕事が多い方に

￥1500 お す す め で す ｡ ﾎ ﾎ ﾊ ﾞ 油 を ﾍ ﾞ ｰ ｽ に 数 種 類 の ﾊ ｰ ﾌ ﾞ ｴ ｯ ｾ ﾝ ｽ を 配 合 し ま し た ｡

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

マッサージオイル 身体が冷えやすい方、立ち仕事や座り仕事が多い方におすすめです。
ホホバ油をベースに数種類のハーブエッセンスを配合しました。
原:南米産ﾎﾎﾊﾞｵｲﾙ

21015 香寺 精製ホホバオイル

100ml

説:皮膚や頭髪に対し柔軟性を与える伸びの良い高品質のｵｲﾙです｡ｽｷﾝ

￥2000 ｹ ｱ ､ ﾍ ｱ ｹ ｱ ､ ﾎ ﾞ ﾃ ﾞ ｨ ｹ ｱ ､ 乾 性 肌 ､ 脂 肌 と 何 に 対 し て も 効 果 を 発 揮 し ま す ｡

精製ホホバオイル 皮膚や頭髪に対し柔軟性を与える伸びの良い高品質のオイルです。
スキンケア、ヘアケア、ボディケア、乾性肌、脂肌と何に対しても効果を発揮します。
原:ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ産ﾛｰｽﾞｴｷｽ/天然水

21010 香寺 ハーブウォーター ローズ

100ml

説:純度100％の芳香蒸留水（ﾌﾛｰﾗﾙｳｫｰﾀｰ）｡化粧水として使

￥2000 うい ほま かす､｡ｽ ｷ ﾝ ﾄ ﾘ ｰ ﾄ ﾒ ﾝ ﾄ に ｡ 特 に 老 化 肌 ､ 乾 燥 肌 ､ 硬 化 肌 ､ 敏 感 肌 に 効 果 が 期 待 で き る と い わ れ て

ハーブウォーター 純度100％の芳香蒸留水（フローラルウォーター）。化粧水として使うほか、スキントリートメントに。
ローズ 特に老化肌、乾燥肌、硬化肌、敏感肌に効果が期待できるといわれています。

共生

想い
みなさん、自然とは一体なんでしょうか？
春に芽生え、夏に花を咲かせ、秋に実を結び、冬は春の準備期間⋯
そんな植物のサイクルも、今では忘れかけている気がします。

自然界においてトマトとバジルは

香寺ハーブガーデンでは、自然の恵みに感謝し、土の温もりを感じながら
農薬を使わずにハーブを栽培し、ひとつひとつ手作りで大切に商品を
作っています。ですから、作り手の思いや顔を感じながら、本当の自然を
味わっていただくことができます。

実際にトマトとバジルを一緒に栽培

香り

すると、トマトの収穫量は1.5倍に、

植物には根や空気中で虫に対する

さらに甘味も2度から3度増します。

忌避効果や、虫を集めるための

ハーブの持つ無限の可能性を生活全般に活かすことにより、
もう一度人間と植物の関わりを考え直してみてはいかがでしょうか。

一方バジルの成長や香りも良くなり

手段として、香りを放ちます。

ます。本当に不思議ですね。

香りは植物間のコミュニケーションの

理念

そのことを分かって昔からトマト

手段でもあり、例えばアブラムシの

料理にバジルを用いていた先人たち

ついたミントは1分間に100mくらい

には本当に頭が下がります。

香りを拡散し、体内でアブラムシが

共生の関係にあります。つまり、
お互い成長を助け合うのです。

１、私たちはハーブを通して世の中の役に立つことを実践します。

代表取締役 福岡 譲一

２、私たちはお客様に心と身体の安らぐ場所を提供します。

プロフィール

３、私たちは地元農家の人々と連携をとり、旬にこだわり、
新鮮でより安全な食を提供します。

1985年ハーブを媒体として“自然と人”、“人と人”との
関わりを考えたハーブガーデンを香寺町に造る。

周りの植物たちはそれを即座に感じ

４、私たちは自然との共生に基づき、お客様ひとりひとりの
悩みを解決する商品づくりを目指します。

1991年神戸布引ハーブ園開園にあたり、指導・協力。

ホルモンを分泌します。人間の目には

2001年大阪大学や兵庫県などと共同でハーブやバイオの研究を
本格的に始め、株式会社 香寺ハーブ・ガーデンを設立。

見えないところで植物は植物どうし、

５、私たちはお客様ひとりひとりを大切な家族と思い、
スタッフ一同心からお迎えします。

嫌いなホルモンを生成します。

2003年有限会社ビック・ワールド設立（関西大学とのベンチャー）
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取り、同様に虫を寄せ付けない

協力しあって外敵から身を守ろうと
しているのです。

※表示価格は全て税抜き価格です。

説:21015精製ﾎﾎﾊﾞｵｲﾙや21010ﾊｰﾌﾞｳｵｰﾀｰﾛｰｽﾞの瓶に取り付けてお使いいただけるｽﾌﾟﾚｰ式

48904 香寺 スプレーキャップ

￥200 ｷ ｬ ｯ ﾌ ﾟ で す ｡

1個

対
外

̶

２週
号 翌週

スプレーキャップ 上記の精製ホホバオイルやハーブウオーターローズの瓶に取り付けてお使い頂ける便利なキャップです。
入浴剤
原:ﾌﾗﾝｽ産ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

28412 香寺 バスハーブ（浴用剤）ラベンダー

説:ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰのﾊﾞｽﾊｰﾌﾞです｡優しい香りでﾎﾟﾌﾟﾘのようにしても使えま

￥200 す ｡

10g

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

バスハーブ ラベンダー ラベンダーのバスハーブです。優しい香りでポプリのようにしても使えます。
39993 香寺 播磨物語 香呂はる香

55ml

￥1524

原:国産ｱﾙｺｰﾙ/国産ﾊｰﾌﾞｴｯｾﾝｽ 説:お風呂に2､3滴落としてお使い下さい｡すっきりとした清
涼感のある香りで､発汗を促すことを期待できます｡

香呂はる香 お風呂に2、3滴落としてお使い下さい。すっきりとした清涼感のある香りで、発汗を促すことを期待できます。
アロマテラピー
原:原産国ｱﾒﾘｶ

説:心安らぐ香り｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国中国

説:甘いﾚﾓﾝのような香り｡気分をﾘﾌﾚｯｼｭ､明るくします｡蚊よけにも使われ

対
外

̶

２週
号 翌週

40003 香寺 エッセンシャルオイル シダーウッド

10ml

￥800

24633 香寺 エッセンシャルオイル シトロネラ

10ml

￥900 ま す ｡

40004 香寺 エッセンシャルオイル ジュニパーベリー
2079 香寺 エッセンシャルオイル スイートオレンジ

10ml

原:原産国ﾊﾝｶﾞﾘｰ

説:代謝をよくするといわれています｡ﾌｪｲｼｬﾙｽﾁｰﾑやﾏｯｻｰｼﾞに｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

説:不眠または疲れている時の入浴に使うと心身のﾘﾌﾚｯｼｭに｡心を明る

対
外

̶

２週
号 翌週

￥2700
￥700 く 元 気 づ け て く れ ま す ｡ 車 の 中 な ど に も ｡

10ml

原:原産国ｱﾒﾘｶ

説:心が疲れたなという時に｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国中国

説:心と体のﾊﾞﾗﾝｽを取る働きがあるといわれています｡

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

説:おなじみのﾌﾚｯｼｭな香り｡お部屋でもお風呂でも色々な所でご使

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国ｲﾝﾄﾞ 説:ﾚﾓﾝの香りと似ていますがもっと強い一味違った香りです｡緊張やｽﾄﾚｽ
ｲﾗｲﾗを取るといわれていますのでお部屋の香りや入浴に利用します｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国ﾓﾛｯｺ

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

40005 香寺 エッセンシャルオイル スペアミント

10ml

￥1200

40007 香寺 エッセンシャルオイル ゼラニュウム

10ml

￥1900

10ml

￥1600

10ml

￥1200 夏 は 氷 水 に 落 と し て ﾃ ﾞ ｵ ﾄ ﾞ ﾗ ﾝ ﾄ に ｡

原:原産国ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

21026 香寺 エッセンシャルオイル ティートリー

原:原産国中国

2081 香寺 エッセンシャルオイル ペパーミント

説:やや甘くﾌﾚｯｼｭなﾐﾝﾄの香り｡清涼感があり気分を爽快にしてくれます｡

原:原産国ｲﾀﾘｱ

26631 香寺 エッセンシャルオイル ベルガモット

10ml

説:ｵﾚﾝｼﾞに似た柑橘系の香り｡心が疲れたときに元気づけてくれます｡

￥1400
原:原産国ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

2080 香寺 エッセンシャルオイル ユーカリ

説:爽快でｼｮｳﾉｳに似た香りです､殺菌消毒の働きが強いといわれてい

￥600 まな すど ｡に風｡邪 で 喉 の 痛 い 時 な ど に 枕 ｶ ﾊ ﾞ ｰ や ﾃ ｨ ｯ ｼ ｭ に 数 滴 垂 ら し 吸 引 す る ､ 又 頭 が 疲 れ て い る 時

10ml

原:原産国ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ

2077 香寺 エッセンシャルオイル ラベンダー

説:殺菌効果があるといわれています｡お部屋の除菌などに｡

説:ﾌﾛｰﾗﾙでｳｯﾃﾞｨな香り｡一番応用範囲の広いﾊｰﾌﾞでﾘﾗｯｸｽした和らい

10ml

￥1500 だ 気 分 に す る の で お 部 屋 に も 入 浴 に も 好 ま れ ま す ｡

10ml

￥1000 用 出 来 ま す ｡

原:原産国ｱｲﾎﾞﾘｰｺｰｽﾄ

2075 香寺 エッセンシャルオイル レモン
2078 香寺 エッセンシャルオイル レモングラス

10ml

￥800

2076 香寺 エッセンシャルオイル ローズマリー

10ml

￥1000 め る よ う な す っ き り と し た 香 り ｡ 高 血 圧 の 方 は お 控 え 下 さ い ｡

10ml

￥1100 ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙです｡

説:ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ

40014 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ 羽休め ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ｽｲｰﾄｵﾚﾝｼﾞ

説:ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ

40015 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ ひらめき ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

10ml

40016 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ ほのか ｽｲｰﾄｵﾚﾝｼﾞ ｾﾞﾗﾆｭｳﾑ

10ml

ｽｲｰﾄｵﾚﾝｼﾞ｡ｽﾄﾚｽなどで疲れ気味の時にｵｽｽﾒです｡香寺ﾊｰﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝで人気の

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ｡記憶力､集中力を高めたい時にｵｽｽﾒです｡

￥900

10ml

40013 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ すっきり ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ﾕｰｶﾘ

説:刺激的でｳｯﾃﾞｨｰな爽快感のあるﾊﾟｲﾝの様な香り｡集中力や記憶力を高

￥900

説:ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ﾕｰｶﾘ｡風の時や花粉症などの鼻づまり､咳､のどの痛みがある時にｵｽｽﾒで
す｡お風呂に数滴落として蒸気を吸ったり､枕元に置いたりしてお使い下さい｡
説:ｽｲｰﾄｵﾚﾝｼﾞ

ｾﾞﾗﾆｳﾑ｡生理前の不快な気分の時や更年期のｽﾄﾚｽ時などにｵｽｽﾒです｡温か

￥1200 み の あ る 甘 い 香 り で す の で ､ 秋 ･ 冬 に ｵ ｽ ｽ ﾒ で す ｡

エッセンシャルオイルのおすすめのご利用方法一覧
エッセンシャルオイル
シダーウッド
シトロネラ

アロマランプ(芳香浴)

アロマスプレー

雨上がりの森のような香り。心安らぐ香り。鉛筆の木の香り。

説明

◯

◯
◯

レモン系の甘い香り。虫除けによく使われます。

◯

ジュニパーベリー

濃く、甘みのあるヒノキのような香り。フェイシャルスチームやマッサージにオススメです。刺激とリフレッシュの両作用があります。

◯

スイートオレンジ

柑橘系の香り。物事を深刻に、神経質に受け止めがちなときに心を明るく元気付けてくれます。

◯

スペアミント

ペパーミントよりも甘いミントの香り。心が疲れたときに。乗り物酔いなどにもよいと言われています。

◯

ゼラニュウム

快い甘いフレッシュな香り。心と体のバランスをとる働きがあると言われています。

◯

ティートリー

独特のスッキリとした香り。優れた殺菌効果があると言われています。お部屋の殺菌にもいいです。

◯

◯

ペパーミント

爽やかでスッキリとした香り。頭痛時に。夏は氷水に落としてデオドラントに。

◯

◯

ベルガモット

さっぱりとした柑橘系のリフレッシュさせるような香り。心が疲れたときに元気付けてくれます。

◯

ミントのようなスッキリした香り。咳き込んだときなどに香るとスッキリします。

◯

甘すぎず、バランスの取れた爽やかで清らかな香り。リラックスしたいときにオススメです。

◯

レモンそのものの香り。集中力を高めたいときに。

◯

レモングラス

レモンに草のような香りをプラスしたような香り。疲れ気味の心にエネルギーを与えてくれます。

◯

ローズマリー

スパイシーでスッキリとした香り。集中力や記憶力を高めるようなスッキリとした香り。高血圧の方はお控え下さい。

◯

ユーカリ
ラベンダー
レモン

程良く優しい柑橘系の香り。ストレスなどで疲れ気味のときにおすすめです。

◯

ひらめき

羽休め

スパイシーでスッキリとした香り。集中力、記憶力を高めたいときにおすすめです。

◯

すっきり

ミント系のすっきりした香り。風邪気味のときや、気分をスッキリさせたいときに。

◯

ほのか

軟らかく濃厚な柑橘系の香り。精神的なバランスを崩しがちなときにおすすめです。

◯

アロマバス

アロママッサージ

◯

◯
◯

◯
◯

◯

◯ (※光毒性に注意) ※光毒性に注意 ※光毒性に注意
◯

◯

※光毒性について：精油の中には、肌についた状態で紫外線に当たると、皮膚にダメージを与える「光毒性」という作用を持つものがあります。
光毒性のある精油を肌につけて光にあたった場合、光毒性効果が生じて短期間で強い日焼けを起こします。
強い日焼けというのは火傷と同じですので、その度合いによっては、皮膚にシミとして残ってしまったり、皮膚の組織を損傷したりしてしまいます。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

原:ﾓﾛｯｺ産ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ/ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ産ﾚﾓﾝ 説:ﾛｰｽﾞﾏﾘｰは清涼感があり澄み渡るような香り､ﾚﾓﾝ
の鼻に抜けるようなﾌﾚｯｼｭな香りで朝の目覚めを快適に演出してくれます｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ産ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ/ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産ｵﾚﾝｼﾞ

対
外

̶

２週
号 翌週

48901 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ 朝ブレンド ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾚﾓﾝ

20ml

￥2700

48902 香寺 ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ 夜ブレンド ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ｵﾚﾝｼﾞ

20ml

￥2700 柑 橘 系 の 爽 や か な 甘 さ が 広 が る 特 徴 的 な 香 り で ､ 就 寝 前 に 最 適 で す ｡

10ml

￥1400

10ml

￥1300

原:広島県産ﾚﾓﾝ

説:ﾌﾚｯｼｭなﾚﾓﾝの香り｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国ｱﾒﾘｶ

説:自信を無くしているときに｡

対
外

̶

２週
号 翌週

原:原産国ﾒｷｼｺ

説:心をﾘﾌﾚｯｼｭしてくれます｡

対
外

̶

２週
号 翌週

渡邊水産のおすすめ海産物（翌週）
渡辺水産
渡辺 一（Hajime Watanabe）

温
度
帯

賞味
期限

48903 香寺 エッセンシャルオイル 広島レモン
40002 香寺 エッセンシャルオイル グレープフルーツ
40011 香寺 エッセンシャルオイル ライム
商品番号

干物の話

説:ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰは落ち着いたﾌﾛｰﾗﾙな香り､ｽｲｰﾄｵﾚﾝｼﾞは

10ml

￥900

企画
週

お届
け週

干物を一言で言えば魚に塩をして乾かしただけのものです。非常に単純な加工食品の一種です。
しかし「単純なものほど難しい」という古来の法則がやはりここでも生きています。
素材、製法、時間・・・etc。それらが一体となり初めて美味しいと感じることのできる“干物”が出来上がるのです。
渡辺水産では、原料のほとんどを島根沖で獲れる近海魚を使用しています。
塩は種々の天日塩を使っています。これらをいかに調和させて作品を作るか？職人の世界の楽しみはここにこそあります。
原:宮古島産細ﾓｽﾞｸ(畜養)/ﾀﾚ(純米酢/砂糖/醤油/塩ﾐﾘﾝ/食塩/ｶﾎﾞｽ果汁/酵母ｴｷｽ(大豆･小麦･米

33685 渡邉水産 絹糸もずく（タレ付き）100g 3パック

1組

￥450 をま 含す )｡)｢ ぬ説め:り無の添あ加るﾀ ﾚ食付品き｣｡のﾐ ﾈ中ﾗ ﾙでのも宝ﾄ 庫ｯ ﾌでﾟ ｸあﾗ ｽりの特体ににｶ よﾙ ｼいｳ ﾑ食に品関としさてれはて､ 理い想ま的すな｡ ﾓ供ｽ ﾞ給ｸ の源 成と 分い はえ

冷 60日
凍

翌週

絹糸モズク 無添加タレ付き。ミネラルの宝庫であり特にカルシウムに関しては、理想的な供給源といえます。
「ぬめりのある食品」の中でもトップクラスの体によい食品とされています。モズクの成分は97％が水分。
残る３％の内の１％が食物繊維の一つであるフコイダン。ガン細胞増殖を抑制する「抗腫瘍活性」を
持っています。昆布、ワカメにも含まれますが、モズクはそれらの5~8倍含有されています。
原:宮古島産ﾓｽﾞｸ(畜養)/ﾀﾚ(純米酢/砂糖/醤油/塩ﾐﾘﾝ/食塩/ｶﾎﾞｽ果汁/酵母ｴｷｽ(大豆･小麦･米を

43134 渡邉水産 太もずく（タレ付き） 110g 3パック

1組

￥450 含す ｡) )｢ ぬ説め:り無の添あ加るﾀ ﾚ食付品き｣｡のﾐ ﾈ中ﾗ ﾙでのも宝ﾄ 庫ｯ ﾌでﾟ ｸあﾗ ｽりの特体ににｶよﾙ ｼいｳ ﾑ食に品関としさてれはて､ 理い 想ま 的す な｡ ﾓ供ｽ ﾞ給ｸ の源成と分いはえ9ま7

冷 90日
凍

翌週

太もずく 無添加タレ付き。ミネラルの宝庫であり特にカルシウムに関しては、理想的な供給源といえます。
「ぬめりのある食品」の中でもトップクラスの体によい食品とされています。モズクの成分は97％が水分。
残る３％の内の１％が食物繊維の一つであるフコイダン。ガン細胞増殖を抑制する「抗腫瘍活性」を持って
います。昆布、ワカメにも含まれますが、モズクはそれらの5~8倍含有されています。
原:ﾓｽﾞｸ(島根)

59085 渡邉水産 天然 細もずく（タレなし）

100g

説:地場(島根)でとれる｢天然細もずく｣は手摘みで収穫され非常に貴重で

￥250 す ｡ 食 味 も 抜 群 ！ お 好 み の ﾀ ﾚ や ぽ ん 酢 な ど を か け て お 召 し 上 が り 下 さ い ｡

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

細もずく 地場(島根)でとれる「天然細もずく」は手摘みで収穫され非常に貴重です。食味も抜群！
お好みのタレやぽん酢などをかけてお召し上がり下さい。
原:播磨灘産ｶｷ

53628 渡邉水産 冷凍カキ（兵庫産）

200g

説:海鮮鍋､土手鍋､ｶｷﾌﾗｲ､炊き込みご飯､ｿﾃｰなどに｡

￥750

冷凍カキ 海鮮鍋、土手鍋、カキフライ、炊き込みご飯、ソテーなどに。
原:真ｲﾜｼ(日本海側･西日本(九州除く)､まれに和歌山､兵庫)/塩水(室戸海洋深層水)

58894 渡邉水産 真いわし丸干し（10~12尾）

1袋

説:塩焼

￥367 きよ ､り煮尾付数けが､ 変つ 更み にれ なに る｡ 水場に合浸がけあてり塩ま抜すき｡し て か ら ﾌ ﾗ ｲ 用 に も お 使 い い た だ け ま す ｡ ※ 時 期 に

真いわし丸干し 塩焼き、煮付け、つみれに。水に浸けて塩抜きしてからフライ用にもお使いいただけます。
原:山陰産ｿｳﾊﾁｶﾚｲ/塩水(室戸海洋深層水)

58541 渡邉水産 えてかれい 一夜干し（2尾）

180g

説:ｶﾚｲの干物は島根県のふるさとの味｡脂の乗

￥533 り白 は身 ﾋにﾟ ｼｶ ﾞｲ ｭﾁ ｡ｰ ﾀｼ ｳｰﾘなﾝ 肉･ ﾋ汁ﾞ ﾀがﾐ ﾝたがま多らくな肝い臓ｴにﾃ ｶ優ﾚしｲ をい一､ ま度たおｺ召ﾗ ｰしｹ ﾞ上ﾝ がも 豊り 富下 なさ 高いﾀ｡ﾝ ﾊ ﾟ ｸ の 代 表 格 ｡ ﾎ ｸ ﾎ ｸ の

えてかれい一夜干し カレイの干物は島根県のふるさとの味。脂の乗りはピカイチ。タウリン・ビタミンが多く肝臓に優しい、
またコラーゲンも豊富な高タンパクの代表格。ホクホクの白身にジューシーな肉汁がたまらない
エテカレイを一度お召し上がり下さい。
原:ﾎﾀﾃ(北海道)

57228 渡邉水産 ボイルホタテ（小）

200g

説:ｿﾃｰ､ｼﾁｭｰ､中華炒めなどに｡

￥633

冷 90日
凍

翌週

冷 60日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

ボイルホタテ ソテー、シチュー、中華炒めなどに。
原:山陰産ｶﾏｽ/塩水(室戸海洋深層水)

140 渡邉水産 かます開き（2尾）

160g

説:そのまま焼いたり､酒蒸し､唐揚げに｡大きさによ

￥433 り 枚 数 が 変 わ る こ と が あ り ま す ｡

かます開き そのまま焼いたり、酒蒸し、唐揚げに。
原:山陰産ﾚﾝｺ鯛/塩水(室戸海洋深層水の塩水)

58211 渡邉水産 れんこ鯛丸干し（1尾）

300g

説:ｸﾞﾘﾙで焼いてお召し上がり下さい｡お正

￥583 月 に 姿 焼 き は い か が で し ょ う か ｡ ま た 鯛 飯 も お す す め で す ｡

れんこ鯛丸干し グリルで焼いてお召し上がり下さい。お正月に姿焼きはいかがでしょうか。また鯛飯もおすすめです。
原:山陰産ﾔﾅｷﾞﾑｼｶﾚｲ/塩水(室戸海洋深層水)

33189 渡邉水産 笹かれい 白蓮

50g

説:ｷｯﾁﾝﾊﾞｻﾐでｶｯﾄし､ﾌﾗｲﾊﾟﾝで乾煎りすると

￥300 骨 ご と ﾊ ﾟ ﾘ っ と 食 べ ら れ ま す ｡

冷 60日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

冷 90日
凍

翌週

笹かれい 白蓮 キッチンバサミでカットし、フライパンで乾煎りすると骨ごとパリっと食べられます。
原:山陰沖ｱｼﾞ/塩水(室戸海洋深層水)

55505 渡邉水産 あじ開き（2尾）

130g

説:ｸﾞﾘﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

￥417
原:山陰沖産ｻﾊﾞ/塩水(室戸海洋深層水)

56117 渡邉水産 干し塩さば・半身（2枚）

180g

説:ｸﾞﾘﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

￥433
原:山陰産のど黒/塩水(室戸海洋深層水)

53470 渡邉水産 のど黒開き（1尾）

120g

￥1167

57599 渡邉水産 スルメイカ 一夜干し（2枚）

200g

￥700

原:山陰産ｽﾙﾒｲｶ/塩水(室戸海洋深層水)
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説:ｸﾞﾘﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

説:ｸﾞﾘﾙで焼いたり､天ぷらにも｡

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:宍道湖産しじみ

33184 渡邉水産 宍道湖 大和しじみ
商品番号

180g

2週号企画

説:しじみ汁に｡

冷 60日
凍

￥400

徳島県きとうむら

柚子・おから製品（翌週）

温
度
帯

翌週

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

毎月第２週号企画！きとうむらの柚子製品です！！
35414 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子しぼり 卓上ビン

100ml

￥720

説:製造工場地:徳島｡契約農家による無農薬栽培された柚子を手絞りしました｡お鍋や
しゃぶしゃぶ､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ､焼き肉､餃子､寿司､酢の物などのお料理に､又お菓子やｼﾞｬﾑなどに
香りのｴｯｾﾝｽとしてもお使いいただけます｡栽培に使用する肥料は安全な有機質肥料と柚子

原料柚子は無農薬栽培。肥料は有機質肥料・柚子皮・バーク堆肥
（流木を粉砕発酵したもの）。木頭柚子は他の地域の柚子よりも
香り高く味の良いことで全国でも有名です。

昔ながらの搾汁器でしぼっています。

木頭柚子しぼりは“手しぼり”です！
機械でしぼった場合、搾汁率は16％以上ですが、手しぼりだと10％となり、100mlしぼるのに
１kgの柚子（約12玉）が必要です。また、機械でしぼる場合の20倍の時間がかかります。
その手間のおかけで、果皮のえぐみが混じることなく、まろやかで香り高い風味が得られます。
機械しぼりとは比較になりません。
原:ﾕｽﾞ(徳島)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)/ﾊﾁﾐﾂ(北海道)

57321 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子茶

300g

説:木頭地域の契約農家が､農薬･化学肥

￥880 料ｸ ﾞ･ﾗ動ﾆ ｭ物ｰ 糖性を肥あ料わをせ使､わ時ず間自を然か循け環て農仕法上にげよたっ柚て子栽茶培でしすた｡ 糖木 度頭 約柚 5子5 と％ 国｡ 豊産かﾊ ﾁなﾐ 自ﾂ ､然北に海囲道ま産れﾋ ﾞたｰ ﾄ

木頭柚子茶
木頭地域の契約農家が、農薬・化学肥料・動物性肥料を使わず自然循環農法によって栽培した木頭柚子と
国産ハチミツ、北海道産ビートグラニュー糖をあわせ、時間をかけて仕上げた柚子茶です。糖度約55％。
豊かな自然に囲まれた木頭地域の気候風土にはぐくまれた、香り高く、ジューシーな柚子をたっぷり使用
しています。柚子本来の美しい色を損なわないよう、低温でじっくり時間をかけながらハチミツ等を加え、
手作業で丁寧に混ぜ合わせるというこだわりの製法です。柚子の皮の歯触りと、独特の苦みがくせになる
一品です。柚子茶としてお湯に溶かして使用するほか、紅茶に加えた柚子ティーや冷水や炭酸水に加えた
冷たいドリンクもおすすめです。また、パンケーキにマーマレードとしてご使用頂いてもおいしいです。
原:無農薬柚子皮/国産蜂蜜/北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖

23476 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭ゆずマーマレード
2304 ｷﾄｳﾑﾗ ゆずジャム

説:製造工場地:徳島｡手しぼりで搾っ

145g

￥495 たｸ ﾞゆﾗ ﾆずｭ ｰ酢糖のを名あ品わ｢せ木､頭時柚間子をしかぼけりて｣仕｡ 上そ げの た搾 ､汁ﾏ 後ｰ ﾏのﾚ ｰ無ﾄ ﾞ農で薬す柚｡ 糖子度皮4と5 度､ 国｡ 日産 本蜂 一蜜の､ 北柚海子道だ産かﾋらﾞ ｰ､ﾄ香

155g

原:無農薬柚子皮/北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖 説:製造工場地:徳島｡手しぼりで搾ったゆず酢の
名品｢木頭柚子しぼり｣｡その搾汁後の無農薬柚子皮とﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖を合わせ､柚子皮を粉砕
したｼﾞｬﾑﾀｲﾌﾟ｡ﾖｰｸﾞﾙﾄのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞとしても最適｡糖度55度

￥508

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

木頭ゆずマーマレード
手しぼりで搾ったゆず酢の名品「木頭柚子しぼり」。その搾汁後の無農薬柚子皮と、
国産蜂蜜、北海道産ビートグラニュー糖をあわせ、時間をかけて仕上げた、マーマレードです。
糖度45度。日本一の柚子だから、香り高く、ジューシーなマーマレードになりました。

ゆずジャム
無農薬柚子皮とビートグラニュー糖を合わせ、柚子皮を粉砕したジャムタイプ。
ヨーグルトのトッピングとしても最適。糖度55度。
原:徳島産平飼い有精卵/鹿児島産洗双糖/ｽｲｽBIO認定ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ(ｶｶｵﾏｽ/砂糖/ｺｺｱﾊﾟｳ

4684 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭ショコラ（直径12cm）箱入
23475 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子 ゆず湯（入浴用）30g 5袋

1個
1個

￥1750 ﾀﾞｰ/ﾊﾞﾆﾗ)/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/高知産大豆おから/ｵﾗﾝﾀﾞ産ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ
説:製造工場地:徳島｡小麦粉は一切使わず､おからとｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄをふんだんに使って作
￥864

原:無農薬柚子皮 説:製造工場地:徳島｡木頭村産の無農薬柚子皮をﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ製法で乾燥加
工しﾊﾟｯｹｰｼﾞしたものです｡柚子の持つ香りや効能を損なうことなくお湯に浸すと素早く成
分が抽出され､心地よい｢ゆず湯｣をお楽しみいただけます｡

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週
対
外

2年

２週
号 翌週

木頭ショコラ（直径12cm）

木頭柚子 ゆず湯（入浴用）

小麦粉は一切使わず、おからと
オーガニックチョコレートを
ふんだんに使って作りました。
しっとりした口当たり、
上品な味が人気です。

木頭村産の無農薬柚子皮をフリーズドライ
製法で乾燥加工しパッケージしたものです。
柚子の持つ香りや効能を損なうことなく
お湯に浸すと素早く成分が抽出され、
心地よい「ゆず湯」をお楽しみ頂けます。

45056 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子ドリンク
45059 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子ドリンク 180ml 10
45062 ｷﾄｳﾑﾗ 木頭柚子ドリンク 180ml 30

180ml
1セット

￥170

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁(農薬不使用) 説:製造工場
地:徳島｡徳島県木頭地域の特別栽培ﾕｽﾞを手搾りした果汁と奄美大島の粗糖､天然水で作っ
た清涼飲料です｡甘さ控えめでｻﾗﾘとした飲み口とﾕｽﾞの風味が楽しめます｡夏はｸｰﾙで冬は

常
温

1年

２週
号 翌週

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁(農薬不使用)

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

説:製造工場

￥1700 地た 清: 徳涼島飲｡ 徳料 島で す県 ｡木甘頭さ地控域えのめ特で別ｻ 栽ﾗ ﾘ培とﾕしｽ ﾞたを飲手み搾口りとしﾕ ｽたﾞ果の汁風と味奄が 美楽 大し 島め のま 粗す 糖｡ 夏､ 天は 然ｸ ｰ水ﾙ でで冬作はっ

希望小売価格￥5100

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁(農薬不使用)

説:製造工場

1ケース

￥4845 地た 清: 徳涼島飲｡ 徳料 島で す県 ｡木甘頭さ地控域えのめ特で別ｻ 栽ﾗ ﾘ培とﾕしｽ ﾞたを飲手み搾口りとしﾕ ｽたﾞ果の汁風と味奄が 美楽 大し 島め のま 粗す 糖｡ 夏､ 天は 然ｸ ｰ水ﾙ でで冬作はっ

180ml

￥205 造で 作工 っ場 た地 清: 徳涼島飲｡ 徳料 島で 県す 木｡ ﾋ頭ﾟ ﾘ地ｯ と域しのた特生別姜栽の培辛ﾕ ｽみﾞ をと手ﾕ ｽ搾ﾞ のり香にりしがた絶果妙汁でとす生｡姜天汁然､水粗は糖剣､ 天山然系水に

45060 ｷﾄｳﾑﾗ ゆずジンジャー 180ml 10

常
温

1年

1セット

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/高知･大分産生姜汁/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁 説:製
造工場地:徳島｡徳島県木頭地域の特別栽培ﾕｽﾞを手搾りにした果汁と生姜汁､粗糖､天然水
で作った清涼飲料です｡ﾋﾟﾘｯとした生姜の辛みとﾕｽﾞの香りが絶妙です｡天然水は剣山系に

２週
号 翌週

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/高知･大分産生姜汁/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁

45063 ｷﾄｳﾑﾗ ゆずジンジャー 180ml 30

常
温

1年

1ケース

２週
号 翌週

原:木頭村天然水/鹿児島産粗糖/高知･大分産生姜汁/徳島県木頭産特別栽培ﾕｽﾞ果汁

45057 ｷﾄｳﾑﾗ ゆずジンジャー

￥2050

希望小売価格￥6150

説:製

説:製

￥5843 造で 作工 っ場 た地 清: 徳涼島飲｡ 徳料 島で 県す 木｡ ﾋ頭ﾟ ﾘ地ｯ と域しのた特生別姜栽の培辛ﾕ ｽみﾞ をと手ﾕ ｽ搾ﾞ のり香にりしがた絶果妙汁でとす生｡姜天汁然､水粗は糖剣､ 天山然系水に

木頭柚子ドリンク
徳島県木頭地域の特別栽培ユズを手搾りした果汁と奄美大島の粗糖、天然水で作った清涼飲料です。甘さ控えめでサラリとした
飲み口とユズの風味が楽しめます。夏はクールで冬はホットでお楽しみ下さい。天然水は剣山系にある木頭地域の山の湧き水を
使用。ユズ果汁は収穫時期に手搾りしたものを瞬間冷凍し製造の度に解凍、使用するので味も香りもフレッシュそのものです。

ゆずジンジャー
徳島県木頭地域の特別栽培ユズを手搾りにした果汁と生姜汁、粗糖、天然水で作った清涼飲料です。ピリッとした生姜の辛みと
ユズの香りが絶妙です。天然水は剣山系にある木頭地域の山の湧き水を使用。ユズ果汁は収穫時期に手搾りしたものを
瞬間冷凍し製造の度に解凍、使用するので味も香りもフレッシュそのものです。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処

8931 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー（プレーン）

85g

￥422 理造 を工 し場 て地 い: 徳な島い｡ )そ/ nのo n昔- G､ おM菓O 子飼 料の /少開な放い鶏時舎代) /に鹿お児ば島 あ産 ち洗 ゃ双 ん糖 が/ 高お知や産つ大に豆作使っ用ておくかれらた ｢説お: 製焼

47g

￥293 理造 を工 し場 て地 い: 徳な島い｡ )そ/ nのo n昔- G､ おM菓O 子飼 料の /少開な放い鶏時舎代) /に鹿お児ば島 あ産 ち洗 ゃ双 ん糖 が/ 高お知や産つ大に豆作使っ用ておくかれらた ｢説お: 製焼

85g

￥445 理無 を農 し薬 てゆ いず な い説): /製n o造n工- G場M地O:飼徳料島/｡開そ放の鶏昔舎､)お/ 鹿菓児子島の産少洗な双い糖時/ 高代 知に 産お 大ば豆あ使ち用ゃおんかがらお/や木つ頭に産

原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処

52565 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー ミニ（プレーン）

原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処

21288 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー（ゆず）

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週
常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週

原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処
理をしていない)/non-GMO飼料/開放鶏舎)/鹿児島産洗双糖/高知産大豆使用おから/木頭産
無農薬ゆず 説:製造工場地:徳島｡その昔､お菓子の少ない時代におばあちゃんがおやつに
原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処
理をしていない)/non-GMO飼料/開放鶏舎)/鹿児島産洗双糖/高知産大豆使用おから/長崎産
黒ｺﾞﾏ 説:製造工場地:徳島｡その昔､お菓子の少ない時代におばあちゃんがおやつに作っ
原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処
理をしていない)/non-GMO飼料/開放鶏舎)/鹿児島産洗双糖/高知産大豆使用おから/長崎産
黒ｺﾞﾏ 説:製造工場地:徳島｡その昔､お菓子の少ない時代におばあちゃんがおやつに作っ
原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処
理をしていない)/non-GMO飼料/開放鶏舎)/鹿児島産洗双糖/高知産大豆使用おから/高知産
生姜(時期により産地変更になる可能性有り) 説:製造工場地:徳島｡その昔､お菓子の少な

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週

原:九州産薄力粉/石橋ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/山口産秋川牧園鶏卵(PHF(収穫後､農薬処

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週

52566 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー ミニ（ゆず）

47g

￥293

21289 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー（ごま）

85g

￥445

52567 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー ミニ（ごま）

47g

￥293

56077 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー（しょうが）

85g

￥445

47g

￥293 理生 を姜 し( 時て期いになよいり) /産n o地n変- G更MにOな飼る料可/ 開能放性鶏有舎り) /)鹿 児説島: 製産造洗工双場糖地/ 高: 徳知島産｡大そ豆の使昔用､ おお菓か子らの/ 高少知な産

56078 ｷﾄｳﾑﾗ おからクッキー ミニ（しょうが）

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週

常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週
常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週
常 6ヶ月 ２週
温
号 翌週

おからクッキー プレーン・ゆず・ごま・しょうが
その昔、お菓子の少ない時代におばあちゃんがおやつに作ってくれた「お焼き」のような、
カンパンにも似たちょっと固めの歯応えがクセになる素朴なクッキーです。
歯とあご、そして脳の成長のためにも固い食べ物が注目されている今日、
安心素材で作ったこの「おからクッキー」は成長期のお子さまのおやつとしても最適です。
また、低カロリー・低脂肪・高タンパク質・高繊維質のおからを使用しているから、
ダイエットフーズとしてもご愛用いただけます。
おばあちゃん直伝の懐かしい素朴な味をお楽しみ下さい。
説:製造工場地:徳島｡四国･剣山系天然水｡木頭の山仕事の男たちが極上の水と讃えた水

45355 ｷﾄｳﾑﾗ 山の湧水(わきみず)1.8L 6 2(別途送料)

1セット

￥5448 でﾙ ｶすﾘ 天｡ 災然害水時｡ ※の別保途存送水料とをし頂てきもまごす利（用四で国き内る税長抜期き保￥存3紙0 ﾊ0 ﾟ､ｯ四ｸ 国使 外用 税｡ p抜h 8き. 0￥ 700. 20 ､）硬｡ 度 8 5 . 8 ､ 弱 ｱ

常
温

5年

毎号

翌週

山の湧水（わきみず）四国・剣山系天然水。木頭の山仕事の男たちが極上の水と讃えた水です。災害時の保存水としても
1.8L 12本 ご利用できる長期保存紙パック使用。ph8.0

0.2、硬度85.8、弱アルカリ天然水。
※山の湧水は別途送料をご負担頂きます。何卒ご了承下さい。四国内税抜き¥300、四国外税抜き¥700です。
商品番号

2週号企画

ぷくぷくのクッキー・ビスケット（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

太陽の光を浴びて、すくすく育った材料をふんだんに使ったぷくぷくのビスケット。
おいしさとヘルシーさにこだわるからこそ無添加。昔ながらの知恵と愛情にあふれた手焼きビスケットです。
原:青森産小麦粉/よつ葉ﾊﾞﾀｰ/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/兵庫産卵(飼料はPHFﾄｳﾓﾛ

7159 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー プレーン

70g

￥238 ｺ不ｼ検使出用 ｡) 卵説を:た製っ造ぷ工り場と地使: 大用阪し｡ 放た 射､ ｻ能ｸ ｯ検と査し結た果歯( 2ご0 た1 3え. 3 の. 4 現ｸ ｯ在ｷ ｰｵでﾙ ﾀすｰ 通｡ こ信だ) : 検わ出り限の界素1材Bなq / らk gででは

70g

￥238 地牛 :乳大が阪た｡ 放っ射ぷ能り検入査っ結た果ｸ ｯ( 2ｷ 0ｰ 1｡ 3※. 2卵. 1は1 現使在っｵてﾙ ﾀおｰ 通り 信ま)せ: 検ん出が限同界じ1製B q造/ kﾗgｲでﾝ で不卵検･出乳｡製新品鮮をな 使よ 用つ 葉し

6655 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー いよかん

70g

￥286 ﾋ( 2ﾞ0/ 国1 3産. 3ｻ. 1ﾄ1ｳ現ｷ ﾋ在ﾞ )ｵ/ﾙ有ﾀ 機ｰ 通国信産) 温: 検州出み限か界ん1 Bｽ ﾄqﾚ/ kｰ gﾄでｼ ﾞ不ｭ ｰ検ｽ 出説｡ 愛: 製媛造県工産場の地伊:予大柑阪ﾋ｡ﾟ放ｰ 射ﾙ を能ふ検ん査だ結ん果に 使

5241 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりｸｯｷｰ まぁぶる (旧ｺｺｱｰｽﾞ)

70g

￥286 ﾓをﾛﾏｺｰｼﾌ使ﾞ 用ﾙ 模) /様ｵ ｰにｶ ﾞ仕ﾆ ｯ上ｸ げｺ ｺまｱ （しﾄたﾞ ﾐ｡ﾆ放ｶ 産射･能S k検a査l 認結定果）( 2 0説1 3: .製2 .造4 現工在場ｵ地ﾙ ﾀ: 大ｰ 通阪信｡ ﾌ)ﾟ: 検ﾚ ｰ出ﾝ 生限地界と1 B純qｺ/ kｺ ｱg 生で 地不

原:青森産小麦粉/よつ葉ﾊﾞﾀｰ/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/よつ葉牛乳

5239 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー ミルク

説:製造工場

原:青森産小麦粉/よつ葉ﾊﾞﾀｰ/伊予柑ﾋﾟｰﾙ(四国産伊予柑/水飴/洗双糖)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷ

原:青森産小麦粉/よつ葉ﾊﾞﾀｰ/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/兵庫県産卵(飼料はPHFﾄｳ

手づくりクッキー

常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週

プレーン 卵をたっぷりと使用した、サクッとした歯ごたえのクッキーです。
こだわりの素材ならではのおいしさです。
ミルク 新鮮なよつ葉牛乳がたっぷり入ったクッキー。

いよかん 愛媛県産の伊予柑ピールをふんだんに使用。
紀州産ストレートミカンジュースもたっぷり。とてもさわやかな甘さです。
まぁぶる プレーン生地と純ココア生地をマーブル模様に仕上げました。
原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/ﾉﾝﾎﾓ牛乳(北海道)/ｵ

57303 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー カフェオレ

70g

説:ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ｻﾝﾀﾏﾙﾀ産のｵｰｶﾞﾆｯｸｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ(ﾑｿｰ)をよつ
￥286 ｰｶﾞﾆｯｸｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ(ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ｻﾝﾀﾏﾙﾀ)
葉のﾉﾝﾎﾓ牛乳に溶かしてｸｯｷｰ生地に入れました｡香りの良い､ほろ苦くまろやかな甘さのｸｯ

常 90日 ２週
温
号 翌週

手づくりクッキー カフェオレ
コロンビア･サンタマルタ産のオーガニックインスタントコーヒー（ムソー）をよつ葉のノンホモ牛乳に
溶かしてクッキー生地に入れました。香りの良い、ほろ苦くまろやかな甘さのクッキーに仕上がっています。
原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/ﾉﾝﾎﾓ牛乳(北海道)/鶏

5247 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー ミルクティー

70g

￥286 卵肥 (料飼不料使: P用H栽F /培N oべn に- Gふm うo ﾄきｳ ﾓ紅ﾛ ｺ茶ｼ ､)N o説n -:G製m造o 大工 豆場 油地か: 大す阪) (｡兵島庫根)県/ 紅西茶製葉茶( 島の根紅: 茶西 製葉 茶に･変農わ薬り化ま学

70g

￥286 国牛 産乳 /(E北C海O道C E) R T説認: 製定造) / 鶏工卵場(地飼:料大:阪P H｡ 手F / づN oくn -りGなm oらﾄでｳ ﾓはﾛ ｺのｼ ､素N朴o nな- G味mのo 大ｶ ﾝ豆ﾄ ﾘ油ｰか風すｸ ｯ)ｷ( ｰ兵で庫す) /｡ﾉ海ﾝ ﾎ外ﾓ

70g

￥286 料西 :製P H茶F･/農N o薬n化- G学m肥o ﾄ料ｳ ﾓ不ﾛ ｺ使ｼ ､用N栽o n培- G) m o説大: 製豆 油造 か工 す場)地( 兵: 大庫阪) /｡ﾉ島ﾝ ﾎ根ﾓ 牛産乳ほ( う北 じ海 道茶 )を/ ほｸ ｯうｷ じｰ 生茶地葉に( 島入根れ:

60g

原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ(北海道)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/
国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/鶏卵(飼料:PHF/Non-Gmoﾄｳﾓﾛｺｼ､Non-Gmo大豆油かす)(兵庫)/ﾉﾝﾎﾓ牛乳(北海
道) 説:製造工場地:大阪｡北海道よつ葉のｼｭﾚｯﾄﾞﾁｰｽﾞをふんだんに使いました｡ﾁｰｽﾞの塩気

原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/ﾋﾏﾜﾘの種(ﾈｵﾌｧｰﾑ:中

54577 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー ひまわり

原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/鶏卵(飼

54578 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー ほうじ茶
5242 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー チーズ

￥308

常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週

ミルクティー 島根県西製茶の紅茶葉に変わりました。紅茶の葉も粉砕して入れているので、香りがとても豊かです。
ひまわり 手づくりならではの素朴な味のカントリー風クッキーです。海外有機認定のヒマワリの種を以前より増量して
粒のまま入れたことにより、よりおいしくなって香ばしさもアップ、ぷくぷくの自信作です。

ほうじ茶 島根産ほうじ茶をクッキー生地に入れました。芳ばしい香りと味をお楽しみ下さい。
チーズ 北海道よつ葉のシュレッドチーズをふんだんに使いました。チーズの塩気が効いたクッキーに仕上がりました。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

原:北上小麦粉(青森)/ﾊﾞﾀｰ(北海道)/粗製糖(外国産ｻﾄｳｷﾋﾞ/国産ｻﾄｳｷﾋﾞ)/鶏卵(飼

54579 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりクッキー お茶（11月~4月）

￥286 料製 :茶P H･ 農F /薬N o化n学- G肥m料o ﾄ不ｳ ﾓ使ﾛ ｺ用ｼ ､栽N培o n)- G m説o: 製大 豆造 油工か場す地):(大兵阪庫｡)島/ ﾉ ﾝ根ﾎ 産ﾓ 牛緑乳茶( 北を海石道臼)で/ 粉挽末い緑た茶粉( 島茶根を:ｸ西ｯ

70g

常 90日 ２週
温
号 翌週

手づくりクッキー お茶（11月~4月）島根産緑茶を石臼で挽いた粉茶をクッキー生地に入れました。
さわやかな香りとちょっとほろ苦くて甘さもほどほどのクッキーに仕上がりました。
原:青森産小麦粉/北海道産甜菜糖/青森産菜種油/浄水(ﾊｰﾚｰ)を使用

5252 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりビスケット プレーン

説:製造工場地:大阪｡

70g

￥238 放か 射り 能っ 検と査軽結い果口(あ2 0た1 3り. 3｡.※1 8同現じ在製ｵ ﾙ造ﾀ ｰﾗ通ｲ ﾝ信で)卵: 検･出乳限製界品1をB 使q / k用g しで て不 お検 出り ｡まﾋすﾞ ｽ｡ｹ2ｯ0ﾄ1の4 基. 1 本0 . 6形ぷ｡ くか りぷ

70g

￥238 地好 :評大｡阪※｡同放じ射製能造検ﾗ査ｲ ﾝ結で果卵( 2･0乳1 製3 . 2品. 2を5 現使在用ｵしﾙ ﾀてｰ お通 り信 ま) : 検す出｡ 2限0 1界4 1. 1B0q. /6kぷg でく不ぷ検く出よ｡りﾅ ﾁ｢ｭ1ﾗ1ﾙ月な上甘旬みよが

70g

原:青森産小麦粉/奄美大島産黒糖/青森産菜種油/浄水(ﾊｰﾚｰ)を使用 説:製造工場地:大阪｡
奄美大島産黒糖､国産小麦､なたね油だけで作ったﾋﾞｽｹｯﾄです｡黒糖独特の甘さとｼﾝﾌﾟﾙな材
料でやさしい味わいになりました｡

原:青森産小麦粉/北海道産甜菜糖/青森産菜種油/有機人参/浄水(ﾊｰﾚｰ)を使用

5253 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりビスケット にんじん
51448 ﾌﾟｸﾌﾟｸ 手づくりビスケット こくとう

￥238

説:製造工場

常 30日 ２週
温
号 翌週
常 30日 ２週
温
号 翌週
常 90日 ２週
温
号 翌週

手づくりビスケット
プレーン ビスケットの基本形。かりかりっと軽い口あたり。
にんじん ナチュラルな甘みが好評。
こくとう 奄美大島産黒糖、国産小麦、なたね油だけで作ったビスケットです。
黒糖独特の甘さとシンプルな材料でやさしい味わいになりました。

ぷくぷくの会

共に生き働く社会へ~ぷくぷくの会の想い

「ぷくぷくの会」がめざしているのは、障がいをもつ人が地域であたりまえに生き働ける社会の実現です。1988年より大阪府吹田市で共働作業所をはじめ、無添加
クッキーやパンの製造販売、自然食品店、リサイクルのお店などにとりくんできました。グループホームや自立支援センター、ヘルパー派遣事業、就労支援センター
なども運営し、地域で必要なサポートを提供できるよう活動しています。「わたしたちは しょうがいしゃ である前に 人間なんだ！」という考え方を一番大事にし、
障がいをもつ当事者の権利をまもり広げる運動を進めます。「ぷくぷく」は朝鮮の古い言葉から、ゆっくりゆっくりという意味で名づけられました。一人ひとり、
みんな違うからこそ人間っておもしろい。誰もが、かけがえのない人生を、あたりまえに歩んでいける社会を願っています。

2週号企画

商品番号

柿茶本舗の柿茶（翌週）
原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)

55771 柿茶本舗 柿茶ティーバッグ（1L用）

4g 84
4g 28

￥2660 なみ い水 た､ そだしけてま真す夏｡ ﾋのﾞ ﾀ太ﾐ ﾝ陽･ ﾐをﾈ いﾗ ﾙっ･ ﾎぱﾟ ﾘいﾌ ｪにﾉ ｰ浴ﾙ がび 豊て富育でっﾉたﾝ ｶ柿ﾌ ｪのｲ 葉ﾝ ｡｡美香容りと豊健か康なを健心康が茶けとてしいてるお方 楽に しお

4g 7

原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用) 説:柿茶の原料は四国の澄んだ空気と清らか
な水､そして真夏の太陽をいっぱいに浴びて育った柿の葉｡香り豊かな健康茶としてお楽し
みいただけます｡ﾋﾞﾀﾐﾝ･ﾐﾈﾗﾙ･ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙが豊富でﾉﾝｶﾌｪｲﾝ｡美容と健康を心がけている方にお

原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)

2089 柿茶本舗 柿茶ティーバッグ（1L用）
53468 柿茶本舗 柿茶ティーバッグ（1L用）

説:柿茶の原料は四国澄んだ空気と清らかな

￥7140 水い た､ そだしけてま真す夏｡ ﾋのﾞ ﾀ太ﾐ ﾝ陽･ ﾐをﾈ いﾗ ﾙっ･ ﾎぱﾟ ﾘいﾌ ｪにﾉ ｰ浴ﾙ がび 豊て 富育でっﾉたﾝ ｶ柿ﾌ ｪのｲ葉ﾝ ｡｡美香容りと豊健か康なを健心康が茶けとてしいてるお方楽に しお みす

￥700

説:柿茶の原料は四国の澄んだ空気と清らか

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

2年

２週
号 翌週

常
温

2年

２週
号 翌週

常
温

2年

２週
号 翌週

お届
け週

柿茶ティーバッグ
柿茶の原料は四国の澄んだ空気と清らかな水、そして真夏の太陽をいっぱいに浴びて育った柿の葉。
香り豊かな健康茶としてお楽しみいただけます。ビタミン・ミネラル・ポリフェノールが豊富でノンカフェイン。
美容と健康を心がけている方にお勧めです。飲み方：1パックに1Lのお湯を注いで3~5分位おいてお飲みください。
飲み方は一度に多く飲むより、少しずつ何回も飲むことをおすすめします。
原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)

59268 柿茶本舗 有機 柿茶（マグカップ用）

1.5g

￥1200 国か なの 健澄康ん茶だと空し気てとお清楽らしかみない水た､だそけしまてす真｡夏ﾋ ﾞのﾀ ﾐ太ﾝ ･陽ﾐをﾈ ﾗいﾙ ･っﾎ ﾟぱﾘ ﾌいｪ ﾉにｰ ﾙ浴がび豊て富育でっﾉ ﾝたｶ ﾌ柿ｪのｲ ﾝ葉｡ 美｡ 香容 りと 豊健

60

￥2700 国か なの 健澄康ん茶だと空し気てとお清楽らしかみない水た､だそけしまてす真｡夏ﾋ ﾞのﾀ ﾐ太ﾝ ･陽ﾐをﾈ ﾗいﾙ ･っﾎ ﾟぱﾘ ﾌいｪ ﾉにｰ ﾙ浴がび豊て富育でっﾉ ﾝたｶ ﾌ柿ｪのｲ ﾝ葉｡ 美｡ 香容 りと 豊健

原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)

57304 柿茶本舗 柿茶（マグカップ用）

1.5g

説:気軽に楽しめるｶｯﾌﾟ用｡柿茶の原料は四

20

説:気軽に楽しめるｶｯﾌﾟ用｡柿茶の原料は四

常 24ヶ ２週
温 月
号 翌週
常
温

2年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

柿茶マグカップ用 気軽に楽しめるカップ用。
飲み方：マグカップに１パックを入れお湯を注いで3~5分位おいてお飲みください。
原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)

52621 柿茶本舗 柿茶の粉茶 瓶入り粉末

説:柿茶の原料は四国の澄んだ空気と清らか

45g

￥4500 なた 粉水 茶､ そはしすてっ真き夏りのと太し陽たを香いばっしぱさいのにあ浴るび柿ての育葉っ独た特柿のの風葉味｡を茶お葉楽のし栄み養い成た分だがけままるすご｡とﾋ ﾞ入ﾀ ﾐっ

1箱

￥2400 たて ｡真 夏説の: 外太出陽先をでいもっ便ぱ利いなにｽ浴ﾃ ｨびｯ ｸてﾀ 育ｲ ﾌっﾟ ｡た柿柿茶のの葉原｡料茶は葉四の国栄の養澄成ん分だが空ま気るとご清とら入かっなた水粉､ そ茶しは

1箱

原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)※2020年4月よりｵｰｶﾞﾆｯｸ認証商品になりまし
た｡ 説:外出先でも便利なｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ｡柿茶の原料は四国の澄んだ空気と清らかな水､そし
て真夏の太陽をいっぱいに浴びて育った柿の葉｡茶葉の栄養成分がまるごと入った粉茶は

原:四国産柿の葉(化学農薬･化学肥料不使用)※2020年4月よりｵｰｶﾞﾆｯｸ認証商品になりまし

52620 柿茶本舗 柿茶の粉茶 ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ(0.5g 30包)
56523 柿茶本舗 柿茶の粉茶 ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ(0.5g 10包)

￥1000

柿茶の粉茶 瓶入り粉末
茶葉の栄養成分がまるごと入った粉茶はすっきりとした香ばしさのある柿の葉独特の風味をお楽しみ頂けます。
飲み方：飲みたい時に飲みたい分だけスプーンで入れてお湯を注ぐだけ。
お好みの濃さに調節も自在で、手軽にいつでも美味しくいただけます。

柿茶の粉末 スティックタイプ
外出先でも便利なスティックタイプ。お好みの濃さにしてお召し上がりください。
原:柿の葉(香川･徳島)/還元麦芽糖水飴(ﾀﾋﾟｵｶ澱粉:ﾀｲ･ｷｬｯｻﾊﾞ:ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)

53469 柿茶本舗 柿茶の飴

80g

説:製造工場地:静

￥600 岡培 の｡ 柿柿のの葉葉とを還使元用麦｡ 柿芽の糖葉水は飴ﾋをﾞ ﾀ使ﾐ ﾝっ､ ﾐたﾈ 身ﾗ ﾙ体､ ﾎにﾟ ﾘやﾌ ｪさﾉ ｰしﾙいを 飴豊 で富 にす 含｡ 農ん薬で･い化ま学す肥｡料還不元使麦用芽､糖自水然飴栽

常 18ヶ ２週
温 月
号 翌週

柿茶の飴
柿の葉と還元麦芽糖水飴を使った身体にやさしい飴です。農薬・化学肥料不使用、自然栽培の柿の葉を使用。
還元麦芽糖水飴は虫歯の原因になりにくく、血糖値の急激な上昇を招きません、カロリーは砂糖の半分です。
※還元麦芽糖水飴の特性上、吸湿性があり夏場は冷蔵庫での保存をおすすめします。

金子製粉

商品番号

25197

金子製粉

1117

ギョウザの皮（20枚入）2袋組
春巻きの皮 10枚
￥530
1ｾｯﾄ
毎号
冷凍

原:国産小麦全粒粉/天海の塩/
打ち粉として非遺伝子組換え
馬鈴薯澱粉/甘藷澱粉 説:製
造工場地:神奈川｡冷凍管理の
ため賞味期限は90日です｡電
子ﾚﾝｼﾞでの解凍は避けて下さ
い｡小麦の粒を丸ごと挽いた
全粒粉の皮､風味と食感が格
別です｡手作りの餃子をお楽
しみ下さい｡

餃子の皮
栄養たっぷりの全粒粉を使った、少し厚めのギョウザの皮。お好みの具材をたっぷり

￥375 詰めてお楽しみ下さい。皮だけを油で揚げてスナック風にしてもおいしいですよ。

翌週

賞味：90日

ぎょうざの皮・春巻きの皮（翌週）

金子製粉

毎号
冷凍

翌週

賞味：90日

原:国産小麦全粒粉/天海の塩/
打ち粉として非遺伝子組換え
の馬鈴薯澱粉/甘藷澱粉 説:
製造工場地:神奈川｡冷凍管理
のため賞味期限は90日です｡
電子ﾚﾝｼﾞでの解凍は避けて下
さい｡小麦の粒を丸ごと挽い
た全粒粉の皮､風味と食感が
格別です｡手作りの春巻をお
楽しみ下さい｡

春巻きの皮
ギョウザの皮より少し薄めの春巻きの皮。もちろん全粒粉使用です。
春巻きにすればボリュームたっぷりのおかずに。果物のジャムやコンポート、
あんこなどを巻きこんだスイーツ春巻きもオツですよ☆←この場合は皮を半切りに
して細めに巻くのがポイント。また、4分割してギョウザの皮としても使えます。
食べやすい大きさにカットして餃子の皮と同様に揚げ、塩を振れば簡単チップスに！
※表示価格は全て税抜き価格です。
-27-

商品番号

★煮込み料理にいかが？★

ハンバーグ・チキンボール（翌週）
原:島根産牛肉/有機ﾀﾏﾈｷﾞ(北海道又は九州産･主に冬季は北海道)/島根産卵/青森産有機小麦

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

冷 180日 毎号

翌週
49350 木次 ブラウンスイスハンバーグ※品薄
￥380 粉際 は/ 島何根卒産ご牛容乳赦/ 沖下縄さ海い水※塩 /製ﾏ ﾚ造ｰ ｼ地ｱ 産: 島ｺ根ｼ ｮ｡ｳ島 根説･:奥※出現雲在で品山薄地の放た牧めさ入れ荷たがﾌ不ﾞ 安ﾗ ｳ定ﾝ ｽでｲ ｽす牛｡を欠1品0 0の％ 凍
130g
島根・奥出雲で山地放牧されたブラウンスイス牛を100％使用。副原料もこだわり国内で有機栽培したタマネギと小麦粉、木次平地飼
有精卵を使用しています。肉本来の味わいを残した野趣あふれる赤身肉のハンバーグです。チーズ乗せや、煮込みなどお好みの調理法
でお楽しみ下さい。お好みで刻みタマネギや刻み野菜、パン粉などを混ぜ込んで調理してもおいしくお召し上がりいただけます。
原:鶏肉(大分:冠地鶏､卵取り地鶏)､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉(北海道)､ｲｰｽﾄ(日本)､食塩(兵庫･香川の海

129 下郷 チキンボール

300g

￥827 水崎 )) )､､耶卵馬( 大渓分黒(豚下脂郷肪農(協大)分) ､(耶下馬郷渓農牛協乳) )(､大ﾋ ﾞ分ｰ ﾄ( ｸ下ﾞ郷ﾗ ﾆ農ｭ ｰ協糖)()北､ 馬海鈴道薯: 甜澱菜粉糖( 北) ､海入道り)浜､ ﾀのﾏ ﾈおｷ ﾞ塩( 大( 徳分島･)長､

冷 60日 毎号
翌週
凍

チキンボール
約18個。冠地どり、卵取り地どり肉（モモミ・テバミ・砂ずり）に耶馬渓黒豚の脂と
野菜農家が作ったタマネギを加え、やさしく手作業で仕上げています。
水炊きに使用すると良いだしが出ます。甘辛く煮つけてお弁当に。シチューやカレーに。
原:経産黒毛和牛(大分(下郷農協))､耶馬渓黒豚(大分(下郷農協))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉(北海道)､ｲｰｽﾄ

58745 下郷 ハンバーグ
58746 下郷 ミニハンバーグ

商品番号

2個入

日本)､食塩(兵庫･香川の海水))､卵(大分(下郷農協))､耶馬渓牛乳(大分(下郷農協))､馬鈴薯澱
￥653 (粉(北海道)､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道:甜菜)､ﾀﾏﾈｷﾞ(大分･長崎)､入り浜のお塩(徳島:並塩)､ｶﾞｰﾘｯ

15個入

原:経産黒毛和牛(大分(下郷農協))､耶馬渓黒豚(大分(下郷農協))､ﾊﾟﾝ粉(小麦粉(北海道)､ｲｰｽﾄ
(日本)､食塩(兵庫･香川の海水))､卵(大分(下郷農協))､耶馬渓牛乳(大分(下郷農協))､馬鈴薯澱
粉(北海道)､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道:甜菜)､ﾀﾏﾈｷﾞ(大分･長崎)､入り浜のお塩(徳島:並塩)､ｶﾞｰﾘｯ

￥813

冷 60日 毎号
翌週
凍
冷 60日 毎号
翌週
凍

ハンバーグ

ミニハンバーグ

下郷農協の経産黒毛和牛と
耶馬渓黒豚の合挽ミンチを使い、
やさしく手作業で仕上げています。

下郷農協の経産黒毛和牛と耶馬渓黒豚の合挽ミンチを
使い、やさしく手作業で仕上げています。煮込みや
ロールキャベツにしてもおいしくお召し上がりいただけます。

★手軽なお豆★

サラダや煮込み料理に（翌週）
原:有機金時豆/食塩

46703 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ豆缶詰 有機金時豆（ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ）

400g
400g

￥360 ﾝ由語来でにｶなﾞ ﾙっﾊ ﾞてﾝ ｿいﾞ ｰま､ す英 ｡語ﾎでｸ ﾎはｸ しﾁ ｸたﾋ ﾟ歯ｰ と応呼えばがれ特て徴おなりの､でﾋ ﾖｽ ｺｰのﾌ ﾟｸやﾁ ﾊｶﾞﾚｼｰにな似どたに形最の適突で起すが｡ あ り 名 前 の

原:有機ﾋﾖｺ豆/食塩

46711 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ豆缶詰 ひよこ豆（ﾁｸﾋﾟｰ）
46712 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ豆缶詰 ミックスビーンズ

説:製造国:ｲﾀﾘｱ｡形がしっかりしており炊き崩れが少ないため煮豆や

￥360 ｼ使ﾁいｭ ｰい､ ｽたｰ ﾌだﾟ ､けﾁ ﾘまｺ すﾝ ｶ｡ﾝ に 最 適 で す ｡ ｸ ｾ が な く さ っ ぱ り と し た 味 わ い な の で そ の ま ま ｻ ﾗ ﾀ ﾞ に も お

400g

￥360

説:製造国:ｲﾀﾘｱ｡高ﾀﾝﾊﾟｸでありながら低脂質なﾋﾖｺ豆の缶詰です｡ｽﾍﾟｲ

原:有機(金時豆/ﾋﾖｺ豆/白ｲﾝｹﾞﾝ豆/ﾗｲ豆)/食塩 説:原産国:ｲﾀﾘｱ｡ﾋﾖｺ豆･金時豆･白ｲﾝｹﾞﾝ豆･ﾗｲ
豆のﾐｯｸｽ缶｡彩り豊かで栄養満点､いつものﾒﾆｭｰを豪華にﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟしてくれます｡ｸｾがな
くさっぱりした味わいなので煮豆やｻﾗﾀﾞ､ｽｰﾌﾟ､ｶﾚｰ等様々な料理にお使い下さい｡

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常
温

4年

毎号

常
温

4年

毎号

常
温

4年

毎号

お届
け週

翌週

翌週

翌週

オーガニック豆缶詰 有機金時豆（レッドキドニー）
形がしっかりしており炊き崩れが少ないため煮豆やシチュー、スープ、チリコンカンに最適です。
クセがなくさっぱりとした味わいなのでそのままサラダにもお使いいただけます。

オーガニック豆缶詰 ひよこ豆（チクピー）
高タンパクでありながら低脂質なヒヨコ豆の缶詰です。スペイン語でガルバンゾー、
英語ではチクピーと呼ばれており、ヒヨコのクチバシに似た形の突起があり名前の
由来になっています。ホクホクした歯応えが特徴なのでスープやカレーなどに最適です。

オーガニック豆缶詰 ミックスビーンズ
ヒヨコ豆・金時豆・白インゲン豆・ライ豆のミックス缶。彩り豊かで栄養満点、
いつものメニューを豪華にボリュームアップしてくれます。クセがなくさっぱりした
味わいなので煮豆やサラダ、スープ、カレー等様々な料理にお使い下さい。
原:有機小豆(北海道)/有機きび糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)

54692 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機ほの甘あずき

55g

説:有機小豆を有機きび糖でほんのりと

￥220 甘め くな 味程 付良 けい し甘 ､さ柔がらおかやくつ蒸にしぴ上っげたまりしでたす｡ ｡蒸きしびて糖いでるほかんらの豆り本と来甘のみ風が味つやい旨てみいもる残のりで､ そ控 のえ

常 180日 毎号
翌週
温

有機ほの甘あずき
有機小豆を有機きび糖でほんのりと甘く味付けし、柔らかく蒸し上げました。
蒸しているから豆本来の風味や旨みも残り、控えめな程良い甘さがおやつにぴったりです。
きび糖でほんのりと甘みがついているのでそのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
原:黒大豆(兵庫:遺伝子組み換えでない)/砂糖(ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖:北海道)/食塩(塩田産天日塩:ｵ

58054 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ ほの甘くろまめ

45g

￥250 ｰしｽてﾄ ﾗ､ﾘほｱ /ん水の: 兵り庫甘/ 塩く田味産付ﾆけｶ ﾞしﾘま: ｵ ｰしｽたﾄ ﾗ｡ﾘおｱ )や つ説や: ｺｽｳｲﾉｰﾄﾂﾘの育ﾄむｯ ﾋ農ﾟ法ﾝ ｸでﾞ に栽も培｡さ｢ ｺれｳたﾉ ﾄ兵ﾘ 育庫む県農産法の｣黒と豆はを､ ｺ蒸ｳ

常 180日 毎号
翌週
温

ほの甘くろまめ
コウノトリ育む農法で栽培された兵庫県産の黒豆を蒸して、ほんのり甘く味付けしました。おやつやスイーツ
のトッピングにも。「コウノトリ育む農法」とは、コウノトリの野生復帰に取り組む兵庫県丹馬地域で
コウノトリの餌場となる水田を増やすことで、人と自然が共生する豊かな環境を目指した自然農法です。
52171 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機 3色の蒸しキヌア

60g

￥250

原:有機白ｷﾇｱ(ﾍﾟﾙｰ)/有機赤ｷﾇｱ(ﾍﾟﾙｰ)/有機黒ｷﾇｱ(ﾍﾟﾙｰ) 説:古代ｲﾝｶ帝国の時代より南米で
伝わるｷﾇｱは､ｱﾐﾉ酸をﾊﾞﾗﾝｽよく含んだｽｰﾊﾟｰﾌｰﾄﾞ｡白ｷﾇｱに加えて､希少な赤ｷﾇｱ､黒ｷﾇｱをﾐｯｸ
ｽし､彩りの鮮やかさにもこだわりました｡蒸しているから調理の手間をかけずに様々なお

常 4ヶ月 毎号
翌週
温

有機 ３色の蒸しキヌア
古代インカ帝国の時代より南米で伝わるキヌアは、アミノ酸をバランスよく含んだスーパーフード。
白キヌアに加えて、希少な赤キヌア、黒キヌアをミックスし、彩りの鮮やかさにもこだわりました。
蒸しているから調理の手間をかけずに様々なお料理に使えます。プチプチとした食感はサラダやスープの
美味しさを引き立てます。またドレッシングと和えてお召し上がり頂くのもおすすめです。
54785 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機 蒸し大豆

100g

￥250

原:有機大豆(北海道)/食塩(天日塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:高知/塩田産にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機米酢(米:
秋田･大分･熊本等) 説:大豆の美味しさと栄養をそのままぎゅっと閉じこめた蒸し大豆で
す｡蒸すことで大豆本来の栄養､旨みがたっぷり含まれていますので､そのままつまんでお

常 180日 毎号
翌週
温

有機 蒸し大豆
大豆の美味しさと栄養をそのままぎゅっと閉じこめた蒸し大豆です。蒸すことで大豆本来の栄養、旨みがたっぷり
含まれていますので、そのままつまんでおやつやおつまみにもぴったり、もちろん幅広く料理にも使用できます。
蒸し豆は水煮と違い、水の中で加熱せず蒸しているので、溶出しやすいビタミンやたんぱく質などの豆の栄養素が
凝縮されています。同時に旨み成分も蒸し大豆は多く残っているため、大豆の美味しさ、旨みが圧倒的に強く美味しく
お召し上がり頂けます。やわらかく蒸し上げていますので、そのままお召し上がりいただけます。サラダのトッピング
にもぴったりです。スープや煮物は仕上がりの直前に加えると煮くずれしにくく、豆の風味がいっそう引き立ちます。
※表示価格は全て税抜き価格です。
-28-

原:有機ひよこ豆(ｶﾅﾀﾞ)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/高知)/有機米酢(有機米:秋田･大分･熊本等)※有機米

52170 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機 蒸しひよこ豆

￥250 で様 々放 な射 料性 理物 で質 使測わ定れ済てみい ま説す: 日｡ 特本 にで 世は 界大 三豆大が料よ理くの食一べつらでれあまるすﾄがﾙ ｺ世料界理でではは｢､ひﾌ ﾑよｽ こや 豆ｽ ｰ｣ﾌがﾟ に ひ

85g

常 4ヶ月 毎号
翌週
温

有機 蒸しひよこ豆
日本では大豆がよく食べられますが世界では「ひよこ豆」が様々な料理で使われています。特に世界三大料理
の一つであるトルコ料理では、フムスやスープにひよこ豆が使われています。数多くある豆の種類の中でも
おいしさと価値が認められているひよこ豆をオーガニックにこだわり、おいしさをそのままに蒸し上げました。
そのままお召し上がり頂くほか、サラダ、マリネ、カレーの具、フムス（ペースト）、炒め物などに。
原:有機ﾋﾖｺ豆(ｱﾒﾘｶ)/有機大豆(北海道)/有機青ｴﾝﾄﾞｳ(ｶﾅﾀﾞ)/有機赤ｲﾝｹﾞﾝ豆(ｱﾒﾘｶ)/有機黒ｲﾝｹﾞ

56630 ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機 蒸しミックスビーンズ

豆(ｱﾒﾘｶ)/食塩(天日塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:高知/塩田産にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/有機米酢(米:秋田･大分･
￥250 ﾝ熊本等)
説:5種の有機豆(ｶﾞﾙﾊﾞﾝｿﾞ/大豆/ﾏﾛｰﾌｧｯﾄﾋﾟｰｽ/ﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ/ﾌﾞﾗｯｸﾋﾞｰﾝ)をﾐｯｸｽし

85g

常 180日 毎号
翌週
温

有機 蒸しミックスビーンズ
５種の有機豆（ガルバンゾ、大豆、マローファットピース、ダークレッドキドニー、ブラックビーン）を
ミックスした彩り鮮やかなサラダ豆です。蒸しているから水洗い不要でそのままお召し上がりいただけます。
サラダやスープなどに。

大阪府

商品番号

世界パンの天然酵母パン（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

※原材料について 北海道産小麦粉：横山製粉株式会社2012.2.24現在放射能検査結果:検出限界10Bq/kg未満で不検出。
ホシノ天然酵母：2012.2.24現在:セシウム-137(2.3Bq/kg未満で不検出）、セシウム-134（2.5Bq/kg未満で不検出）、
ヨウ素-131（20Bq/kgで不検出※ヨウ素-131は半減期が8日とされているため20Bq/kgで検査）。
○原材料はポストハーベストのない江別製粉のハルユタカ、星野天然酵母、種子島甘藷分蜜糖、
赤穂の天塩と水を使っています。天然酵母だけで温度管理をしながら68時間かけて作ります。
酵母種を育てるとき、生地を作るときの温度がおいしいパンを作る決め手となります。
○冷凍でお届けします。食べる前に必ずトーストするか、温めて下さい。焼きたての美味しさが実感できます。

冷凍でお届け
します

自然解凍後トーストすれば焼きたての美味しさを味わえます！
原:小麦粉(北海道)/天然酵母(ﾎｼﾉ天然酵母:東京)/粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:鹿児島)/食塩(赤穂の天塩:海

58381 世界パン 天然酵母ルヴァン食パン
58382 世界パン 天然酵母ルヴァン食パン（スライス）

1斤

￥457 外感 塩が ･あ兵り庫力海強水い) 食 説ﾊ ﾟ:ﾝ国で産す小｡ し麦 っ･ 天か然り酵耳母まをで使感用じ｡ら6 8れ時る間焼かきけ上てげ作をりし上てげおたり､ 粘まりすが｡ ※強使く用重し量

5枚

原:小麦粉(北海道)/天然酵母(ﾎｼﾉ天然酵母:東京)/粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:鹿児島)/食塩(赤穂の天塩:海
外塩･兵庫海水) 説:国産小麦･天然酵母を使用｡68時間かけて作り上げた､粘りが強く重量
感があり力強い食ﾊﾟﾝです｡しっかり耳まで感じられる焼き上げをしております｡※使用し

￥457

冷 10日 毎号
翌週
凍
冷 10日 毎号
翌週
凍

天然酵母ルヴァン食パン １斤・スライス
国産小麦・天然酵母を使用。68時間かけて作り上げた、粘りが強く重量感があり力強い食パンです。
しっかり耳まで感じられる焼き上げをしております。
※ルヴァンパンのブロックは特性上、切りづらいとの意見をよく頂くのでスライスがお勧めです。
（世界パンの渕上さんより）
世界パン

9766 天然酵母食パン 1斤
冷凍

賞味：10日

世界パン

9767 天然酵母くるみパン 1斤
￥386
￥700

毎号

翌週

冷凍

原:北海道産小麦粉(注1)/ﾎｼﾉ天然酵母(注
2)/鹿児島産粗糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫
海水) 説:68時間かけて作り上げたﾊﾟﾝは
独特の粘りと香り､そして自然な甘さを堪
能できます｡※使用している北海道産小麦
粉が不作の場合､他県産をﾌﾞﾚﾝﾄﾞする可能
性があります｡製造工場地:大阪｡

賞味：10日

毎号

世界パン

世界パン

9771 天然酵母カンパーニュ 1個 35708 天然酵母ロイヤルストーン
￥486
ブレッド 1個
￥514

翌週

原:北海道産小麦粉(注1)/ﾎｼﾉ天然酵母(注
2)/鹿児島産粗糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫
海水)/ｱﾒﾘｶ産ｸﾙﾐ 説:製造工場地:大阪｡68
時間かけて作り上げたﾊﾟﾝは独特の粘りと
香り､そして自然な甘さを堪能できます｡ｸ
ﾙﾐの食感とｺｸのある味がたまらなく美味
しいです｡※使用している北海道産小麦粉

冷凍

賞味：10日

毎号

翌週

冷凍

賞味：10日

25711 世界パン 天然酵母食パン スライス（4等分）

1袋

￥386 説等 分: 6 8に時ｽ 間ﾗ ｲかｽ しけててい作まりす上｡げ※た使ﾊ用ﾟ ﾝしはて独い特るの北粘海り道と産香小り麦､ 粉そがし不て作自の然場な合甘､さ他を県堪産能をでﾌ ﾞきﾚまﾝ ﾄすﾞ す｡ 4る

25712 世界パン 天然酵母くるみパン スライス（4等分）

1袋

￥700 ﾘきｶま産すｸ ﾙ｡ﾐ4 等説分:に6 8ｽ時ﾗ ｲ間ｽ かし けて てい 作ま りす 上｡ ｸげﾙ ﾐたのﾊ食ﾟ ﾝ感はと独ｺ特ｸ ののあ粘るり味とが香たりま､ そらしなてく自美然味なし甘いさでをす堪｡ ※能使で

原:北海道産小麦粉(注1)/ﾎｼﾉ天然酵母(注2)/鹿児島産粗糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫海水)/ｱﾒ

香川産中力粉

商品番号

さぬきの夢（翌週）
原:香川産小麦粉

51877 木下製粉 さぬきの夢（香川産中力粉）

1kg

毎号

翌週

原:北海道産小麦粉(注1)/ﾎｼﾉ天然酵母(注
原:北海道産小麦粉･北海道産全粒粉(注1)/
2)/鹿児島産粗糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫
ﾎｼﾉ天然酵母(注2)/鹿児島産粗糖/赤穂の天
海水) 説:68時間かけて作り上げたﾊﾟﾝは
塩(海外塩･兵庫海水) 説:68時間かけて作
独特の粘りと香り､そして自然な甘さを堪
り上げたﾊﾟﾝは独特の粘りと香り､そして
能できます｡ﾊﾟﾝ好きさんの行き着くとこ
自然な甘さを堪能できます｡石臼挽き全粒
ろはｶﾝﾊﾟｰﾆｭ！そのまま食べてもおいしい
粉がたっぷり入っているので自然な甘味
ん小
で麦す粉よ( ね
北2海
小産
麦 粗 糖 / 赤 穂 の 天 塩 ( 海 外 塩が
あ庫
り海
ﾊ ﾞ水ﾀ )ｰ や ｼ ﾞ ｬ ﾑ を つ け な く て も 十 分 ！
原:北海道産
注 1｡ )※/ ﾎ使
ｼ ﾉ用天し然て酵い
母る
(注
) /道
鹿産
児島
･兵

冷 10日 毎号
翌週
凍
冷 10日 毎号
翌週
凍
温
度
帯

説:うどん用小麦粉として讃岐(さぬき＝香川県)で開発された｢さぬきの

￥369 夢り ｣にでごす利が用､ い天 たぷ らだ ､けおま好すみ｡焼慣き行､栽す培い(と残ん留､農ｹ ｰ薬ｷ 検､ ｸ査ｯ ｷをｰ ､行ﾋ ﾟっｻ てﾞ 生お地りな結ど果様は々不な検お出料) 理｡ ､ お 菓 子 作

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

さぬきの夢 うどん用小麦粉として讃岐(さぬき＝香川県)で開発された「さぬきの夢」ですが、天ぷら、お好み焼き、
すいとん、ケーキ、クッキーなど様々なお料理、お菓子作りにご利用いただけます。

大分産

商品番号

米粉・乾麺（翌週）
原:大分産米粉(有機肥料使用､除草剤1回のみ使用)

45262 下郷 米粉
45263 下郷 米粉

500g
1kg

温
度
帯
説:製造工場地:大分｡大分産米粉の微

￥695 粉 末 ｡ お 菓 子 や ﾊ ﾟ ﾝ ､ 小 麦 粉 の 代 わ り に 天 ぷ ら ､ 唐 揚 げ の 衣 な ど 様 々 な 料 理 に お 使 い 下 さ い ｡
￥1292

原:大分産米粉(有機肥料使用､除草剤1回のみ使用) 説:製造工場地:大分｡大分産米粉の微
粉末｡お菓子やﾊﾟﾝ､小麦粉の代わりに天ぷら､唐揚げの衣など様々な料理にお使い下さい｡

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常 120日 毎号
翌週
温
常 120日 毎号
翌週
温

米粉 大分産米粉の微粉末。お菓子やパン、小麦粉の代わりに天ぷら、唐揚げの衣など様々な料理にお使い下さい。
原:小麦粉(大分)/食塩(ｼﾏﾏｰｽ)

53461 下郷 耶馬渓乾饂飩（やばけいかんうどん）

250g
250g

￥440 をｰ ｽ開ﾄ ﾗ拓ﾘ ｱしのて天農日薬塩やと化沖学縄肥の料海を水使でわつずくにら作れったたｼ ﾏ小ﾏ ｰ麦ｽ がを 原使 料用 のし そて うい まめ すん ｡で独す特｡ の塩 もは ちﾒ ｷもｼ ｺちま食た感はとｵ

原:小麦粉(大分)/食塩(ｼﾏﾏｰｽ)

53462 下郷 耶馬渓素麺（やばけいそうめん）

説:製造工場地:福岡｡大分県中津市耶馬渓町の遊休の牧草地

￥440 をは ﾒ開ｷ拓ｼ ｺしまてた農は薬ｵ ｰやｽ ﾄ化ﾗ ﾘ学ｱ 肥の 料天 日を 塩使 とわ 沖ず 縄にの作海っ水たで小つ麦くがら原れ料たのｼ細ﾏ ﾏ麺ｰ ｽﾀ をｲ ﾌ使ﾟ の用乾し燥てういどまんす で｡ こすっ｡ 塩く
説:製造工場地:福岡｡大分県中津市耶馬渓町の遊休の牧草地

常
温

1年

毎号

常
温

1年

毎号

翌週

翌週

耶馬渓乾饂飩（やばけいかんうどん）
大分県中津市耶馬渓町の遊休の牧草地を開拓して農薬や化学肥料を使わずに作った小麦が原料の
細麺タイプの乾燥うどんです。塩はメキシコまたはオーストラリアの天日塩と沖縄の海水でつくられた
シママースを使用しています。こっくりとしたパスタソースとの相性も良し。

耶馬渓素麺（やばけいそうめん）
大分県中津市耶馬渓町の遊休の牧草地を開拓して農薬や化学肥料を使わずに作った小麦が原料のそうめんです。
塩はメキシコまたはオーストラリアの天日塩と沖縄の海水でつくられたシママースを使用しています。
独特のもちもち食感と地粉の旨みが癖になる一品。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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2週号企画

商品番号

岩崎のり（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

岩崎食品 は、香川県高松市にて昭和23年設立。現在の社長は2代目。先代の頃からおいしい海苔と評判でしたが、
世代交代してから今までの自慢のだしに疑問を感じ、より安心な満足のいく商品にできないものかと製品開発をしました。
ベースになる海苔は本来の甘みを持つ有明産の一番海苔を選びました。味付けだしはできるだけシンプルに天然羅臼昆布と
本かつおでだしを取りじっくりと煮込んで、それににがり醤油、三河本みりん、甘藷分蜜糖、赤穂の天塩で仕上げました。

7793 岩崎食品 のりは一番摘み 無添加卓上味付

60枚

￥431

7794 岩崎食品 のりは一番摘み 焼きのり卓上

60枚

￥431

原:九州有明産海苔/丸大豆醤油/砂糖/羅臼昆布/三河みりん/本かつお/唐辛子
地:香川｡
原:九州有明産乾のり

説:製造工場地:香川｡焼きのり｡全形6枚分｡

原:九州有明産海苔/丸大豆醤油/砂糖/羅臼昆布/三河みりん/本かつお/唐辛子

7795 岩崎食品 のりは一番摘み 無添加味付大判20束

7797 岩崎食品 のりは一番摘み 焼きのり半切

説:製造工場地:香川｡巻寿司にどうぞ｡

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

原:九州有明産乾のり

説:製造工場地:香川｡手巻き寿司にどうぞ｡

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

原:九州有明産のり/丸大豆醤油/砂糖/羅臼昆布/三河みりん/本かつお/唐辛子

説:製造工場

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

説:製造工場

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

説:製造工場地:香川｡手巻き寿司､海苔巻きに､おむすびやお餅にも

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

￥482 地 : 香 川 ｡ 5 切 5 0 枚 ｡ 全 形 1 0 枚 分 ｡ お に ぎ り に ぴ っ た り に 細 長 く 切 っ て あ り ま す ｡

1袋

原:九州有明産のり/丸大豆醤油/砂糖/羅臼昆布/三河みりん/本かつお/唐辛子

7800 岩崎食品 のりは初摘み 味付のり

￥482 地 : 香 川 ｡ 1 0 切 1 0 0 枚 全 形 1 0 枚 分 ｡ 卓 上 用 の 詰 替 用 に も ！ お 買 い 得 で す ｡

100枚

原:九州有明産乾のり

9036 岩崎食品 徳用焼のり 全形

2週号企画

商品番号

￥492 お 使 い 下 さ い ｡ 便 利 な ﾁ ｬ ｯ ｸ 付 き 袋 に 入 っ て い ま す ｡

10枚

香川県引田

かめびし醤油（翌週）
原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

56781 かめびし 三年醸造醤油 500ml

1本

￥1540 産込 の｡ 麹天を日塩干水しで原な塩くに醤天油然にﾆ ｶ仕ﾞ ﾘ込をん加でえ三て年本の来時のを海か水け塩てにじ近っづくけりた熟物成) さ説せ: ま塩 し分 1た4｡. 5醤％油｡ 再本 仕来 の

1本

￥1120 産し のの 天淡 日口 干醤 し油 原は 塩最に初天か然らﾆ淡ｶ ﾞいﾘ色をに加すえるて た本 め来 のの 原海 料水 配塩 合に 近で づ1 年け3たヶ物月)以 上説熟: 塩成分さ1せ9 ％て｡いかまめすび｡

￥1120

￥2030
常温 賞味：2年

原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道
産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷ
ｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産の天日干し原塩に天然ﾆ
ｶﾞﾘを加えて本来の海水塩に近づけた
物) 説:製造工場地:香川｡塩分14.5％｡
再仕込｡麹を塩水でなく醤油に仕込ん
で三年の時をかけてじっくり熟成させ
ました｡醤油本来の旨味･酸味のﾊﾞﾗﾝｽ
が抜群｡塩辛くないﾏｲﾙﾄﾞな口当たりが
特徴です｡さしみ･卵かけごはん･蒲焼
き･つけめんのﾀﾚ等､かけしょうゆとし
て｡また煮物の隠し味にも｡素材そのも
のの美味しさをうまく引き出してくれ
ます｡

２週
号 翌週

・国産丸大豆（一部有機無農薬、北海道産）、香川産小麦（一部有機無農薬）
・塩（メキシコ・オーストラリア産の天日干し原塩に天然ニガリを加えて本来の海水塩に近づけた物）

現代に生き続ける二百五十年を越える「むしろ麹」製法
宝暦三年（1753）の創業以来、頑なにこだわり守りぬいてきた
むしろ麹製法。伝統の味と技、かめびしだけが守り続けています。
食品に大切なのはおいしさと安全性と考え、製法だけでなく材料にも
こだわりました。無添加であることは言うまでもなく遺伝子組み換え
大豆（脱脂大豆を含む）も一切使用しておりません。

伝統製法「むしろ麹製法」
伝統の製法を守り続ける日本で唯一の「むしろ麹」の蔵元。

常温 賞味：1年
原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道
産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷ
ｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産の天日干し原塩に天然ﾆ
ｶﾞﾘを加えて本来の海水塩に近づけた
物) 説:製造工場地:香川｡塩分19％｡か
めびしの淡口醤油は最初から淡い色に
するための原料配合で1年3ヶ月以上熟
成させています｡ﾀﾞｼとの相性･旨味･酸
味･苦味のﾊﾞﾗﾝｽも抜群｡素材の色を活
かしたい､塩味をきかせたい時に｡※に
がりを入れるのはより自然な塩に近づ
けるためで味の膨らみに差が出ます｡

無茶々園

商品番号

1年

￥1540 むしろ麹で仕込んだ醤油には機械には出せない味があります。

常温 賞味：1年半
原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道
産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷ
ｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産の天日干し原塩に天然ﾆ
ｶﾞﾘを加えて本来の海水塩に近づけた
物) 説:製造工場地:香川｡塩分17％｡ま
ずはこの1本｡二年間熟成させた､通常
の煮炊きなど手軽に使える万能醤油｡
旨味･酸味･苦味のﾊﾞﾗﾝｽが抜群｡しっり
したのびのよい風味は薄めても水っぽ
くなりません｡関東風のやや辛口好み
の方にもご満足いただけること請け合
い｡また魚との相性は抜群です｡※にが
りを入れるのはより自然な塩に近づけ
るためで味の膨らみに差が出ます｡

２週
号 翌週

国産原料と安全性

402 かめびし
にがり入り淡口醤油 900ml

￥1540

2年

かめびし醤油 共通原料

冷蔵 賞味：1年半

400 かめびし
にがり入り濃口醤油（2年）900ml

常
温

お届
け週

常
温

56783 かめびし にがり入り淡口醤油 500ml

原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道
産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷ
ｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産の天日干し原塩に天然ﾆ
ｶﾞﾘを加えて本来の海水塩に近づけた
物) 説:製造工場地:香川｡濃口醤油の
塩分50%OFF｡塩分8.9％｡色は濃いが
味は抜群｡塩分が気になる方､健康を気
遣う方におすすめです｡通常の減塩醤
油は透析膜で塩分を濾過する際､旨味
成分まで取り除かれてしまいますが､
かめびしでは最初から低塩で仕込み､
二年以上の熟成を経て出来上がります
ので普通の醤油として美味しくいただ
けます｡

企画
週

原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

￥1120

396 かめびし
300ml 三年醸造醤油 900ml

賞味
期限

常 1年半 ２週
温
号 翌週

1本

46193 かめびし

温
度
帯

原:国産丸大豆(一部有機無農薬､北海道産)/香川産小麦(一部有機無農薬)/塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
産の天日干し原塩に天然ﾆｶﾞﾘを加えて本来の海水塩に近づけた物) 説:製造工場地:香川｡
塩分17％｡まずはこの1本｡二年間熟成させた､通常の煮炊きなど手軽に使える万能醤油｡旨

56782 かめびし にがり入り濃口醤油（2年）500ml

減塩醤油

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

原:九州有明産乾のり

￥577

20枚

7798 岩崎食品 クイーンおにぎり50

説:製造工場

￥577

10枚

常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週
常 9ヶ月 ２週
温
号 翌週

￥722 地 : 香 川 ｡ 8 切 5 枚 入 り 2 0 束 ｡ 全 形 1 2 . 5 枚 分 ｡ 使 い や す い 小 袋 入 り ｡

1袋

7796 岩崎食品 のりは一番摘み 焼きのり全形

説:製造工場

51062 無茶々園 甘夏と伊予柑のマーマレード

長期天然熟成
蔵癖（くらぐせ）による天然醸造で自然の四季の温度変化によってのみ
諸味（もろみ）を熟成させています。築後二百年以上経つ醸造蔵の杉桶に
仕込み、丸二年、丸三年、時には十年もの歳月をかけています。古い蔵には
230種類もの独自の酵母菌が棲みついており、この自然界の微生物の力と四季
それぞれの時の流れを得て大豆の旨味がゆっくり引き出されてゆくのです。

乾燥野菜・マーマレード（翌週）
220g

￥630

原:愛媛産甘夏/鹿児島産洗双糖/愛媛産伊予柑 説:果実と粗糖(洗双糖)のみで作っているた
めｻﾗｻﾗとしていますが果皮がたっぷり入り､甘すぎずほろ苦い大人の味に仕上がっていま
す｡無茶々園の甘夏と伊予柑を主原料に､精製度を抑えてｻﾄｳｷﾋﾞ本来の風味を生かしﾐﾈﾗﾙ分

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常 300日 毎号
翌週
温

甘夏と伊予柑のマーマレード
果実と粗糖（洗双糖）のみで作っているためサラサラとしていますが果皮がたっぷり入り、
甘すぎずほろ苦い大人の味に仕上がっています。無茶々園の甘夏と伊予柑を主原料に、
精製度を抑えてサトウキビ本来の風味を生かしミネラル分を多く含む洗双糖を加えて作りました。
果実の持ち味と洗双糖の自然の甘みを生かした低糖度のマーマレードです。
原:有機大根(愛媛) 説:山上の北条風早園地で育てた有機大根を天日で干しあげました｡無
茶々園の若手生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢てんぽ印｣が栽培から加工まで一貫して行った無着色･無添加
の切り干し大根です｡まるまると太った大根の収穫を終えたら､はるばる明浜まで運び､天

常 180日 毎号
翌週
温

原:有機人参(愛媛)

常 180日 毎号
翌週
温

52984 無茶々園 切り干し大根

40g

￥260

52986 無茶々園 切り干し人参

30g

￥290 茶の 切々 り園 干の し若 人手 参生 で産 す者 ｡ｸ 原ﾞ ﾙ料ｰ ﾌ約ﾟ ｢3て0 0んg 分ぽの印人｣ が参栽が培､ 乾か燥ら後加3工0 gまにで凝一縮貫さしれてて行いっまたす無｡着水色で･戻無し添て加簡

-30-

説:山上の北条風早園地で育てた有機人参を天日で干しあげました｡無

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:有機ﾆﾝﾆｸ(愛媛)

52988 無茶々園 にんにくチップ

説:無茶々園の若手生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢てんぽ印｣が栽培から加工まで一貫

￥290 し縮 さて れ行 てっ いた ま無 す着 ｡色ｻ･ﾗ無ﾀ ﾞ添や加ﾊ ﾟのｽ ﾀ乾､燥炒にめん物になくどﾁのｯ 材ﾌ ﾟ料でとすし｡ 原て料お約使1い0 0下g さ分 いの ｡ﾆ 栄ﾝ ﾆ養ｸ が成乾分燥( 1後0 02g0あg にた凝

20g

常 180日 毎号
翌週
温

切り干し大根 細切りにした有機大根を、明浜の潮風で干しあげました。
素朴な風味ですが甘みの強い干し大根です。

切り干し人参 細く切った人参を天日で干しあげた切り干し人参。
水で戻して煮物やサラダに。人参らしい食感と甘みです。
にんにくチップ スライスしたニンニクを乾燥させました。
パスタや炒めもの、サラダなどに加えて風味づけにどうぞ。
56705 無茶々園 かんそうねぎ

￥370

7g

52992 無茶々園 かんそうゴボウ

原:有機ﾈｷﾞ(愛媛) 説:山上の北条風早園地で育てた有機ﾈｷﾞを使いやすいｻｲｽﾞにｶｯﾄして乾
燥させました｡無茶々園の若手生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢てんぽ印｣が栽培から加工まで一貫して行っ
た無着色･無添加の乾燥ﾈｷﾞです｡約175gの有機ﾈｷﾞを7gに凝縮しています｡5分ほどお湯で戻

常 180日 毎号
翌週
温

原:有機ｺﾞﾎﾞｳ(愛媛)

常 180日 毎号
翌週
温

説:無茶々園の若手生産者ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢てんぽ印｣が栽培した有機ｺﾞﾎﾞｳを､

20g

￥290 さﾎ ﾞさｳ でがすき｡に1 0し~て1 5乾分燥ほさどせ水まにし戻たし｡て栽､培きかんらぴ加ら工ごまぼでう一や貫､ かしきて揚行げっ､た炊無き着込色み･ご無飯添､加豚の汁乾や燥鍋ｺ物ﾞ

30g

￥380 の3 . 2でg 芽/ 炭･水茎化混物合5と8 な. 4 gり/ 食旨塩味相が当強 量い 4｡ .栄7 g養｡ 成 分産 (: 愛1 0媛0 g県あ宇た和り海) 熱 量生1:8無0 k茶c 々a l /園ﾀ ﾝ ﾊ ﾟ ｸ 質 9 . 2 g / 脂 質

説:宇和海で採れたひじきを天日で乾燥させたもの｡採取後すぐに茹でて天日干しにする

32336 無茶々園 ひじき

常
温

1年

毎号

翌週

かんそうねぎ 約175gの有機ネギを7gに凝縮しています。5分ほどお湯で戻してから
麺類、冷や奴といったお料理にお使い下さい。スープやお味噌汁に
そのまま入れて煮詰めればすぐにお召し上がりいただけます。

かんそうゴボウ 有機ゴボウをささがきにして乾燥させました。10~15分ほど水に戻して、

きんぴらごぼう、かき揚げ、炊き込みご飯、豚汁や鍋物などでお使いください。

ひじき 宇和海で採れたひじきを天日で乾燥させたもの。
採取後すぐに茹でて天日干しにするので芽・茎混合となり旨味が強い。

2週号企画 九鬼 ゴマ油・すりゴマ（翌週）
九鬼のごま油は、時間と手間を惜しまずかけて生まれます。
商品番号

○創業明治19年以来、一世紀余りにわたって昔ながらの圧搾法で作られている九鬼のごま油。
独自の回転釜でいりあげ、圧搾機で微妙にしめ具合を変えながら押しつぶし、ごま油のモトをしぼり出します。
ここからまた長いプロセスが始まります。しぼりたてのごま油のモトは、３層のろか膜30数枚でできたフィルターの間を、自然の重みで
ゆっくりと流れて、ごく細かいカスが取り除かれます。その後静置タンクで一週間眠り微細なカスを沈殿させます。そしてまたフィルターへ。
このプロセスを繰り返して、数回かけて澄んだ最上級のごま油に磨き上げているのです。
○中南米(グァテマラ)・中国・アフリカ･ミャンマー産の胡麻を基本に使用（天候･採取量により変わる場合があります）。
定期的に残留農薬検査を行い、常に検出無しを確認しております。

20740

九鬼

20741

二度焙煎すりごま白 85g

九鬼

二度焙煎すりごま黒 85g

￥310
２週号
常温

6754

九鬼

太白純正胡麻油 340g 1本

￥310

翌週

２週号

賞味：1年

常温

原:中南米(ｸﾞｧﾃﾏﾗ)･中国産ｺﾞﾏ
のを基本に使用(天候･採取量
により変わる場合がありま
す) 説:製造工場地:三重｡定
期的に残留農薬検査を行い､
常に検出せず｡厳選した白ｺﾞﾏ
を独自製法である2度の焙煎
行程でじっくりと煎りあげ､
しっとりとした口当たりとふ
くよかな風味を際だたせたす
りｺﾞﾏです｡ｺﾞﾏ和え･ｺﾞﾏ味噌･
麺類のﾂﾕ･漬物等すりｺﾞﾏの風
味をお楽しみいただけます｡

九鬼

21050

翌週

２週号

賞味：1年

常温

翌週

賞味：2年

原:ｱﾌﾘｶ･ﾐｬﾝﾏｰ産の胡麻を基
本に使用(天候･採取量により
変わる場合があります) 説:
厳選した良質の白ｺﾞﾏを精選
した後､煎らずに低温圧搾法
で絞ったｺﾞﾏ油で色や香りは
ありませんがｺﾞﾏの旨みを生
かしてあります｡天ぷら･揚げ
物･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ･ﾏﾘﾈ･ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ･ｹ
ｰｷ等幅広くお使いただけま
す｡製造工場地:三重｡定期的
に残留農薬検査を行い､常に
検出せず｡

￥2622

1600g

九鬼

ヤマシチ純正胡麻油 340g 1本 純ねりごま（白） 150g

￥750

原:中南米(ｸﾞｧﾃﾏﾗ)･中国産ｺﾞﾏ
のを基本に使用(天候･採取量
により変わる場合がありま
す) 説:製造工場地:三重｡定
期的に残留農薬検査を行い､
常に検出せず｡厳選した黒ｺﾞﾏ
を独自製法である2度の焙煎
行程でじっくりと煎りあげま
した｡しっとり感があるのと
粒が程良く残り､香りが高い
のが特徴となっています｡ｺﾞﾏ
和え･ｺﾞﾏ味噌･ｺﾞﾏ団子･おは
ぎ等幅広くすりｺﾞﾏ黒の風味
をお楽しみいただけます｡

559 九鬼 太白純正胡麻油（缶入）

561

￥770
２週号
常温

￥550

翌週

２週号

賞味：2年

原:ｱﾌﾘｶ･ﾐｬﾝﾏｰ産の胡麻を基
本に使用(天候･採取量により
変わる場合があります) 説:
製造工場地:三重｡定期的に残
留農薬検査を行い､常に検出
せず｡良質の厳選した白ｺﾞﾏを
程良く煎り､圧搾法で絞った
ｺﾞﾏ油でまろやかな味と軽い
香りに仕上げています｡天ぷ
ら･揚げ物･中華風ｻﾗﾀﾞ･和え
物等幅広くお使いいただけま
す｡

常温

翌週

賞味：2年

原:中南米(ｸﾞｧﾃﾏﾗ)･中国産ｺﾞﾏ
のを基本に使用(天候･採取量
により変わる場合がありま
す) 説:製造工場地:三重｡定
期的に残留農薬検査を行い､
常に検出せず｡厳選した白胡
麻を薬品を一切使用せず皮を
取り去りほどよく煎ってから
特殊製法により練り上げてい
ます｡まろやかな舌触りと香
り高い風味は料理の味に一層
ｺｸを与えます｡ｺﾞﾏ豆腐･白和
え･ﾀﾚ類･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ等の料理は
もちろん､ｱｲｽｸﾘｰﾑ･ﾁｮｺﾚｰﾄ･ｸｯ
ｷｰ等のお菓子に加えても風味
よく仕上がります｡
説:製造

原:ｱﾌﾘｶ･ﾐｬﾝﾏｰ産の胡麻を基本に使用(天候･採取量により変わる場合があります)
工場地:三重｡定期的に残留農薬検査を行い､常に検出せず｡厳選した良質の白ｺﾞﾏを精選し
た後､煎らずに低温圧搾法で絞ったｺﾞﾏ油で色や香りはありませんがｺﾞﾏの旨みを生かして

常
温

2年

２週
号 翌週

常
温

2年

２週
号 翌週

太白純正胡麻油
厳選した良質の白ゴマを精選した後、煎らずに低温圧搾法で絞ったゴマ油で色や香りはありませんが
ゴマの旨みを生かしてあります。高級天ぷら店･高級料亭用でも使われる油です。
天ぷら･揚げ物･ドレッシング･マリネ･スパゲティ･ケーキ等幅広くお使いただけます。
原:ｱﾌﾘｶ･ﾐｬﾝﾏｰ産の胡麻を基本に使用(天候･採取量により変わる場合があります)

560 九鬼 ヤマシチ純正胡麻油（缶入）

説:製造

￥2740 工煎 り場 ､地圧: 三搾重法｡で定絞期っ的たにｺ残ﾞ ﾏ留油農で薬ま検ろ査やをか行ない味､と常軽にい検香出りせにず仕｡ 良上質げのて厳い選ましすた｡ 天白ぷｺ ﾞらﾏ を･ 揚程げ良物く･

1600g

やましち純正胡麻油
良質の厳選した白ゴマを程良く煎り、圧搾法で絞ったゴマ油でまろやかな味と軽い香りに仕上げています。
天ぷら･揚げ物･中華風サラダ･和え物等幅広くお使いいただけます。厳選したゴマを風味よく弱めに焙煎し圧搾法にて搾り
静置濾過を繰り返してできあがったゴマ油です。和食料理･天ぷら店･日本そば店等で愛用されています。
天ぷら･揚げ物･中華風サラダ･和え物等幅広くお使いいただけます。
商品番号

★季節限定商品★

鍋の素・鍋スープ（翌週）
原:ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(ﾄﾏﾄ(茨城))､有機ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ漬け(ﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ))､ﾀﾏﾈｷﾞ(淡路島)､砂糖(ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖

59177 冬期商品 冨貴食研 トマト鍋の素（濃縮タイプ） 150g

北海道))､食塩(赤穂の天塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､兵庫))､小麦醸造調味料(足助仕込み三河白たまり(愛
￥348 (知､伊豆大島))､ﾁｷﾝｴｷｽ(青森､岩手等)､ｴﾉｷﾀﾞｹ(福岡､長野他)､米澱粉(ﾍﾞﾙｷﾞｰ)､ﾆﾝﾆｸ(青森)､香

温
度
帯

賞味
期限

常 9ヶ月
温

企画
週

お届
け週

翌週

冨貴食研 トマト鍋の素（濃縮タイプ）
約2~3人分。国産トマトとイタリア産有機トマトをブレンドし、トマトの旨味を詰め込んだ鍋の素です。
いつもの具材をさらに美味しく仕上げます。魚介類でブイヤベースとしてもお使いいただけます。
〆はご飯とチーズでトマトチーズリゾットがおすすめです。
原:だし(宗田鰹節/椎茸/昆布)/豆乳(大豆(遺伝子組み換えでない))/餅米飴/練り胡麻/醤油(小

33542 冬期商品 冨貴食研 ごま鍋の素（濃縮タイプ）

150g

￥348 麦子 を 含説 む: 2 )~/ 砂3 人糖前/ 鶏｡ｶ鶏ﾞ ﾗｶ ｽﾞ ｰﾗﾌ､ﾟ本/ 菜鰹種､ 昆油布/ 食を塩ﾍ/ﾞ米ｰ ｽ味に噌た/ ｺっﾞ ﾏぷ/ ｺりﾞ ﾏの油豆/ 澱乳粉と/ ｲ金ﾜごｼ ｴまｷ ｽで/ 生ま姜ろ/ ｵやﾆ ｵかﾝでｴ ｷｺｽｸ/ 唐の辛あ

150g

￥348 種ろ 油や /か食で塩さ/ 醤っ油ぱ(り小し麦たを味含わむい) / 昆に 布仕 ｴ上ｷ げｽ / 澱ま 粉し /た生｡姜鍋 に説本:品2 ~1 袋3 人( よ前く｡ 豆振乳っにて和か風らだ) とし水を3加0 0えc ､c まを

原:豆乳(大豆(遺伝子組み換えでない))/ﾀﾞｼ(宗田鰹節/椎茸/昆布)/鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ/餅米飴/砂糖/菜

33546 冬期商品 冨貴食研 豆乳鍋の素（濃縮タイプ）

-31-

常 9ヶ月
温

翌週

常 9ヶ月
温

翌週

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:餅米飴(国内製造)/豆乳(大豆(遺伝子組み換えでない))/醤油(小麦を含む)/菜種油/砂糖/ｶﾂ
ｵﾀﾞｼ/鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ/ｶﾚｰ粉/野菜ｴｷｽ(ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾄﾏﾄ)/食塩/澱粉/ﾁｬﾂﾈ(ﾘﾝｺﾞ含む) 説:2~3人前｡
ｽﾊﾟｲｼｰなｶﾚｰ味を和風仕立てにし､豆乳を加えたﾏｲﾙﾄﾞな味に仕上げた鍋の素です｡洋風･和

常 9ヶ月
温

翌週

原:餅米飴/米味噌(大豆を含む)/豆乳(大豆(遺伝子組み換えでない))/醤油(小麦を含む)/ｶﾂｵﾀﾞ

常 9ヶ月
温

翌週

33543 冬期商品 冨貴食研 カレー鍋の素（濃縮タイプ）

150g

￥348

41877 冬期商品 冨貴食研 キムチ鍋の素（濃縮タイプ）

150g

説:2~3
￥348 ｼ/昆布ｴｷｽ/食塩/ﾐﾘﾝ/ｺﾞﾏ油/澱粉/ﾆﾝﾆｸ/煮干ｴｷｽ/ｲﾜｼｴｷｽ/ｺﾁｭｼﾞｬﾝ/ｷﾑﾁﾊﾟｳﾀﾞｰ/唐辛子
人前｡魚介の旨みと2種類の味噌､ｺﾁｭｼﾞｬﾝをﾌﾞﾚﾝﾄﾞし豆乳で仕上げたｽｰﾌﾟです｡ﾋﾟﾘｯとした

冨貴食研 鍋の素（濃縮タイプ）ごま鍋の素
鶏ガラ、本鰹、昆布をベースにたっぷりの豆乳と金ごまでまろやかでコクのある味わい。

豆乳鍋の素
豆乳に和風だしを加え、まろやかでさっぱりした味わいに仕上げました。

カレー鍋の素
スパイシーなカレー味を和風仕立てにし、豆乳を加えたマイルドな味に仕上げた鍋の素。
洋風・和風を問わずどんな具材にも良く合います。

キムチ鍋の素
魚介の旨みと２種類の味噌、コチュジャンをブレンドし豆乳で仕上げたスープです。
ピリッとした辛さが食欲をそそります。
原:餅米飴(国産米)/甘酒/鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ/塩ﾚﾓﾝ/ﾚﾓﾝ果汁/昆布ｴｷｽ/煮干しｴｷｽ/澱粉/ｲﾜｼｴｷｽ

54331 冬期商品 冨貴食研 塩レモン鍋の素（濃縮タイプ）

説:自

常 9ヶ月
温

翌週

常 9ヶ月
温

翌週

原:国産本醸造醤油(中国他産遺伝子組換分別有機丸大豆/米産小麦/中国産天日塩)/ﾒｷｼｺ天日
説:

常
温

1年

翌週

原:米味噌(米産他非遺伝子組換大豆/国産他米/並塩)/水飴(ﾀｲ･ﾍﾞﾄﾅﾑ産ﾀﾋﾟｵｶ)/魚醤(ﾀｲ産鰯)/

常
温

1年

原:ﾁｷﾝｴｷｽ/食塩/白だし(小麦発酵調味料/鰹節/味醂/食塩/砂糖/昆布/椎茸)/砂糖/米黒酢/鰹節
ｴｷｽ/昆布ｴｷｽ 説:放射性物質測定結果(2017.8.15現在):検出下限値
(I-131)0.6Bq/kg･(Cs-137)0.7Bq/kg･(Cs-134)0.7Bq/kgで不検出｡風味豊かな鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟをﾍﾞｰｽ

常
温

1年

原:豆乳(日本)/三温糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾀｲ･南ｱﾌﾘｶ/ﾋﾞｰﾄ:北海道)/食塩(日本･ﾒｷｼｺ)/有機白すりｺﾞﾏ(ﾊﾟﾗ

常 540日
温

150g

￥348 家水 製3 0塩0 cﾚcﾓをﾝ ﾍ入ﾟ ｰれｽ 軽ﾄ とく鶏煮ｶ立ﾞ ﾗてｽ ｰまﾌ ﾟすで｡さ煮っ立ぱっりたとら仕火上がげ通まりしにたく｡い鍋 順に に本 具品 1材袋を( よ入 くれ 振､ 煮っ上てがかれらば) とで

150g

￥348 姜前 /｡豆ﾗ ｰ板油醤と/ 澱豆粉板/醤ﾗ ｰの油辛/ 香味味に油香/ ｲ味ﾜ 油ｼ ｴがｷ ｽ香/ 菜る種本油格/ 食麻塩婆/の香鍋辛だ料し( 花で椒す粉｡ /鍋五に香本粉品/ 胡1 袋椒 () よ 説く :振2 ~っ3て人か

原:醤油(大豆(国産)･小麦を含む)/砂糖/鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ/味噌/甜麺醤/ﾎﾟｰｸｴｷｽ/ｺﾞﾏ油/清酒/ﾆﾝﾆｸ/生

54332 冬期商品 冨貴食研 麻婆(ﾏｰﾎﾞ)鍋の素(濃縮ﾀｲﾌﾟ)

冨貴食研 鍋の素（濃縮タイプ）
鍋に本品1袋（よく振ってから）と水300ccを入れ軽く煮立てます。
煮立ったら火が通りにくい順に具材を入れ、煮上がればできあがりです。
塩レモン鍋の素 自家製塩レモンペーストと鶏ガラスープでさっぱりと仕上げました。
麻婆（マーボ）鍋の素 ラー油と豆板醤の辛味に香味油が香る本格麻婆の鍋だしです。
25380 冬期商品 ﾏﾙｻﾝ あっさり醤油味の寄せ鍋ｽｰﾌﾟ(ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ)
28279 冬期商品 ﾏﾙｻﾝ ﾋﾟﾘ辛みそ味のｷﾑﾁ鍋ｽｰﾌﾟ(ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ)

600g

￥300 塩放 /射ｴ ｷ性ｽ 物( 国質産測( 鰹定節結/果馬(鈴2 0薯1 7/ ﾄ. 8ｳ.ﾓ1ﾛ5ｺ現ｼ /在鰯)煮: 検干出/ さ下ば限節値/ 昆 布 / ﾋ ﾞ ｰ ﾙ 酵 母 / 鶏 肉 / 鶏 骨 / 宗 田 鰹 / 水 ) )

600g

￥300 国ﾆ ｸ産/ 仏玄産米ﾄ 酢ｳ ﾓ/ﾛ豆ｺ ｼ板/ 昆醤布( 中ｴ ｷ国ｽ (産国等産((唐昆辛布子/ ﾄ等ｳ ﾓ/ 分ﾛ ｺ別ｼ / 大馬 豆鈴 )薯/ 米) )産/ 国不産分煮別干ﾄ鰯ｳ ﾓ粉ﾛ ｺ末ｼ )/ 中/ ﾒ 国ｷ ｼ産ｺ 海唐水辛塩子//中加国産産亜ﾆ ﾝ

43388 冬期商品 ﾏﾙｻﾝ 野菜がおいしいとり塩鍋ｽｰﾌﾟ(ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ)

600g

￥300

56871 冬期商品 ﾏﾙｻﾝ 香り高いごま豆乳鍋（ｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟ）

600g

￥300 ｸ元ﾞ澱ｱ ｲ粉･ ﾎ糖ﾞ ﾘ化ﾋ ﾞ物ｱ(等ﾄ ｳ) /ﾓ鰹ﾛ ｺ節ｼ ･ｴ 馬ｷ ｽ鈴( 鰹薯節) /:食日塩本//酵砂母糖ｴ: 日ｷ ｽ本) //煮酵干母しｴ ｷｲｽﾜ:ｼ日粉本( 日) / 昆本布) / 重ｴ ｷ曹ｽ (/昆水布 抽説出: 有液機: 日大本豆/使還

翌週

翌週

翌週

あっさり醤油味の寄せ鍋スープ（ストレートタイプ）
小豆島産本醸造丸大豆醤油をベースに昆布、
鰹などの天然だしと天日塩で仕上げた寄せ鍋スープ。

ピリ辛みそ味のキムチ鍋スープ（ストレートタイプ）
豆板醤の辛みと味噌の旨味を程良い酸味の玄米酢と
香ばしい亜麻の実で仕上げたキムチ鍋スープ。

野菜がおいしいとり塩鍋スープ（ストレートタイプ）
風味豊かな鶏ガラスープをベースに沖縄海水塩「青い海」を加え、
玄米黒酢を隠し味に仕上げた鶏塩鍋スープです。

香り高いごま豆乳鍋（ストレートタイプ）
有機大豆使用の豆乳を使い有機すりごまの風味を活かした
ごま豆乳鍋スープです。
52963 冬期商品 別所蒲鉾 味自慢出雲おでん（8種8個）

500g

￥970

原:魚肉/ゆで卵(国内産)/大根(国内産)/ｺﾝﾆｬｸ(国内産)/鰹だし/甜菜糖(北海道)/昆布だし(北海
道)/馬鈴薯澱粉(北海道)/ｲｶ(国内産)/食塩/醤油(大豆(島根･鳥取)/小麦(島根･山口等))/ｺﾞﾎﾞｳ
(国内産)/味醂/菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/魚醤(ｲﾜｼ/食塩)/焼酎/水酸化ｶﾙｼｳﾑ 説:こだわりの蒲鉾屋さ

常 3ヶ月
温

翌週

別所蒲鉾 味自慢出雲おでん（８種各１個入り）
こだわりの蒲鉾屋さんが作った常温保存ができる便利なおでんです。
ささがきごぼう天、鯵はんぺん、いかつみれ、プレーン天、出雲野焼、こんにゃく、大根、卵の8種入り。
開封後そのままお召し上がりいただけます。
鍋に移して温める場合：袋を開け、汁と一緒に鍋に移し約5分間温めて下さい。
袋のまま温める場合：封を切らずに袋のまま沸騰している湯の中に入れ約5~6分温めてください。
中身が大変熱くなりますので開封の際は十分注意して下さい。
原:群馬産ｺﾝﾆｬｸ芋精粉/水酸化ｶﾙｼｳﾑ

40048 冬期商品 太洋 小結び しらたき

150g

説:製造工場地:神奈川｡放射能検査結果(同原料使用

￥250 の農 し薬 らを た減きらでし測て定作2っ0 1た3 .国1 2産. 5の現こ在ん) :に検 ゃ出 く下 限芋 値を 3使B用q /しk gたで小不結検し出ら｡ 6た個き入で｡ 化す学｡ ｿ肥ﾌ 料ﾄ なを食使感用にせ仕ず上､

常 4ヶ月
温

翌週

小結び しらたき
６個入。化学肥料を使用せず、農薬を減らして作った国産のこんにゃく芋を使用した小結しらたきです。
ソフトな食感に仕上げていますので味がしみやすくなっています。おでん・すきやき・鍋物・煮物などに。
原:有機栽培蒟蒻芋(広島)/木灰(ｺﾝﾆｬｸ用凝固剤:大阪)/水酸化ｶﾙｼｳﾑ(ｺﾝﾆｬｸ用凝固剤:北海道)

54649 冬期商品 中尾 国産有機生芋100％手結びしらたき

4個入

￥320 一 説切 :使製わ造ず工､場広地島:県大で阪有｡ 5機0 g栽 培4 個さ 入れ ｡たあ生く芋抜をき1 不0 0要％､使味用染｡み昔抜な群が｡ら製の粉原さ材れ料たとこ製ん法ににゃよくっ粉てを､

常 120日
温

翌週

国産有機生芋100％手結びしらたき
50g 4個入。あく抜き不要、味染み抜群。製粉されたこんにゃく粉を一切使わず、広島県で有機栽培された
生芋を100％使用。昔ながらの原材料と製法によって、こんにゃく特有の臭みがなく、あく抜き不要、
水洗いだけでそのまま使えます。味染みがいいので、おでんや煮物も短時間でおいしくできあがります。
原:生餡(小豆:北海道)/水飴(ｻﾂﾏｲﾓ:日本)/砂糖(甜菜糖:北海道)/小豆甘納豆(甜菜糖:北海道/小

57964 冬期商品 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 北海道あん玉

7個

￥400 豆( ﾄ :ｳ北ﾓ ﾛ海ｺ ｼ道: ｱ/ ﾒ水ﾘ:ｶ北等海/ 馬道鈴/ 還薯元: 日水本飴/ :甘ｱ ﾒ藷ﾘ :ｶ日･ 日本本/ ﾀ･ﾋﾀﾟｲｵ他ｶ : )ﾀ/ｲ寒等梅) 粉説( 澱: 北粉海: ｱ道ﾒ ﾘのｶ 他十 /勝餅産米小: 日豆本を)使/ 還用元し水､ 職飴

常 60日
温

翌週

北海道あん玉
北海道の十勝産小豆を使用し、職人がひとつひとつ丁寧に製造した無添加のあん玉に小豆甘納豆を加えました。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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28174 冬期商品 ｻﾝｺｰ ミニどら焼
3913 冬期商品 ｻﾝｺｰ 黒棒

原:甜菜糖/長野産鶏卵/滋賀産小麦粉/北海道産小豆/NON-GMO原料水飴/米油/米飴/重曹
説:国内産小麦粉を主原料に焼き上げた皮で北海道産小豆で作った餡を挟み込みました｡
製造工場地:長野｡放射性物質測定結果(2017.4.5現在):検出下限値

常 70日
温

翌週

原:黒糖(豪･ﾀｲ･日本産)/福岡産小麦粉/福岡産卵/粗糖/膨張剤(重炭酸ｱﾝﾓﾆｳﾑ/重曹)

常 90日
温

翌週

常 90日
温

翌週

常 180日
温

翌週

6個

￥330

8本

￥310 産査 結小 果麦(粉2 0を1 3主. 1原0 .料3 0に現黒在糖) : 検を出た下っ限ぷ値り3使B q用/ kしg でて不作検り出上｡げ ま し た ｡ 製 造 工 場 地 : 福 岡 ｡ 放 射 能 検

説:国内

ミニどら焼
国内産小麦粉を主原料に焼き上げた皮で北海道産小豆で作った餡を挟み込みました。

黒棒
国内産小麦粉を主原料に黒糖をたっぷり使用して作り上げました。
原:白餡/砂糖(甜菜糖)/水飴

28172 冬期商品 ｻﾝｺｰ 栗しぐれ

100g

説:北海道産手亡豆を使用し丹精込めて練り上げた餡をしっと

焼き上げました｡放射性物質測定結果(2016.9.9現在):検出下限値
￥320 り(I-131)3Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡

栗しぐれ
北海道産手亡豆を使用し丹精込めて練り上げた餡をしっとり焼き上げました。
原:ﾁｮｺﾚｰﾄ(砂糖(甜菜糖:北海道)/ｶｶｵﾏｽ(ｶﾞｰﾅ等)/ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ等)/全粉乳(日本)/玄米ﾊﾟﾌ

54422 冬期商品 ｻﾝｺｰ 玄米パフのクランチチョコ（10個）

46g

￥280 (ﾚうｰ ﾄるでち絡玄め米合:わ国せ産た) / /香乳ば化し剤い( 大風豆味ﾚのｼ ﾁｸﾝﾗ:ﾝﾌﾁﾞﾁﾗｮｼｺﾞﾚﾙｰ等ﾄ で) す説｡:栄国養産成玄分米(の1 0焙0 g煎当ﾊ)ﾟ熱ﾌ 使量用5 1｡8ｸkｰcﾍaﾞlﾙ/ ﾀﾁﾝｭﾊｰﾟﾙｸﾁ質ｮ ｺ

玄米パフのクランチチョコ
国産玄米の焙煎パフ使用。クーベルチュールチョコレートで絡め合わせた香ばしい風味のクランチチョコです。
クーベルチュールチョコレート：ココアバターの含有量の多いチョコレート。
カカオ風味が強く30℃以上になると完全に溶ける性質を持っているため、口の中に入れると
カカオバターが急激に溶け、チョコレート独自の口溶けを感じられます。
原:有機ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ｱｶﾞﾍﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾒｷｼｺ)/有機ｶｶｵﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ﾊﾞﾆﾗﾊﾟ

55717 冬期商品 ｱﾙﾏﾃﾗ 有機ｱｶﾞﾍﾞﾁｮｺ ﾀﾞｰｸｶｶｵ70％

100g

説:ﾌﾗﾝｽで1897年創業のｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ専門ﾒｰｶｰ､ﾀﾞｰﾃﾞﾝ社が砂糖の代わり
￥800 ｳﾀﾞｰ(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)
にｱｶﾞﾍﾞﾊﾟｳﾀﾞｰでﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄを作りました｡ｱｶﾞﾍﾞの自然な甘みがｶｶｵの豊かな風味と味わい

100g

￥800 ｰﾄ専門ﾒｰｶｰ､ﾀﾞｰﾃﾞﾝ社が砂糖の代わりにｱｶﾞﾍﾞﾊﾟｳﾀﾞｰでﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾚｰﾄを作りました｡ｶｶｵﾊﾞﾀｰを
贅沢に使用し､濃厚な味わいなのにｱｶﾞﾍﾞﾊﾟｳﾀﾞｰだから後味はさっぱり､優しい甘さです｡ﾍﾟ

70g

原:有機ｶｶｵﾏｽ(ﾍﾟﾙｰ)/有機ｶｶｵﾊﾞﾀｰ(ﾍﾟﾙｰ) 説:ﾌﾗﾝｽで1897年創業のｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ専門ﾒｰｶｰ､
ﾀﾞｰﾃﾞﾝ社製｡ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞのﾍﾟﾙｰ産ｶｶｵを使用､酸味が少なく苦みもまろやかです｡ｶｶｵそのもの
を楽しみたい方へ､少しの量でもﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙをたくさん摂ることができます｡※乳成分は原材

原:ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾍﾟﾙｰ)/全脂粉乳(ﾌﾗﾝｽ)/ｱｶﾞﾍﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾒｷｼｺ) 説:ﾌﾗﾝｽで1897年創業のｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚ

55718 冬期商品 ｱﾙﾏﾃﾗ ｱｶﾞﾍﾞﾁｮｺ ホワイト（有機原料使用）
55719 冬期商品 ｱﾙﾏﾃﾗ 有機ﾁｮｺﾚｰﾄ ﾀﾞｰｸｶｶｵ100％

￥800

常 18ヶ
温 月

翌週

常 18ヶ
温 月

翌週

常 18ヶ
温 月

翌週

有機アガベチョコ ダークカカオ70％
カカオ70%、砂糖の代わりに低GIアガベシュガーを用いて伝統的な製法で作られた味にも
健康にもこだわったビターなチョコレート。大人のおやつや、男性にもおすすめです。

アガベチョコ ホワイト
３種類の原材料だけで作られたホワイトチョコレートは低GIアガベシュガーで甘みを
つけているので後味さっぱり。レシチン不使用。

有機チョコレート ダークカカオ100％
ペルー産のフェアトレードカカオ使用、酸味が少なく苦みもまろやかです。
カカオそのものを楽しみたい方へ、食べやすい100%です。
原:有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/全粉乳(北海道他)/有機ｶｶｵﾏｽ(ｵﾗﾝﾀﾞ)

1421 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･ミルク

60g

説:乳化剤

￥380 不ｰ ﾄ使､ 手用間｡ 農ひ薬ま･を化か学け肥て料作をり使ま用しせたず｡にｶ ｶ育ｵ とてﾐたﾙ ｸ原が材絶料妙だなけﾊ でﾞ ﾗ作ﾝ ｽっでたす一｡ 製口造ｻ ｲ工ｽ ﾞ場の地ﾏ ｲ: 大ﾙ ﾄ阪ﾞ な( 生ﾐ ﾙ地ｸ製ﾁ ｮ ｺ ﾚ

1420 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･スイート

60g

￥380

2860 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･ホワイト

60g

￥380

37642 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･ビター

60g

￥380

41871 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･抹茶

60g

￥380

58057 冬期商品 むそう商事 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｮｺﾚｰﾄ･きな粉

60g

￥380

原:有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ｶｶｵﾏｽ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/全粉乳(北海道他) 説:乳化剤
不使用｡農薬･化学肥料を使用せずに育てた原材料だけで作った一口ｻｲｽﾞの口溶けがなめら
かなﾁｮｺﾚｰﾄ､手間ひまをかけて作りました｡ｶｶｵ分53.2％の香り豊かで上品な甘さ｡ｶｶｵの香
原:有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/全粉乳(北海道他)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) 説:乳化剤不使用｡農薬･化学
肥料を使用せずに育てた原材料だけで作った一口ｻｲｽﾞのﾐﾙｸたっぷりﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾚｰﾄ､手間ひま
をかけて作りました｡まろやかなﾐﾙｸを使い､口の中でとろけるﾘｯﾁな味わいです｡製造工場
原:有機ｶｶｵﾏｽ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/全粉乳(北海道他) 説:乳化剤
不使用｡ｶｶｵ含有量70％の高品質ﾊｲｶｶｵﾁｮｺﾚｰﾄ｡農薬や化学肥料を使用せずに育てた原材料だ
けで作った一口ｻｲｽﾞの口溶けがなめらかなﾋﾞﾀｰﾁｮｺﾚｰﾄです｡品質･安全性はｵﾗﾝﾀﾞのSKAL
原:有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/全粉乳(北海道他)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機抹茶(2015.1.8現在京都･奈
良産) 説:国産有機抹茶とﾎﾜｲﾄﾁｮｺﾚｰﾄを贅沢に使用しました｡乳化剤不使用｡農薬･化学肥
料を使用せずに育てた原材料だけで作った一口ｻｲｽﾞの抹茶ﾁｮｺﾚｰﾄです｡製造工場地:大阪
原:有機砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ｵﾗﾝﾀﾞ)/有機きな粉(ｱﾒﾘｶ)/全粉乳(北海道他) 説:
香りと色味の強い北米産有機きな粉を約20％配合｡香ばしさがおいしいﾁｮｺﾚｰﾄです｡乳化剤
を使わずにﾁｮｺﾚｰﾄを作るのは至難のわざ｡手間と時間をかけてｺｺｱﾊﾞﾀｰを練り上げることに

常
温

1年

常
温

1年

常
温

1年

常
温

1年

常
温

1年

常
温

1年

翌週

翌週

翌週

翌週

翌週

翌週

ナチュラルチョコレート
乳化剤不使用。農薬・化学肥料を使用せずに育てた原材料だけで作った一口サイズの口溶けがなめらかなチョコレート、
手間ひまをかけて作りました。乳化剤を使わずにチョコレートを作るのは至難のわざ。手間と時間をかけてココアバターを
練り上げることにより、これを実現しました。品質・安全性はオランダのSKALなど複数の認定団体により証明されています。

ミルク
マイルドなミルクチョコレート。カカオとミルクが絶妙なバランスです。

スイート
カカオ分53.2％の香り豊かで上品な甘さ。カカオの香り・風味を感じられます。

ホワイト
まろやかなミルクを使い、口の中でとろけるリッチな味わいです。

ビター
カカオ含有量70％の高品質ハイカカオチョコレート。

抹茶
国産有機抹茶とホワイトチョコレートを贅沢に使用しました。

きな粉
香りと色味の強い北米産有機きな粉を約20％配合。香ばしさがおいしいチョコです。
原:有機砂糖(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国/ﾍﾟﾙｰ)/有機ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ﾗｲｽｼﾛｯ

55709 冬期商品 ｱｲﾁｮｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ ｱｰﾓﾝﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ

80g

￥600 ﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾊﾟｷｽﾀﾝ)/有機ｱｰﾓﾝﾄﾞ(ｽﾍﾟｲﾝ)/有機ｵﾚﾝｼﾞ加工品(ﾄﾞｲﾂ：有機砂糖/有機ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ/有
機米粉/有機ｸﾞﾙｺｰｽｼﾛｯﾌﾟ/有機ﾌﾗｸﾄｰｽｼﾛｯﾌﾟ/有機ﾘﾝｺﾞ果肉/有機ｱｯﾌﾟﾙﾋﾟｭｰﾚ/有機ｵﾚﾝｼﾞ果肉/

80g

￥600 ｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ﾀｲｶﾞｰﾅｯﾂﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾆｼﾞｪｰﾙ)/有機ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂﾍﾟｰｽﾄ(ﾄﾙｺ)/食塩(ﾄﾞｲﾂ)/ﾊﾞﾆﾗ香
料(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)/全粉乳 説:製造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡有機JAS｡乳製品不使用｡生産者との公正な取

原:有機砂糖(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国/ﾍﾟﾙｰ)/有機ﾗｲｽｼﾛｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾊﾟｷｽﾀﾝ)/有機ｶｶ

55711 冬期商品 ｱｲﾁｮｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ プレーン（ｸﾗｼｯｸ）

-33-

常 14ヶ
温 月

翌週

常 18ヶ
温 月

翌週

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:有機砂糖(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/有機ｶｶｵﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国/ﾍﾟﾙｰ)/有機ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂ(ﾄﾙｺ)/有機ﾗｲｽｼﾛｯﾌﾟﾊﾟｳ

55712 冬期商品 ｱｲﾁｮｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ スーパーナッツ

￥600 ﾀﾞｰ(ﾊﾟｷｽﾀﾝ)/有機ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ﾀｲｶﾞｰﾅｯﾂﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾆｼﾞｪｰﾙ)/有機ﾍｰｾﾞﾙﾅｯﾂﾍﾟｰｽﾄ(ﾄﾙ
ｺ)/食塩(ﾄﾞｲﾂ)/ﾊﾞﾆﾗ香料(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)/全粉乳 説:製造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡有機JAS｡乳製品不使用｡

80g

常
温

1年

翌週

アイチョコ オーガニックチョコレート
ドイツ老舗メーカーがこだわるハイクオリティなチョコレート「アイチョコ」。
お米でできたライスシロップパウダーを使用し、じっくりと時間をかけて練り上げた
チョコレート生地は非常に濃厚でミルキーな味わいです。

アーモンドオレンジ なめらかな口溶けのチョコレート生地に香ばしいクラッシュアーモンドとオレンジピールの

香りが際立つ大人のチョコレート。
プレーン（クラシック）濃厚でコクのあるまろやかなチョコレート。隠し味の塩がリッチな味わいを引き立てます。
スーパーナッツ なめらかな口溶けのチョコレート生地にタイガーナッツパウダーとローストした
ヘーゼルナッツを丸ごと加えた食感楽しいチョコレート。タイガーナッツパウダー3.4％使用。
原:有機ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/全粉乳※
原材料として使用していませんが製造ﾗｲﾝでの混入が避けられないため表記しております｡
説:製造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡甘さを抑えた大人の味のﾀﾞｰｸﾁｮｺﾚｰﾄ｡芳醇なｶｶｵの香りと深い味わ

常
温

2年

原:有機ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/有機ｶｶｵﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/全粉乳※

常
温

2年

55713 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺﾚｰﾄ ダーク85％

100g

￥550

55714 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾁｮｺ ｴｸｱﾄﾞﾙﾀﾞｰｸ70％

100g

￥550 原 説材 :料製と造し工て場使地用: ﾄ ﾞしｲ てﾂ ｡い苦 ます ぎせ ずん ､が甘製す造ぎﾗずｲ ﾝ､でﾊ ﾞのﾗ ﾝ混ｽ の入良がい避味けわらいれのなﾀ いﾞ ｰたｸ ﾁめｮ ｺ表ﾚ ｰ記ﾄ ｡しｴ ｸてｱ ﾄおﾞりﾙ 産まｶすｶ ｵ｡

翌週

翌週

オーガニックチョコレート ダーク85％
甘さを抑えた大人の味のダークチョコレート。
芳醇なカカオの香りと深い味わいをお楽しみいただけます。

オーガニックチョコレート エクアドルダーク70％
苦すぎず、甘すぎず、バランスの良い味わいのダークチョコレート。
エクアドル産カカオをブレンドしたことにより花のような香りをお楽しみいただけます。
原:砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/全粉乳(ﾄﾞｲﾂ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ﾃﾞﾝﾏｰｸ)/ｶｶｵﾏ

55715 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ﾁｮｺﾚｰﾄ ミルク
55716 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ﾁｮｺﾚｰﾄ カプチーノ

100g

説:製
￥550 ｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/ｸﾘｰﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾄﾞｲﾂ)/脱脂粉乳(ﾄﾞｲﾂ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)/天然ﾊﾞﾆﾗ香料(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)
造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡EU基準に基づく有機農畜産物加工食品｡ﾐﾙｸのｺｸとﾅｯﾂのようなｶｶｵの香り

100g

原:砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ)/ｶｶｵﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/全粉乳(ﾄﾞｲﾂ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ･ﾃﾞﾝﾏｰｸ)/ｶｶｵﾏ
ｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)/ｸﾘｰﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾄﾞｲﾂ)/ｺｰﾋｰ(ｳｶﾞﾝﾀﾞ･ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ他)/脱脂粉乳(ﾄﾞｲﾂ･ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)/ﾎｴｲﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ(ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾃﾞﾝﾏｰｸ)/天然ﾊﾞﾆﾗ香料(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ) 説:製造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡EU基準に基づく

￥550

常 18ヶ
温 月

翌週

常 18ヶ
温 月

翌週

常 18ヶ
温 月

翌週

常 16ヶ
温 月

翌週

ビヨンステッドチョコレート ミルク
ミルクのコクとナッツのようなカカオの香りが絶妙なバランスのミルクチョコレート。
クリーミーで濃厚な味わいがお口いっぱいに広がります（カカオ含有率34％）。

ビヨンステッドチョコレート カプチーノ
コーヒー味のチョコレートにホワイトチョコを乗せた2層タイプのチョコレート。
カプチーノのほろ苦く甘い香りが口いっぱいに広がります（カカオ含有率46％）。
原:ｺｺﾔｼｼｭｶﾞｰ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ｶｶｵﾏｽ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)､ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)､全粉乳(ﾄﾞｲﾂ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､

59179 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ﾁｮｺﾚｰﾄ ソルティキャラメル

80g

￥550 ﾃﾞﾝﾏｰｸ)､ｷｬﾗﾒﾙｸﾘｽﾌﾟ(砂糖(ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ)､ｺｰﾝｼﾛｯﾌﾟ(ﾌﾗﾝｽ､ｳｸﾗｲﾅ)､ﾊﾞﾀｰｵｲﾙ(ﾄﾞｲﾂ)､食塩(ﾌﾗﾝｽ))､ｸﾘ
ｰﾑﾊﾟｳﾀﾞｰ(乳製品(ﾄﾞｲﾂ))､食塩(ﾍﾟﾙｰ)/ﾊﾞﾆﾗ香料(天然香料(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)) 説:製造工場地:ﾄﾞｲ

80g

￥550 (ﾄﾞｲﾂ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)､ﾊﾞﾀｰｵｲﾙ(ﾄﾞｲﾂ､ｵﾗﾝﾀﾞ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ)､ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)/ﾊﾞﾆﾗ香料(天然香料(ﾏ
ﾀﾞｶﾞｽｶﾙ)) 説:製造工場地:ﾄﾞｲﾂ｡EU基準に基づく有機農畜産物加工食品｡でｸﾘｰﾐｰな口溶

原:ｺｺｱﾊﾞﾀｰ(ﾄﾞﾐﾆｶ共和国)､全粉乳(ﾄﾞｲﾂ､ｽｳｪｰﾃﾞﾝ､ﾃﾞﾝﾏｰｸ)､砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ)､脱脂粉乳

59180 冬期商品 ﾋﾞﾖﾝｽﾃｯﾄﾞ ﾁｮｺﾚｰﾄ ホワイトバニラ

ビヨンステッドチョコレート ソルティキャラメル
ミルクチョコレートをベースにザクザク触感の香ばしいキャラメルクリスプと塩味がアクセントに。

ビヨンステッドチョコレート ホワイトバニラ
でクリーミーな口溶け。有機バニラのミルキーな味わいが口いっぱいに広がるバニラ風味の
ホワイトチョコレート。高級感のある味わいがクセになる大人におすすめのフレーバー。
原:小麦粉(ﾌﾗﾝｽ)/ﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄ(ﾌﾗﾝｽ･ｲﾀﾘｱ･ﾍﾞﾙｷﾞｰ(砂糖/全粉乳/ｶｶｵﾊﾞﾀｰ/ｶｶｵﾏｽ/ﾊﾞﾆﾗｴｸｽﾄﾗｸﾄ))/

55942 冬期商品 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・ﾐﾙｸﾁｮｺﾚｰﾄ

4枚入

3

￥500 砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾀｲ･ｲﾝﾄﾞ･ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ等)/ﾊﾞﾀｰ(ﾌﾗﾝｽ･ﾃﾞﾝﾏｰｸ･ｵﾗﾝﾀﾞ等)/菜種油(ﾌﾗﾝｽ･ｲﾀﾘｱ･ﾄﾞｲﾂ等:遺
伝子組み換え分別)/ｵｰﾂﾌﾚｰｸ(ﾄﾞｲﾂ･ｴｽﾄﾆｱ･ﾗﾄﾋﾞｱ等)/米ﾊﾟﾌ(米:ﾌﾗﾝｽ/食塩)/ｺｰﾝﾌﾚｰｸ(ﾄﾞｲﾂ･ｲﾀﾘ

常
温

̶

翌週

オーガニックバタービスケット・ミルクチョコレート
オーツ麦やライスパフが入ったシリアル生地のビスケットの片面にミルクチョコレートを
コーティングしました。バターのふわっとした香りとサクサクの食感はどこか懐かしくて
やさしい味わい。ノルマンディの自然な恵みと共に至福のひとときをお楽しみ下さい。
商品番号

さぬき引田

三谷製糖の和三盆糖（翌週）

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

温かく柔らか味のある甘さが特徴の「和三盆糖」 お料理に、お菓子作りに。玉あられ・羽根さぬきはお茶請けに・・・
原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

3342 三谷製糖 和三盆糖 特上

￥3200 して 手お 作り 業ま のす 練｡ り 込 み を 繰 り 返 す 昔 な が ら の 製 法 で 作 ら れ ま す ｡ 並 よ り も さ ら に 白 く 仕 上 げ

500g

￥1700 して 手お 作り 業ま のす 練｡ り 込 み を 繰 り 返 す 昔 な が ら の 製 法 で 作 ら れ ま す ｡ 並 よ り も さ ら に 白 く 仕 上 げ

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

3343 三谷製糖 和三盆糖 特上

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

3340 三谷製糖 和三盆糖 並
3341 三谷製糖 和三盆糖 並

説:製造工場地:香川｡さとうきびから絞った白下糖におもしをかけ､蜜を出

1kg

1kg

説:製造工場地:香川｡さとうきびから絞った白下糖におもしをかけ､蜜を出

説:製造工場地:香川｡さとうきびから絞った白下糖におもしをかけ､蜜を出

￥2430 し 手 作 業 の 練 り 込 み を 繰 り 返 す 昔 な が ら の 製 法 で 作 ら れ ま す ｡
原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ 説:製造工場地:香川｡さとうきびから絞った白下糖におもしをかけ､蜜を出
し手作業の練り込みを繰り返す昔ながらの製法で作られます｡

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常

1年

２週

温
号
￥1500
500g
○和三盆糖の原材料は、竹糖(細黍)といわれる在来品種で、沖縄などで栽培される砂糖黍よりずいぶん細く、
背も低いです。収量は少ないですが独特の高貴な風味はこの品種からもたらされます。
○讃岐和三盆糖ができるまで
１、細黍の搾汁液に石灰を加え、混ざりものを沈殿させて煮詰めて白下糖にします。
白下糖は和三盆糖になる前の粗糖で、蜜と呼ばれる結晶しにくい黒糖や、ブドウ糖が含まれています。
沖縄黒糖のような色ですが黒糖よりあっさりしています。
２、このあと、白下糖に水を加え木綿の袋に入れ、圧力を加えて蜜を分離します。
３、残った蜜を、水を加えては手作業で揉み出す工程が繰り返されます。
荒がけ・荒とぎ・どぶとぎ・中とぎ・上げとぎ、と。
４、寒風で丸一日かけて自然乾燥させ、雪のような讃岐和三盆糖の出来上がりです。

-34-

翌週

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ 説:製造工場地:香川｡33個入り｡和三盆を四季折々の木型でかためたもの｡
お使い物やお中元･お歳暮に｡無着色です｡

常
温

1年

２週
号 翌週

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

常
温

1年

２週
号 翌週

2531 三谷製糖 四季の華 和三盆型押詰合せ

1個

￥1200

3344 三谷製糖 羽根さぬき 大 丸箱（42個入）

1個

￥1700 可 愛 い 丸 箱 に 入 っ て い ま す ｡ ﾌ ﾟ ﾚ ｾ ﾞ ﾝ ﾄ や お 使 い 物 に ｡

1個

￥1400 可 愛 い 丸 箱 に 入 っ て い ま す ｡ ﾌ ﾟ ﾚ ｾ ﾞ ﾝ ﾄ や お 使 い 物 に ｡

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

3346 三谷製糖 羽根さぬき 小 丸箱（32個入）

原:国産ｻﾄｳｷﾋﾞ

5234 三谷製糖 玉あられ

150g

説:製造工場地:香川｡42個入り｡玉あられを和紙で追羽根につつみました｡

説:製造工場地:香川｡32個入り｡玉あられを和紙で追羽根につつみました｡

説:製造工場地:香川｡和三盆を一口ｻｲｽﾞに丸めました｡お茶うけに､ｺｰﾋｰ･紅

￥1286 茶 に ｡ 柔 ら か な 甘 み で す ｡

四季の華 和三盆型押詰合せ
33個入り。和三盆を四季折々の木型でかためたもの。お使い物やお中元・お歳暮に。無着色です。

羽根さぬき 丸箱
大（42個入）、小（32個入）

お茶うけに
お使い物に

玉あられを和紙で追羽根につつみました。
可愛い丸箱に入っています。
玉あられ
プレゼントやお使い物に。
和三盆を一口サイズに丸めました。お茶うけに、コーヒー・紅茶に。柔らかな甘みです。

マルシマ

商品番号

しょうが湯・くず湯（翌週）
原:粗糖(鹿児島)/三温糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾀｲ･南ｱﾌﾘｶ他/甜菜:北海道)/生姜(高知)/馬鈴薯澱粉(北海道

7440 ﾏﾙｼﾏ しょうが湯（直火釜炊き） 20g 5

1袋

￥310 ※を nいoっn -ぱg mいo )浴/ 本び葛て(育中 っ国 )た/ 黒高糖知(産ﾌ ﾞ生ﾗ ｼ姜ﾞ ﾙを) / ｢節一ﾚ ﾝ物ｺ ﾝ全粉体末食( 山｣ の口考) え説か: 製ら造丸工ご場と地す: 広り 島お｡ろ南し国ての､太た陽っ

1箱

￥738 ※を nいoっn -ぱg mいo )浴/ 本び葛て(育中 っ国 )た/ 黒高糖知(産ﾌ ﾞ生ﾗ ｼ姜ﾞ ﾙを) / ｢節一ﾚ ﾝ物ｺ ﾝ全粉体末食( 山｣ の口考) え説か: 製ら造丸工ご場と地す: 広り 島お｡ろ南し国ての､太た陽っ

原:粗糖(鹿児島)/三温糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾀｲ･南ｱﾌﾘｶ他/甜菜:北海道)/生姜(高知)/馬鈴薯澱粉(北海道

9592 ﾏﾙｼﾏ しょうが湯（直火釜炊き）20g 12

温
度
帯

賞味
期限

常
温

2年

常
温

2年

企画
週

お届
け週

翌週

翌週

しょうが湯（直火釜炊き）
南国の太陽をいっぱい浴びて育った高知産生姜を「一物全体食」の考えから丸ごとすりおろして、
たっぷりと使用し節蓮根粉末を加えました。甘みに精製度の低い粗糖や黒糖を使用し昔ながらの
直火炊きで炊いていますのでコクがあります。
原:粗糖(鹿児島)/三温糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾀｲ･南ｱﾌﾘｶ他/甜菜:北海道)/国産有機生姜(長崎･大分･島根)/

33721 ﾏﾙｼﾏ しょうが湯（有機生姜使用）20g 12

1箱

￥813 本な 葛国 粉産 (有中機国生) /姜馬を鈴｢薯一澱物粉全( 北体海食道｣ の※考n oえn -かg mらo丸) /ご節と蓮す根り粉 お末 ろ( 山し口､)昔 な説が: 製ら造の工直場火地釜: 広で島ｺ ﾄ｡ｺ新ﾄ 時鮮

常
温

2年

翌週

しょうが湯（有機生姜使用）
新鮮な国産有機生姜を「一物全体食」の考えから丸ごとすりおろし、昔ながらの直火釜でコトコト時間を
掛けて炊き上げました。夏期にはお湯で溶いた後冷やしたり凍らせてもおいしく召し上がれます。
原:有機砂糖/有機生姜ﾍﾟｰｽﾄ/有機黒糖/有機生姜粉末

54767 ﾏﾙｼﾏ 有機 濃口生姜湯（8g 5）

40g

説:ｸｾになるこの辛さ！有機栽培生

￥389 姜を をか 配け 合て し炊 まき しあ たげ ｡ま一し物た全｡ 体お 食召 のし 考上 えが かり ら方 丸： ご本 と品 す一 り袋 おを ろ湯 し呑 ､み昔にな入がれら､ の熱 直湯 火を 釜約 で1 2ｺ0ﾄmｺlﾄ注時 間

常
温

2年

翌週

有機 濃口生姜湯
クセになるこの辛さ！有機栽培生姜を配合しました。
一物全体食の考えから丸ごとすりおろし、昔ながらの直火釜でコトコト時間をかけて炊きあげました。
原:粗糖(鹿児島)/生姜(高知)/小豆粉(北海道)/馬鈴薯澱粉(北海道)/本葛(鹿児島/宮崎)/黒糖(沖

43660 ﾏﾙｼﾏ ﾎｯとするね あずきしょうが湯(袋)
54640 ﾏﾙｼﾏ ﾎｯとするね あずきしょうが湯(箱)

15g 4
15g

12

￥298 縄く )煎/ ｵりﾘ ｺ､ﾞ粉糖末( 北に海し道て)生/ 節姜蓮湯根に粉加末え( 鹿ま 児し 島た/｡宮香崎り)立/ 甜つ菜小糖豆( 北の海風道味)と 生説姜: 北の海辛道み産ののﾊ小ｰ ﾓ豆ﾆ ｰをを香おり楽よ
￥850

原:粗糖(鹿児島)/生姜(高知)/小豆粉(北海道)/馬鈴薯澱粉(北海道)/本葛(鹿児島/宮崎)/黒糖(沖
縄)/ｵﾘｺﾞ糖(北海道)/節蓮根粉末(鹿児島/宮崎)/甜菜糖(北海道) 説:製造工場地:広島｡北海道
産の小豆を香りよく煎り､粉末にして生姜湯に加えました｡香り立つ小豆の風味と生姜の辛

常 1年半
温

翌週

常 1年半
温

翌週

常
温

2年

翌週

常
温

2年

常
温

2年

ホッとするね あずきしょうが湯
北海道産の小豆を香りよく煎り、粉末にして生姜湯に加えました。香り立つ小豆の風味と
生姜の辛みのハーモニーをお楽しみ下さい。あられを浮かべてお汁粉風に。寒天で固めて
水ようかん風に。ミルクを入れてジンジャーあずきミルクとしてもお召し上がりいただけます。
原:粗糖(鹿児島)/生姜(高知)/馬鈴薯澱粉(北海道)/本葛(南九州)/花梨粉末(奈良)/ﾊﾁﾐﾂ(広島)/

54563 ﾏﾙｼﾏ かりんはちみつしょうが湯 12g 5
54564 ﾏﾙｼﾏ かりんはちみつしょうが湯 12g 12

1袋

￥352 節｢ 一蓮物根全粉体末食( 山｣ の口考) え説か:ら製丸造ご工と場す地り: 広お島ろ｡ し南 ､国たのっ太ぷ陽りをとい使っ用ぱしい､浴奈び良て県育産っ花た梨高粉知末産や生広姜島を産

1箱

原:粗糖(鹿児島)/生姜(高知)/馬鈴薯澱粉(北海道)/本葛(南九州)/花梨粉末(奈良)/ﾊﾁﾐﾂ(広島)/
節蓮根粉末(山口) 説:製造工場地:広島｡南国の太陽をいっぱい浴びて育った高知産生姜を
｢一物全体食｣の考えから丸ごとすりおろし､たっぷりと使用し､奈良県産花梨粉末や広島産

￥704

翌週

かりんはちみつしょうが湯
南国の太陽をいっぱい浴びて育った高知産生姜を「一物全体食」の考えから丸ごとすりおろし、
たっぷりと使用し、奈良県産花梨粉末や広島産ハチミツ、節蓮根粉末も加えました。
甘さを抑え、昔ながらの直火釜でコトコトと時間をかけて炊いていますのでコクがあります。
お召し上がり方：本品1袋に約100ccの熱湯を注ぎ、良くかき混ぜてお召し上がり下さい。
お湯の量はお好みにより加減してください。夏期にはお湯で溶いた後、
冷やしたり、凍らせても美味しくお召し上がりいただけます。

55705 ﾏﾙｼﾏ 梅はちみつしょうが湯 12g 5

1袋

￥352

原:粗糖(鹿児島)/生姜(高知)/馬鈴薯澱粉(北海道)/梅肉(和歌山)/本葛(南九州)/ﾊﾁﾐﾂ(広島)/節
蓮根粉末(山口) 説:梅は消化吸収を助け､活力増進に役立ち､酔い止め効果もあるといわれ
ています｡南国の太陽をいっぱい浴びて育った高知産生姜を丸ごとすりおろして使用しま

翌週

梅はちみつしょうが湯
梅は消化吸収を助け活力増進に役立ち酔い止め効果もあるといわれています。南国の太陽をいっぱい浴びて育った高知産生姜を
丸ごとすりおろして使用しました。甘みを抑え昔ながらの直火釜でコトコトと時間をかけて炊いていますのでコクがあります。
原:粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:鹿児島)/ﾘﾝｺﾞ粉末(ﾘﾝｺﾞ:広島/食塩)/有機生姜ﾍﾟｰｽﾄ(長崎･大分･島根)/有機生

58086 ﾏﾙｼﾏ 朝のアップルホットジンジャー

12g 3

￥330 姜日 粉の 末１ (日長の崎ｽ･ﾀ大ｰ ﾄ分は･ｱ島ｯ ﾌ根ﾟ)ﾙ/ﾎ有ｯ 機ﾄ ｼ黒ﾞ ﾝ糖ｼ ﾞ( ﾌｬ ﾞｰ ﾗ！ｼ国ﾞ ﾙ産) / 有の 機有ｼ機ﾅ 栽ﾓ ﾝ培粉生末姜( ｽをﾘ ﾗ｢ﾝ一ｶ )物/ 節全蓮体根食粉｣末の(考山え口か) ら説丸: ご今

常 1年半
温

翌週

朝のアップルホットジンジャー
今日の１日のスタートはアップルホットジンジャー！国産の有機栽培生姜を「一物全体食」の考えから
丸ごとすりおろして、たっぷりと使用し、広島県高野町産のリンゴの粉末、有機シナモン粉末、節蓮根粉末も
加えました。甘みに精製度の低い粗糖や有機黒糖を使用し、昔ながらの直火釜で炊いていますのでコクが
あります。リンゴのほのかな風味と生姜の辛みのハーモニーをお楽しみ下さい。

-35-

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:種子島)/本葛(南九州)/節蓮根粉末(山口)/有機生姜粉末(高知/長崎/大分)

49871 ﾏﾙｼﾏ 国内産 蓮根葛湯

15g 5

￥600 説で す: 製｡造お工召場し地上:が広り島方｡ 葛：の必根ずか沸ら騰としれてるい本る葛熱に湯蓮を根ごの用節意､く生だ姜さ､ い粗 ｡糖1を. は加じえめたに心本温品ま1 る袋 葛を 湯ｶ ｯ

常
温

2年

毎号

翌週

国内産 蓮根葛湯
葛の根からとれる本葛に蓮根の節、生姜、粗糖を加えた心温まる葛湯です。

サンサンオーガニックビール（翌週）

商品番号
ﾔｯﾎｰ

33806

33807

ﾔｯﾎｰ

サンサンオーガニックビール
サンサンオーガニックビール
350ml 6 1組
￥1488 350ml 24 1ｹｰｽ
￥5952

再開！

毎号
冷蔵

翌週

賞味：5ヶ月

原:ﾓﾙﾄ/ﾎｯﾌﾟ/水/ｲｰｽﾄ(酵母)
説:ﾓﾙﾄはOCIA認定のﾄﾞｲﾂ産
有機栽培麦芽を100％使用｡ﾎｯ
ﾌﾟもBioland認定のﾄﾞｲﾂ産有
機栽培ﾎｯﾌﾟを100％使用｡浅間
山の伏流水を使用し丁寧に仕
上げました｡毎日ご愛飲いた
だけるｽｯｷﾘとした飲み易さが
特徴です｡

再開！

毎号
常温

翌週

賞味：5ヶ月

原:ﾓﾙﾄ/ﾎｯﾌﾟ/水/ｲｰｽﾄ(酵母)
説:ﾓﾙﾄはOCIA認定の有機栽
培麦芽を100％使用｡ﾎｯﾌﾟも
Bioland認定の有機栽培ﾎｯﾌﾟ
を100％使用｡浅間山の伏流水
を使用し丁寧に仕上げまし
た｡毎日ご愛飲いただけるｽｯｷ
ﾘとした飲み易さが特徴です｡

ヤッホー・ブルーイングの

有機
■ヤッホー・ブルーイング醸造所は長野県浅間山麓にあり、2002年に缶ビールの
JAS
製造者として国内初の有機農産物加工酒類製造者としての認定を受けました。
サンサンオーガニックビール

■副原料などは一切使用せず、ビールの主原料としてモルト・ホップ・水・イースト（酵母）
のみを使用した「本物のビール」です。発泡酒・雑酒ではありません。
■モルトはOCIA認定のドイツ産有機栽培麦芽を100％使用。
ホップはBioland認定のドイツ産有機栽培ホップを使用。
■浅間山の伏流水で、丁寧に仕上げました。すっきりとした呑みやすさが特徴です。

こだわりの焼酎・日本酒・ビール（翌週）

商品番号

原:米(徳島)､米麹(徳島県産米)

58814 松浦酒造 鳴門鯛 純米 巴（ともえ）

※酒類は未成年の方には
販売できません。

1.8L

※酒類は未成年の方には 温
度
販売できません。
帯

説:使用米：あけぼの100％｡精米歩合65％｡ｱﾙｺｰﾙ分15度｡日

￥2000 本の 酒高 度い 1精. 0米｡ 方酸 法度 1を. 7行｡ っ飲 てみ お飽 りき の､ 純な米い酒まなろらやでかはなの味ふわくいよのか純な米香酒り｡ 扁と平幅精の米あとる呼米ばのれ旨る味技が術､ 軽

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

松浦酒造 鳴門鯛 純米 巴（ともえ）1.8L
使用米：あけぼの100％。精米歩合65％。アルコール分15度。日本酒度1.0。酸度1.7。
飲み飽きのないまろやかな味わいの純米酒。扁平精米と呼ばれる技術の高い精米方法を行っており、
純米酒ならではのふくよかな香りと幅のある米の旨味が、軽やかな酸味と調和しています。
和食とよく合うテイストです。冷~燗までお好みに合わせてお楽しみいただけます。
原:梅(奈良県吉野産･減農薬無化学肥料栽培･有機肥料使用･品種白加賀)/もち米(佐賀県産･

30063 角谷商店 三州 梅酒10

360ml

￥880 減酎 (農常薬圧減単化式学蒸肥留料･ 国堆 産肥 米使 1用0･0品％種使ﾋ用ﾖ )ｸｱﾓﾙﾁｺ特ｰ ﾙ別1栽0 ％培 米説) /:米製麹造(工愛場知地県: 産愛 他知 ･｡ 品梅 種酒 祭二 り段 晴仕 れ込 )み/ 米新焼製

常
温

̶

毎号

翌週

三州 梅酒10
梅酒二段仕込み新製法。もち米、米麹を本格米焼酎の中に仕込み、もち米の甘さを十分引き出した後、青梅を仕込み熟成する3年熟成、弊社新開発の
砂糖を一切使わない製造法です。お米の美味しさを生かした「和のリキュール」として、日本料理の食前酒に、くつろぎのひとときにソフトな飲み口が
良く合います。ストレート、オンザロック、お湯割りで。又紅茶に垂らして甘さと香りを楽しむ、引きの良い甘さを生かしてカクテルにもどうぞ。

55482 青砥酒造 ほろよい自然酒（日本酒/純米吟醸）

720ml

￥1800

原:米(島根)/米こうじ(島根) 説:島根県産の農薬･化学肥料不使用の米使用｡ｱﾙｺｰﾙ度数17
度｡精米歩合55%｡ふくよかな甘みと旨みに加え､醸し出すﾌﾙｰﾃｨな香り｡自然酒最高峰の純
米吟醸酒の上品で柔らかな味わいです｡ほろよい自然酒の一番の特徴は｢木槽しぼり｣で

常
温

̶

毎号

翌週

ほろよい自然酒（日本酒/純米吟醸）
島根県産の農薬・化学肥料不使用の米使用。アルコール度数17度。精米歩合55%。ふくよかな甘みと旨みに加え、醸し出すフルーティな香り。
自然酒最高峰の純米吟醸酒の上品で柔らかな味わいです。ほろよい自然酒の一番の特徴は「木槽しぼり」です。「木槽しぼり」とは木槽にもろみが
入った袋を敷き詰め、上から軽く圧力をかけ搾ることを指します。過度な力を加えないことで繊細なお酒には不必要な成分が酒質に流れ出ないため、
大変綺麗な酒質の日本酒となりますが、大変手間のかかる搾り方であり、時間も長くかかることで効率も悪いため採用している酒蔵は極僅かです。
原:大麦/米麹(白麹)

39266 玄海酒造 海の王都 麦27度

￥1500 れて たま 部す 分｡ を と り ､ 長 期 熟 成 さ せ た 本 格 焼 酎 ｡ さ ら り と し た 壱 岐 の 焼 酎 は 魚 介 の 料 理 を 引 き 立

720ml

￥1390 焼方 酎は ｡ﾛ 本ｯ ｸ場で鹿ど児う島ぞで｡ 原は材焼料酎は5 :契湯約5 の農割家合ので手飲でむ安の全が性一に般配的慮でしすながが､ら芋栽の培香さりれがた強新く鮮てな､ と黄言金う千

720ml

￥1290 二酒 度を 蒸取 しり し出 てし 仕ま 込す ､｡ 低風 温味 でを 通出 常来 よる り限 時り 間残 をす かた けめ て最 発小 酵限 さの せろ た過 後を ､し単て式貯低蔵温す蒸る留と機口であ芳た醇りなが原

原:国産芋/米麹(黒麹)

39264 小正醸造 小正謹醸 いも焼酎 25度

説:｢麦焼酎発祥の地｣玄界灘に浮かぶ島､壱岐産麦を使用し､香味の優

720ml

説:原材料の持つふくよかな風味と自然な甘みがよくﾏｯﾁした本格

原:玄米（鹿児島産減農薬減化学肥料栽培）/米麹(白麹)

39263 小正醸造 特製 玄米焼酎25 小

説:玄米を長時間水に漬けてから

常
温

̶

毎号

常
温

̶

毎号

常
温

̶

毎号

翌週

翌週

翌週

玄海酒造 海の王都 麦27度

特製 玄米焼酎25 小

「麦焼酎発祥の地」玄界灘に浮かぶ島、
壱岐産麦を使用し、香味の優れた部分をとり、
長期熟成させた本格焼酎。
さらりとした壱岐の焼酎は魚介の料理を引き立てます。

玄米を長時間水に漬けてから二度蒸しして仕込、
低温で通常より時間をかけて発酵させた後、
単式低温蒸留機で芳醇な原酒を取り出します。
風味を出来る限り残すため最小限のろ過をして
貯蔵すると口あたりが良く丸みを帯びた玄米焼酎が
生まれます。

小生謹醸 いも焼酎 25度

原材料の持つふくよかな風味と自然な甘みがよくマッチした本格焼酎。本場鹿児島では焼酎5:湯5の割合で飲むのが一般的ですが、
芋の香りが強くて、と言う方はロックでどうぞ。原材料は契約農家の手で安全性に配慮しながら栽培された新鮮な
黄金千貫(サツマイモ)、仕込時期に間に合うよう早場米の新米、個性豊かな黒麹を使って仕込みました。
蒸留はサツマイモの風味を出来るだけ残すために単式蒸留器で、ろ過も最小限にとどめました。素焼きのカメで熟成します。
説:無農薬発芽玄米酒｢むすび｣の酒粕｡玄米の粒々の酒粕です｡酸味があり､甘酒･粕汁に

39429 寺田本家 発芽玄米酒粕

300g

￥312 はさ 向れ き､ そまのせ中んに｡ ｸはﾗ ｯ生ｶきｰ 作たり酵や母酵菌母をｼはﾞ ｭじｰ ｽめ､ 炒乳め酸物菌､､煮こ物うにじお菌す､ そすのめ他でたすく｡ 酒さ粕んはの昔微か生ら物大や変そ珍の重

720ml

￥1400 し 説さ :と精酸米味歩が合特: 玄徴米で使切用れ｡ 酵味 母が:力蔵強ついき印酵象母｡｡ 辛ｱ ﾙ口ｺ ｰ｡ﾙ無度農数薬: 7 栽~ 培1 1さ％れ｡ 日た本玄酒米度を- 1発0 ｡芽酸さ度せ: 7て. 6造｡ 香っばた

原:発芽玄米（麹米：赤ひばり/ｺｼﾋｶﾘ･掛米：ｺｼﾋｶﾘ/赤ひばり）/蔵内の井戸水/蔵付き酵母

39571 寺田本家 むすび

寺田本家 むすび

冷
蔵

̶

毎号

冷
蔵

̶

毎号

翌週

翌週

無農薬栽培された玄米を発芽させて造ったお酒です（分類はその他の醸造酒）。香ばしさと酸味が特徴で切れ味が力強い印象。辛口。
原:麹米(美山錦)/掛米(ｺｼﾋｶﾘ･美山錦)※米は片山基準無農薬/蔵内の井戸水

39159 寺田本家 自然酒 五人娘（純米・きもと）

720ml

説:精米歩合:麹

￥1457 米元 6気5 に％ な･ 掛る米｣6よ5 ％う ｡な酵酒母づTくE -り1 ｡をｱ ﾙ目ｺ ｰ指ﾙ 度し 数て 1､5手. 4間％暇｡ 日が本か酒か度る＋た4め｡ 酸ほ度と2ん. 1 ど｡ ｢行おわい れし なく てく 楽なしっくたて

冷
蔵

̶

毎号

翌週

寺田本家 自然酒 五人娘（純米・きもと）
精米歩合:麹米65％・掛米65％。酵母TE-1。アルコール度数15.4％。日本酒度＋4。酸度2.1。「おいしくて楽しくて元気になる」ような酒づくりを
目指して、手間暇がかかるためほとんど行われなくなった「きもと造り」で酒造りをしています。微生物世界の摂理を上手に利用することによって
力強く生命力のある酒母を造ります。出来た酒は乳酸やアミノ酸が多く香りも複雑。こくのある味わいが特徴です。

39362 白扇酒造 本みりん 福来純 三年熟成

本みりん

500ml

￥850

原:餅米(ﾀｶﾔﾏﾓﾁ)/米麹(ﾋﾀﾞﾎﾏﾚ)/米焼酎(岐阜県産米)/米麹(麹米は原料米と同じ) 説:ｱﾙｺｰﾙ度
数14％｡ｴｷｽ分40度以上｡独特の甘みと気品が特徴です｡飛騨の優良な餅米､日本酒造りで
培った技を生かして造る麹､自家製の米焼酎を原料にして醸したﾐﾘﾝを3年間熟成させまし

常
温

2年

毎号

翌週

アルコール度数14％。エキス分40度以上。独特の甘みと気品が特徴です。飛騨の優良な餅米、

福来純 日本酒造りで培った技を生かして造る麹、自家製の米焼酎を原料にして醸したミリンを3年間熟成させました。
※表示価格は全て税抜き価格です。
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原:麦芽(小麦55％･大麦45％)/ﾎｯﾌﾟ/酵母

49342 銀河高原 銀河 小麦のビール 缶 350ml 6

1組

説:ｱﾙｺｰﾙ度数約5％｡水にこだわり(水質のよい高

￥1602 原る ﾏ水ｲ )ﾙ､ﾄ小ﾞ な麦口特あ有たのりﾌがﾙ ｰ特ﾃ ｨ徴感｡のn oあn -るg m香oり原と料芳使 醇用 な｡ P味H Fわ｡いｺ ｰ｡ﾝ酵ｽ ﾀ母ｰ ﾁか不ら使生用ま｡ れ た や さ し い 炭 酸 に よ

冷
蔵

̶

毎号

翌週

銀河高原 小麦のビール
アルコール度数約5％。水にこだわり(水質のよい高原水)、小麦特有のフルーティ感のある香りと芳醇な味わい。
酵母から生まれたやさしい炭酸によるマイルドな口あたりが特徴。

メイシーちゃんのお菓子（翌週）

商品番号

28725 創健 ﾒｲｼｰ きらきら星のおせんべい

40g

￥180

37024 創健 ﾒｲｼｰ ふわふわｿﾌﾄ せんべい 2枚 10

1袋

￥250

42392 創健 ﾒｲｼｰ さんかくおむすびのおせんべい

35g

￥180

原:水稲うるち米(北海道/青森/秋田/岩手/宮城)/ﾏﾚｰｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/長崎産塩 説:小さなきらき
ら星の形をしたｻﾗﾀﾞせんべい｡ｻｸｯとかる~い食感です｡放射性物質測定結果(2021.2.15現
在):検出下限値(I-131)1.9Bq/kg･(Cs-134)3.0Bq/kg･(Cs-137)2.4Bq/kgで不検出｡
原:愛知･岐阜･三重産水稲うるち米/北海道甜菜糖/兵庫産海水塩 説:澱粉を使わず米を主
原料に作り上げ､原材料のもつ自然な美味しさにこだわったふんわり口溶けのよいおせん
べいです｡手に握りやすいｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟ｡ﾒｲｼｰちゃんと一緒に楽しいおやつﾀｲﾑ！放射性物質測
原:ｳﾙﾁ米(北海道･青森･秋田･宮城他)/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ他産ﾊﾟｰﾑ油/国産米油/国産大豆使用醤
油/北海道産甜菜糖/瀬戸内産ﾉﾘ/中西部太平洋･ｲﾝﾄﾞ洋産鰹粉末 説:三角おむすびの形をし
たｻｸｯと香ばしい醤油味のひとくちおせんべいです｡栄養成分(35g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ166kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

常 6ヶ月 毎号
翌週
温
常 180日 毎号
翌週
温
常 120日 毎号
翌週
温

きらきら星のおせんべい
小さなきらきら星の形をしたサラダせんべい。サクッとかる~い食感です。

ふわふわソフト せんべい
澱粉を使わず米を主原料に作り上げ原材料のもつ自然な美味しさにこだわった
ふんわり口溶けのよいおせんべいです。手に握りやすいスティックタイプ。

さんかくおむすびのおせんべい
三角おむすびの形をしたサクッと香ばしい醤油味のひとくちおせんべいです。

57549 ﾒｲｼｰ きらきら星のおせんべい 8g 4 1組

57550 ﾒｲｼｰさんかくおむすびのおせんべい14g 4 1組

￥220 常温 賞味：180日 毎号 翌週
創健
原:水稲うるち米(北海道/青森/秋田/岩手/宮城)/ﾏﾚｰｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/長崎産塩 説:小さなきらきら星の
形をしたｻﾗﾀﾞせんべい｡ｻｸｯとかる~い食感です｡放射性物質測定結果(2021.2.15現在):検出下限値
(I-131)1.9Bq/kg･(Cs-134)3.0Bq/kg･(Cs-137)2.4Bq/kgで不検出｡

29272 創健 ﾒｲｼｰ サクサクのドライワッフル

￥290 常温 賞味：120日 毎号 翌週
創健
原:ｳﾙﾁ米(北海道･青森･秋田･宮城他)/ﾏﾚｰｼｱ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ他産ﾊﾟｰﾑ油/国産米油/国産大豆使用醤油/北海道
産甜菜糖/瀬戸内産ﾉﾘ/中西部太平洋･ｲﾝﾄﾞ洋産鰹粉末 説:三角おむすびの形をしたｻｸｯと香ばし
い醤油味のひとくちおせんべいです｡栄養成分(35g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ166kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質2g/脂質6.4g/炭水化物
原 : 北 25.2g/ﾅﾄﾘｳﾑ160mg/食塩相当量0.4g｡放射性物質測定結果(2021.2.15現在):検出下限値
海道産小麦粉/北海道産甜菜糖/ﾏﾚｰｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/国内産他米油/岐阜･愛知･三重産鶏卵/
常 240日 毎号

5枚

￥225 九国 州産 産重 大曹 麦 /説北:海製道造産工全場粉地乳: 岐/ 岩阜手｡ 生産地粟の/ ﾒ 甘ｷ ｼ味ｺ 産が塩生/ き岩 た手 ｻ産ｸﾋｻｴｸ/の岩食手感産｡黍北/ 乳海化道剤の(小国麦産粉卵を黄使ﾚ ｼっﾁ ﾝた) /

24941 創健 ﾒｲｼｰ かぼちゃのスティックボーロ

40g

￥160

原:北海道産馬鈴薯澱粉北海道産甜菜糖/北海道産ｶﾎﾞﾁｬ/北海道･ｱﾒﾘｶ･ﾀｲ他海外産麦芽糖/北
海道産小麦粉/国産寒梅粉(原料:餅米) 説:赤ちゃんの手にもにぎりやすいｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟの
ﾎﾞｰﾛ｡かぼちゃの甘みを生かしたおいしさは､離乳食にも｡放射性物質測定結果(2021.2.15現

常 180日 毎号
翌週
温

原:ｳﾙﾁ米(北海道･青森･秋田･岩手･山形･宮城)/国産米油/ﾏﾚｰｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油/北海道甜菜糖/北海

42185 創健 ﾒｲｼｰ 大豆のスナック

35g

￥200 道ﾊ ﾟ他ﾗ ｸきﾞ ｱなｲ ･粉ｸ /ﾞﾀｧｲﾃ産ﾏ ﾗﾃ産ﾞ ｷｺｽﾞﾄﾏﾘ/ ﾝｲ /ﾝ国ﾄ ﾞ産･ 国酵 内母 産ｴ ｷ･ｽ中/ 国国産産食香塩辛/ 野料菜 粉説末: 国( 産玉 米ﾈ ｷとﾞ ･国白産菜き･ 人な参粉:で国作産っ他た海生外地) /

常 6ヶ月 毎号
翌週
温

翌週

温

サクサクのドライワッフル 生地の甘味が生きたサクサクの食感。北海道の小麦粉を使ったドライタイプのワッフル。
かぼちゃのスティックボーロ
赤ちゃんの手にもにぎりやすいスティックタイプのボーロ。
かぼちゃの甘みを生かしたおいしさは、離乳食にも。

大豆のスナック
国産米と国産きな粉で作った生地を植物油でサクッと揚げた香ばしい
スナックです。野菜コンソメならではの風味を活かしたおいしさです。
原:玄米(山形)/植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油:ﾏﾚｰｼｱ/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ/ﾀｲ)/食塩(長崎)/押麦(主に福岡/佐賀)/はだか

51946 創健 ﾒｲｼｰ うみのおさんぽ 9g 4

1組

￥240 麦北 (海主道に) 愛/ 発媛芽) 玄/ 黒米米( (主主にに北大海分道) //餅宮玄崎米) / (も主ちに麦佐( 賀主 )に/ あ愛お媛さ) /(赤国米内(産主)に/ 青大の分り/ 福( 徳岡島) /)青/ 黒肌大玄豆米((主主にに

1組

￥250 (ｱﾒﾘｶ)/植物油脂(ﾊﾟｰﾑ油:ﾏﾚｰｼｱ)/菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他海外)/小麦ﾌﾞﾗﾝ(国内産他海外)/ﾗｲ麦粉(ﾄﾞ
ｲﾂ他海外)/発芽玄米粉(米:国内産)/食塩(兵庫･香川)/あおさ粉(国内産) 説:葉っぱの形をし

原:小麦粉(国内産)/おからﾊﾟｳﾀﾞｰ(大豆:国内産)米粉(三重)/甘藷澱粉(鹿児島･宮崎)/ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

57551 創健 ﾒｲｼｰ 森のかくれんぼ 12g 4

常 240日 毎号
翌週
温
常 120日 毎号
翌週
温

うみのおさんぽ
国内産17種類の穀物を使用した、イカの形のサクッと食べやすいスナックです。
長野県産の塩と国内産の青のりを使用した、のり塩味。おやつに便利な食べきり4連パック。

森のかくれんぼ
葉っぱの形をした、おから・雑穀入りのカリッとしたスナックです。国内産小麦、国内産大豆のおから粉に
ライ麦、発芽玄米などの雑穀を入れ香ばしく揚げました。あおさ風味のしお味です。食物繊維たっぷり。
原:北海道産馬鈴薯澱粉/ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日本産きび糖/愛知･岐阜･福井産鶏卵/日本･欧州･ｱﾒﾘｶ

57547 創健 ﾒｲｼｰ たまごのボーロ 16g 4

1組

￥220 産が 粉入 乳っ (た大口豆どをけ含のむよ) /いｱ ﾒﾎﾘﾞｶｰ･ﾛｶでﾅ ﾀすﾞ 産｡ ｶ小ﾙ ｼ麦ｳ ﾑ胚入芽り/ 国｡ 放産射卵性殻物ｶ ﾙ質ｼ ｳ測ﾑ /定ﾀ ｲ結産果ﾊ ﾄ( 2ﾑ 0ｷ ﾞ2 1 . 2説. 1: 小5 現麦在胚)芽: 検､出ﾊ ﾄ下ﾑ ｷ限ﾞ

1組

￥240 鶏り 卵甘 /酸北っ海ぱ道い産い脱ち脂ご粉に乳ﾐ/ ﾎﾙﾟｸｰをﾗ ﾝ混ﾄ ﾞぜ産てｲ ﾁちｺっﾞ 粉ち末ゃ/ ﾀいｲ 産ﾎ ﾞﾃｰﾞﾛｷにｽ ﾄ閉ﾘ ﾝじ/ ﾏこﾀ ﾞめｶ ﾞまｽ しｶ ﾙた産｡ﾊ食ﾞ ﾆべﾗ 香や料す い説ｻ ｸ: ほｻ ｸんのの食

原:北海道産馬鈴薯澱粉/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾀｲきび糖/北海道産甜菜糖/ｱﾒﾘｶ産乳糖/愛知･岐阜･福井産

57548 創健 ﾒｲｼｰ いちごミルクのボーロ 16g 4

常 180日 毎号
翌週
温
常 180日 毎号
翌週
温

たまごのボーロ
小麦胚芽、ハトムギが入った口どけのよいボーロです。カルシウム入り。

いちごミルクのボーロ
ほんのり甘酸っぱいいちごにミルクを混ぜてちっちゃいボーロに
閉じこめました。食べやすいサクサクの食感を追求しました。
原:北海道産甜菜糖/ｱﾒﾘｶ産ﾄｳﾓﾛｺｼ使用水飴/ﾌﾗﾝｽ他海外産豚ｾﾞﾗﾁﾝ/長野産果汁(ﾘﾝｺﾞ/葡萄)/ﾏ

34798 創健 ﾒｲｼｰ アップルとグレープのグミ

8粒

説:ﾒｲｼｰ､ﾀﾙ
￥190 ﾚｰｼｱ産ﾊﾟｰﾑ油･ﾔｼ油/ﾍﾞﾙｷﾞｰ産ｸｴﾝ酸/ｱﾒﾘｶ他海外産香料/増粘剤(南米産ﾍﾟｸﾁﾝ)
ｰﾗ､ｼﾘﾙ､ﾁｬｰﾘｰの形をしたかわいいｸﾞﾐが2つずつ入っています｡放射性物質測定結果
原:北海道産甜菜糖/ｱﾒﾘｶ産non-gmoｺｰﾝｽﾀｰﾁ/ｸｴﾝ酸(九州産甘蔗･ﾀｲ産ﾀﾋﾟｵｶ)/香料(苺:ｱﾒﾘｶ/葡

29274 創健 ﾒｲｼｰ いちごとぶどうのラムネ

80g

￥250 萄の :ﾗｱﾑﾒﾈﾘがｶ 産小他袋海に外各)2/ 袋着 ず色 つ料 (入欧っ州て産いﾍ ﾞまﾘ すｰ 色｡ 携素 帯/ ﾌ ﾗにﾝ 便ｽ 産利ﾌ！ﾞ ﾄ放ﾞ ｳ射色性素物) 質説測:定製 結造 果工 (場2 地0 2:1愛. 2知. 1｡52現種在類) :

常 300日 毎号
翌週
温
常 180日 毎号
翌週
温

アップルとグレープのグミ メイシー、タルーラ、シリル、チャーリーの形をしたかわいいグミが2つずつ入っています。
いちごとぶどうのラムネ 2種類のラムネが小袋に各2袋ずつ入っています。携帯に便利！
商品番号

アイスクリーム・アイスキャンディー（翌週）
原:有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機小豆(北米)/ｺｰﾝｽﾀｰﾁ(国内産/遺伝子組み換えでない)/食塩(赤穂の

56671 井村屋 オーガニックあずきバー 箱(60ml 6本)

1箱

￥550 天し 塩さ )が 楽説し: ｼめﾝ ﾌまﾟ すﾙ な｡ 生原 豆材 か料 らで 余小 分豆 なを も炊 のき はあ 一げ 切､ 冷使却用･せ充ず填､すあるず一き貫本し来たの設自備然でな､味独わ自いの､加お工い技

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

冷
凍

̶

毎号

お届
け週

翌週

オーガニックあずきバー 箱（60ml 6本）
シンプルな原材料で余分なものは一切使用せず、あずき本来の自然な味わい、おいしさが楽しめます。生豆から小豆
を炊きあげ、冷却・充填する一貫した設備で、独自の加工技術により風味と粒残りのいい小豆アイスになりました。
-37※表示価格は全て税抜き価格です。

23067 VANAGA バニラ 120ml 2 1組

23068 VANAGA ビターチョコ 120ml 2 1組

￥680 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:ｸﾘｰﾑ/生乳/脱脂濃縮乳/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖/有精卵黄/ﾊﾞﾆﾗ香料/※北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖は2012年4月製造
分より2011年産を使用 説:製造工場地:島根｡放射能検査結果(2012.5.9):検出限界0.74~0.91Bq/kgで
不検出｡ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｽｸﾘｰﾑは乳化剤を使用せず､平地飼い有精卵の卵黄を豊富に使用｡低ｵｰﾊﾞｰﾗﾝ
(２０％)｡香り豊かな天然ﾊﾞﾆﾗ香料を使用

￥680 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:ｸﾘｰﾑ/生乳/ｺｺｱ/脱脂濃縮乳/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖/有精卵黄/香料/※北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖は2012年4月製造
分より2011年産を使用 説:製造工場地:島根｡放射能検査結果(2012.5.9):検出限界0.74~0.91Bq/kgで
不検出｡ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｽｸﾘｰﾑは乳化剤を使用せず､平地飼い有精卵の卵黄を豊富に使用｡従来品に
比べ､ｶｶｵの香りをさらに引き立てました｡

￥680 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:ｸﾘｰﾑ/生乳/脱脂濃縮乳/甘納豆/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖/有精卵黄/抹茶/香料/※北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖は2012年
4月製造分より2011年産を使用 説:製造工場地:島根｡放射能検査結果(2012.5.9):検出限界0.74~
0.91Bq/kgで不検出｡奥出雲地方の乳牛からとれる生乳をたっぷり使用｡選び抜かれた香り豊かな
抹茶を使用｡平地飼い有精卵の卵黄を豊富に使用｡国産あずき『大納言』使用｡

￥680 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:ｸﾘｰﾑ/生乳/脱脂濃縮乳/いちご果肉/有精卵黄/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖 説:製造工場地:島根｡放射能検査結
果(2012.5.9ﾊﾞﾆﾗで検査):検出限界0.74~0.91Bq/kgで不検出､宮城産のｲﾁｺﾞの放射能検査結果(2012.5.8):
検出限界0.80~1.20Bq/kgで不検出｡奥出雲地方の乳牛からとれる生乳をたっぷり使用｡平地飼い
有精卵の卵黄を豊富に使用｡

￥680 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:ｸﾘｰﾑ/生乳/脱脂濃縮乳/北米産ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ果肉/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖/有精卵黄/※北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖は2012
年4月製造分より2011年産を使用 説:製造工場地:島根｡放射能検査結果(2012.5.9ﾊﾞﾆﾗで検査):検出
限界0.74~0.91Bq/kgで不検出｡奥出雲地方の乳牛からとれる生乳たっぷり使用｡平地飼い有精卵
の卵黄を使用｡

￥1700 冷凍 賞味：6ヶ月 毎号
木次
説:製造工場地:島根｡ﾊﾞﾆﾗ､ﾋﾞﾀｰﾁｮｺ､抹茶あずき､いちご､ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ各一個ずつのｾｯﾄです｡

23069 VANAGA 抹茶あずき 120ml 2 1組

23070 VANAGA いちご 120ml 2 1組

23071 VANAGA ブルーベリー 120ml 2 1組

23121 VANAGA５種セット 1組

5269 ミルクキャンディー 6本入り 1個

翌週

5335 宇治金時キャンディー 6本入り 1個

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
ﾈｰｼﾞｭ
原:ﾉﾝﾎﾓ牛乳(北海道産)/濃縮乳(北海道産)/ﾋﾞｰﾄ糖(北海道産) 説:製造工場地:大阪｡放射能検査結果
(2012.7.24発行ｵﾙﾀｰ通信):検出限界1Bq/kgで不検出｡

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
ﾈｰｼﾞｭ
原:あん(北海道産小豆/洗双糖/赤穂の天塩)/加糖練乳(生乳/北海道産ｼｮ糖)/濃縮乳(北海道産)/ﾉﾝﾎﾓ牛
乳(北海道産)/ﾋﾞｰﾄ糖(北海道産)/有機粉末抹茶(奈良県産) 説:製造工場地:大阪｡放射能検査結果
(2012.6.5発行ｵﾙﾀｰ通信):検出限界1Bq/kgで不検出｡

8077 チョコレートキャンディー 6本入り 1個

5282 みかんキャンディー 6本入り 1個

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
ﾈｰｼﾞｭ
原:柑橘果汁(無茶々園)/ﾋﾞｰﾄ糖 説:製造工場地:大阪｡放射能検査結果(2012.6.5発行ｵﾙﾀｰ通信):検出
限界1Bq/kgで不検出｡

ﾈｰｼﾞｭ
原:濃縮乳(北海道産)/ﾉﾝﾎﾓ牛乳(北海道産)/ﾋﾞｰﾄ糖(北海道産)/ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾚｰｼｱ他) 説:製造工
場地:大阪｡放射能検査結果(2012.6.5発行ｵﾙﾀｰ通信):検出限界1Bq/kgで不検出｡

5280 小豆キャンディー 6本入り 1個

8072 ブルーベリーキャンディー 6本入り 1個

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
ﾈｰｼﾞｭ
原:あん(北海道産小豆/洗双糖)/洗双糖/食塩(赤穂の天塩) 説:製造工場地:大阪｡放射能検査結果
(2012.8.7発行ｵﾙﾀｰ通信):検出限界1Bq/kgで不検出｡

￥660 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
ﾈｰｼﾞｭ
原:ﾋﾞｰﾄ糖(北海道産)/ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ果肉(奈良産)/ﾚﾓﾝ果汁(広島県産) 説:製造工場地:大阪｡放射能
検査結果(2012.8.7発行ｵﾙﾀｰ通信):検出限界1Bq/kgで不検出｡

52503 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine バニラ 85ml

52504 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine ﾁｮｺﾚｰﾄ 85ml

￥365 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
むそう商事
原:有機豆乳無調整(non-gmo大豆(三重/中国/ｱﾒﾘｶ)/水)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ﾀﾋﾟｵｶ麦芽ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(製造
地:ﾍﾞﾙｷﾞｰ/原料:有機ﾀﾋﾟｵｶ澱粉(ﾀｲ))/有機紅花油(ｱﾒﾘｶ)/ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ(ｽﾘﾗﾝｶ) 説:製造工場地:山口｡添加物
を使用せずにｼﾞｪﾗｰﾄ特有のなめらかさを実現｡濃厚でｺｸがあるのに後味はさっぱりとした豆乳
ｼﾞｪﾗｰﾄです｡ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ産ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞの甘い香りが有機豆乳のおいしさを引き出しました｡ｼﾝﾌﾟﾙなが

￥365 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
むそう商事
原:有機豆乳無調整(non-gmo大豆(三重/中国/ｱﾒﾘｶ)/水)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ(製造地:ｵﾗﾝﾀﾞ/
原料産地:南米他)有機ﾀﾋﾟｵｶ麦芽ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(製造地:ﾍﾞﾙｷﾞｰ/原料:有機ﾀﾋﾟｵｶ澱粉(ﾀｲ))/有機紅花油(ｱﾒﾘｶ)
説:製造工場地:山口｡添加物を使用せずにｼﾞｪﾗｰﾄ特有のなめらかさを実現｡濃厚でｺｸがあるのに
後味はさっぱりとした豆乳ｼﾞｪﾗｰﾄです｡高品質を誇るｵﾗﾝﾀﾞ産有機ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰを使用｡ｶｶｵの香りが

￥365 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
むそう商事
原:有機豆乳無調整(non-gmo大豆(三重/中国/ｱﾒﾘｶ)/水)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機抹茶(奈良/京都/三重/宮
崎)有機ﾀﾋﾟｵｶ麦芽ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(製造地:ﾍﾞﾙｷﾞｰ/原料:有機ﾀﾋﾟｵｶ澱粉(ﾀｲ))/有機紅花油(ｱﾒﾘｶ) 説:製造工場地:
山口｡添加物を使用せずにｼﾞｪﾗｰﾄ特有のなめらかさを実現｡濃厚でｺｸがあるのに後味はさっぱり
とした豆乳ｼﾞｪﾗｰﾄです｡京都宇治の老舗茶園の有機抹茶を使用｡豆乳と絶妙に混ざり合い上品で

￥365 冷凍 賞味：̶ 毎号 翌週
むそう商事
原:有機豆乳無調整(non-gmo大豆(三重/中国/ｱﾒﾘｶ)/水)/有機ｲﾁｺﾞ果肉(ﾄﾙｺ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)/有機抹茶
(奈良/京都/三重/宮崎)有機ﾀﾋﾟｵｶ麦芽ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(製造地:ﾍﾞﾙｷﾞｰ/原料:有機ﾀﾋﾟｵｶ澱粉(ﾀｲ))/有機紅花油(ｱﾒﾘ
ｶ)/有機ﾚﾓﾝ果汁(ｲﾀﾘｱ) 説:製造工場地:山口｡添加物を使用せずにｼﾞｪﾗｰﾄ特有のなめらかさを実現｡
濃厚でｺｸがあるのに後味はさっぱりとした豆乳ｼﾞｪﾗｰﾄです｡贅沢にも有機いちごの果肉を25％
温

52505 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine 抹茶 85ml

偶数週企画

商品番号

52506 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 85ml

オーサワジャパン（翌週）
原:有機栽培大豆(北海道産･ﾕｷﾎﾏﾚ/ﾄﾖﾑｽﾒ)

26817 ｵｰｻﾜ 有機栽培大豆（北海道産）

度
帯

説:生産地の北海道剣渕町は昼夜の温度差が大

￥520 き乳 くや ､､ 糖豆 度腐 の作 高り いに農｡ 作 物 が で き ま す ｡ 一 晩 水 に つ け た 後 ､ 茹 で て 煮 豆 ､ 豆 ご 飯 ､ ｻ ﾗ ﾀ ﾞ な ど に ｡ 豆

300g

常
温

賞味
期限

企画
週

お届
け週

1年

偶週
号 翌週

有機栽培大豆（北海道産）
生産地の北海道剣渕町は昼夜の温度差が大きく、糖度の高い農作物ができます。
一晩水につけた後、茹でて煮豆、豆ご飯、サラダなどに。豆乳や、豆腐作りに。
原:有機米(島根･滋賀･北海道)/食塩(天海の塩)/麹菌 説:有機米こうじを使用した発酵調味
料｡調味料として使用することで素材の味を引き出します｡漬け物や煮物､炒め物などに｡

常 5ヶ月 偶週
温
号 翌週

原:有機玄米(島根･滋賀･北海道)/食塩(天海の塩)/麹菌

常 5ヶ月 偶週
温
号 翌週

56245 ｵｰｻﾜ やさかの有機塩こうじ

200g

￥565

56246 ｵｰｻﾜ オーサワの有機玄米塩こうじ

200g

￥575 調し ま味 す料 ｡｡ 漬玄 け米 物こ やう 煮じ 物な ､ら炒でめは物のな旨どみにと｡ 甘 み ｡ 調 味 料 と し て 使 用 す る こ と で 素 材 の 味 を 引 き 出

やさかの有機塩こうじ

説:有機玄米こうじを使用した発酵

オーサワの有機玄米塩こうじ

有機米こうじを使用した発酵調味料。
調味料として使用することで素材の味を
引き出します。漬け物や煮物、炒め物などに。
56256 やさかの有機乾燥米こうじ（白米） 500g

￥1255 常温 賞味：5ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機米(島根･滋賀･北海道)/麹菌 説:有機米使用｡味噌づくり､甘酒づくり､塩こうじづくりな
どに｡1袋で約1.5kgの米味噌ができます｡

有機玄米こうじを使用した発酵調味料。玄米こうじならでは
の旨みと甘み。調味料として使用することで素材の味を引き
出します。漬け物や煮物、炒め物などに。
56257 オーサワの有機乾燥玄米こうじ 500g
￥1400 常温 賞味：5ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機玄米(島根･滋賀･北海道)/麹菌 説:有機玄米使用｡味噌づくり､甘酒づくり､塩こうじづく
りなどに｡玄米ならではの香り｡1袋で約1.5kgの玄米味噌ができます｡

9165 オーサワの片栗粉 ※数量限定品 300g

25818 国産 吉野本葛 1kg

￥366 常温 賞味：1年 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
原:馬鈴薯澱粉（北海道産） 説:北海道で契約栽培したじゃがいもを斜里岳から流れる良質の
水でさらした高品質のﾃﾞﾝﾌﾟﾝ/から揚げ､あんかけ等に｡

￥5100 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:本葛粉（近畿･九州） 説:国産葛100％｡ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ｡伝統的な寒晒し自然乾燥｡本葛粉ならでは
の滑らかな舌触り｡葛湯､くず餅､葛きり､あんかけに｡

21750 国産 吉野本葛 150g

50205 オーサワの本葛（微粉末） 100g

￥880 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:本葛粉（近畿･九州） 説:国産葛100％｡ﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ｡伝統的な寒晒し自然乾燥｡本葛粉ならでは
の滑らかな舌触り｡葛湯､くず餅､葛きり､あんかけに｡

50206 ｵｰｻﾜ オーサワの本葛（微粉末）

500g

50207 ｵｰｻﾜ オーサワの本葛（微粉末）

1kg

￥740 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:本葛粉(宮崎･鹿児島) 説:国内産本葛100％｡伝統的な寒晒し製法｡使いやすい微粉末ﾀｲﾌﾟ｡本
葛粉ならではの滑らかな舌触り｡くず湯や葛練り､ｺﾞﾏ豆腐､とろみづけなどに｡

￥3430

原:本葛粉(宮崎･鹿児島) 説:国内産本葛100％｡伝統的な寒晒し製法｡使いやすい微粉末ﾀｲ
ﾌﾟ｡本葛粉ならではの滑らかな舌触り｡くず湯や葛練り､ｺﾞﾏ豆腐､とろみづけなどに｡

常
温

2年

偶週
号 翌週

原:本葛粉(宮崎･鹿児島)

常
温

2年

偶週
号 翌週

常
温

1年

偶週
号 翌週

原:鹿児島産紫いも

36850 ｵｰｻﾜ 紫いも粉
41200 ｵｰｻﾜ 玉ねぎ粉

説:国内産本葛100％｡伝統的な寒晒し製法｡使いやすい微粉末ﾀｲ

￥6360 ﾌ ﾟ ｡ 本 葛 粉 な ら で は の 滑 ら か な 舌 触 り ｡ く ず 湯 や 葛 練 り ､ ｺ ﾞ ﾏ 豆 腐 ､ と ろ み づ け な ど に ｡

80g

￥340

200g

￥1100

説:紫いもを炭火焼きし､粉末化｡お菓子やﾊﾟﾝ作りなどに｡

原:淡路島産玉ﾈｷﾞ

対 14ヶ 偶週
外 月
号 翌週

原:ﾆﾝｼﾞﾝ(北海道) 説:着色料･保存料不使用｡加熱処理済み｡水を加えるだけで滑らかな
ﾍﾟｰｽﾄになり､料理やお菓子の材料･離乳食などにご利用いただけます｡ｼﾞｭｰｽ､ｽｰﾌﾟ､ｾﾞﾘｰ､ｷｬ
ﾛｯﾄｹｰｷなど様々なお料理やお菓子づくりに大活躍です｡

常 13ヶ 偶週
温 月
号 翌週

原:ｼﾞｬｶﾞｲﾓ(北海道)

常 13ヶ 偶週
温 月
号 翌週

56784 大望 にんじんフレーク

60g

￥600

56785 大望 じゃがいもフレーク

60g

￥600 の出 ほ来 か上､がﾏ ｯりｼ ｭでﾎ すﾟ ﾃ｡ﾄ や ﾋ ﾞ ｼ ｿ ﾜ ｰ ｽ ﾞ な ど が 作 れ ま す ｡ ﾏ ﾖ ﾈ ｰ ｽ ﾞ と 和 え れ ば あ っ と い う 間 に ﾎ ﾟ ﾃ ﾄ ｻ ﾗ ﾀ ﾞ の

60g

￥600 加 え る だ け で 簡 単 に で き る の で 普 段 の お 料 理 や 離 乳 食 な ど に と て も 便 利 で す ｡

原:ﾄｳﾓﾛｺｼ(北海道)

56786 大望 とうもろこしフレーク

-38-

説:着色料･保存料不使用｡加熱処理済み｡水分を加えるだけで離乳食

説:着色料･保存料不使用｡加熱処理済み｡時間のかかる裏ごしも､水を

常 13ヶ 偶週
温 月
号 翌週

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:ｶﾎﾞﾁｬ(北海道)

56787 大望 かぼちゃフレーク

着色料・保存料不使用。加熱処理済み。
水を加えるだけで滑らかなペーストになり、
料理やお菓子の材料・離乳食などに
ご利用いただけます。

説:着色料･保存料不使用｡加熱処理済み｡水を加えるだけで滑らかな

￥600 ﾍ利ﾟでｰ ｽすﾄ に｡ な り ｶ ﾎ ﾞ ﾁ ｬ 本 来 の 風 味 と 甘 み を 楽 し め ま す ｡ ｽ ｰ ﾌ ﾟ や 離 乳 食 ､ 普 段 の お 料 理 に と て も 便

60g

常 13ヶ 偶週
温 月
号 翌週

にんじんフレーク
ジュース、スープ、ゼリー、キャロットケーキなど様々お料理や
お菓子づくりに大活躍です。

じゃがいもフレーク
離乳食のほか、マッシュポテトやビシソワーズなどが作れます。
マヨネーズと和えればあっという間にポテトサラダの出来上がりです。

とうもろこしフレーク
時間のかかる裏ごしも不要なので普段のお料理や離乳食などにとても便利。

かぼちゃフレーク
カボチャ本来の風味と甘みを楽しめます。スープや離乳食、普段のお料理に。

56253 オーサワの九州産有機十六穀米 300g

56258 有機 黒ごまきな粉 90g

￥1400 常温 賞味：1年半 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:九州産有機(餅玄米/餅麦/餅黒米/発芽玄米/黄大豆/ｳﾙﾁ玄米/餅赤米/裸麦/焙煎玄米/餅粟/稗/餅黍/ﾊﾄ
麦/黒ｻｻｹﾞ/ﾅﾀ豆/ﾄｳﾓﾛｺｼ) 説:九州産有機原料100％｡16種類の穀物･豆をﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡色合いよくﾌﾟﾁﾌﾟﾁと
した食感｡米1合に対して大さじ1杯(約12g)を混ぜて｡

￥200 常温 賞味：8ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機大豆(ｱﾒﾘｶ)/有機黒胡麻(ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ･ﾎﾞﾘﾋﾞｱ･ﾒｷｼｺ) 説:大豆60％､黒胡麻40％｡香ばしく､ｺｸがあ
る｡豆乳に入れて飲むほか､きなこ餅などに｡

56259 国産の十割そば 200g

56260 国産 本十割そば（信州戸隠そば） 200g

￥500 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ｿﾊﾞ粉(北海道) 説:そば本来の風味と味わい｡つなぎを一切使わず､ｿﾊﾞ粉だけで練り上げた本
格そば｡食塩不使用｡そば湯まで楽しめる｡茹で時間約5分｡

￥550 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ｿﾊﾞ粉(北海道) 説:喉ごしよく､そば本来の豊かな風味｡つなぎを一切使わずｿﾊﾞ粉だけで練り
上げた本格そば｡食塩不使用｡そば湯まで楽しめる｡茹で時間約4分｡

9870 オーサワの有機スパゲッティ 500g

53569 PEMAﾍﾟｰﾏ 有機全粒ﾗｲ麦ﾊﾟﾝ(ﾌｫﾙｺﾝﾌﾞﾛｰﾄ) 375g

￥350 常温 賞味：3年 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾃﾞｭﾗﾑ小麦のｾﾓﾘﾅ 説:ｺｼの強い本格ﾊﾟｽﾀ｡太さ1.7~1.8mm｡ゆで時間7~9分｡

￥450 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機全粒ﾗｲ麦(ﾄﾞｲﾂ)/酵母/食塩 説:6枚入｡高温で短時間焼き上げたﾄﾞｲﾂの伝統的な黒ﾊﾟﾝ｡有機
全粒ﾗｲ麦使用｡程良い酸味と甘み｡ﾄｰｽﾄするともちもちした食感と甘みが際立つ｡

53570 PEMA有機全粒ﾗｲ麦ﾊﾟﾝ(ﾌｫﾙｺﾝﾌﾞﾛｰﾄ＆ﾁｱｼｰﾄﾞ) 375g

53571 PEMAﾍﾟｰﾏ 有機全粒ﾗｲ麦ﾊﾟﾝ(ﾌﾟﾝﾊﾟｰﾆｯｹﾙ) 375g

￥500 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機全粒ﾗｲ麦(ﾄﾞｲﾂ)/有機ﾁｱｼｰﾄﾞ(ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ)/酵母/食塩 説:6枚入｡高温で短時間焼き上げたﾄﾞｲﾂの
伝統的な黒ﾊﾟﾝ｡有機全粒ﾗｲ麦使用｡程良い酸味と甘み､ﾁｱｼｰﾄﾞのぷちぷちとした食感｡ﾄｰｽﾄすると
もちもちした食感と甘みが際立つ｡

56306 オーサワの真昆布 90g

￥470 常温 賞味：1年 偶週号
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道函館) 説:上品な甘みのあるだしがとれる｡鍋物､吸い物などに｡

￥450 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機全粒ﾗｲ麦(ﾄﾞｲﾂ)/酵母/食塩 説:7枚入｡低温で長時間焼き上げたﾄﾞｲﾂの伝統的な黒ﾊﾟﾝ｡有機
全粒ﾗｲ麦使用｡やさしい甘みとほのかな酸味｡ﾄｰｽﾄするともちもちした食感と甘みが際立つ｡

2465 オーサワの利尻出し昆布 120g

翌週

￥1750 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道) 説:天日乾燥｡澄んだ香り高いだしがとれる｡根昆布に近い部分でだしがよく
でる｡鍋物､吸い物などに｡

47828 オーサワの羅臼昆布 100g

53363 日高産 みついし昆布 100g

￥1700 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:北海道知床産昆布 説:希少な知床産羅臼昆布｡濃厚でｺｸのある出し汁がとれる｡鍋物､吸い物
に｡佃煮や昆布巻きにも｡

￥1130 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道) 説:天日乾燥｡柔らかくだしも美味しい万能昆布｡昆布巻き､鍋物､佃煮などに｡

53364 日高産 カット出し昆布 80g

53365 日高産 早煮昆布 100g

￥650 常温 賞味：1年 偶週号 翌週

￥952 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道) 説:日高産天然昆布｡天日乾燥｡柔らかく煮上がりが早い｡昆布巻き､佃煮など
に｡

ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道) 説:日高産天然昆布｡天日乾燥｡ｺｸと旨みがあるだしがとれる｡だしのほか､佃煮
などにも｡

53366 オーサワの刻み みついし昆布 30g

2917 根昆布 60g

￥330 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道) 説:日高産天然昆布｡天日乾燥｡食塩不使用だが自然な塩味がある｡そのままで
も食べられる極細切り｡野菜に混ぜて浅漬けに､混ぜごはんやお茶漬けにも｡

￥680 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布（北海道産） 説:北海道日高昆布の根｡あっさりとしてｸｾがない｡天然･天日乾燥｡肉厚
でもっちりとした食感｡根昆布水､出し昆布のほか､おでんや煮物などにも｡

36856 根昆布粉末 50g

56309 青のり（吉野川産） 8g

￥600 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:北海道産真昆布･根昆布 説:香り高くうまみが濃い｡粉末なので料理に使用するだけで昆布
の栄養をまるごと手軽にとれる｡お料理のほか､昆布茶にも｡

￥560 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:青ﾉﾘ(徳島) 説:吉野川産青ﾉﾘ使用｡色合いよく風味豊か｡お好み焼き､焼きそばなどに｡
原:九州産あらげｷｸﾗｹﾞ

37435 ｵｰｻﾜ オーサワの有機乾燥きくらげ（九州産）

20g

説:天日乾燥きくらげ｡形は花びら状などの独特の形状でｾﾞﾗﾁﾝ質

￥560 の物 肉･ 炒質めは物歯･ご天たぷえらが･ 汁良物好の｡ 低具ｶ･ﾛ佃ﾘ ｰ煮でなﾋ ﾞどﾀ ﾐ｡ ﾝ D ･ 鉄 分 ･ ｶ ﾙ ｼ ｳ ﾑ な ど が 豊 富 ｡ 中 華 料 理 ･ 煮 し め ･ 和 え

56300 干しえのき 20g

常 1年半 偶週
温
号 翌週

2901 オーサワの葛きり（乾燥） 100g

￥369 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ｴﾉｷﾀﾞｹ(宮崎) 説:天日干し後､低温低風乾燥｡生ｴﾉｷ約2袋分｡香り高く旨みのあるだしがとれ
る｡えのき茶としても｡

￥770 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:葛粉(近畿･九州) 説:国産本葛粉100％｡歯ごたえよく､つるつるとした滑らかな食感｡熱湯で
20~30分戻し､鍋物や酢の物などに｡黒蜜などをかけて冷菓にも｡

25267 玄米ビーフン 40g 3個 120g

56299 こがね麩 30g

￥420 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ﾀｲ産玄米 説:熱湯に1分間浸けるだけ！小分けﾀｲﾌﾟで使いやすい｡つるりとした食感｡軽くて
ｸｾのない味｡焼きそば､汁物､ｻﾗﾀﾞなどに最適｡

￥256 常温 賞味：1年
ｵｰｻﾜ
原:小麦粉(北海道)/小麦たんぱく(北海道) 説:吸い物､みそ汁､煮物などに｡

56301 広島県産 有機割干し大根（乾燥） 40g

56303 国産はるさめ（金正食品） 100g

￥300 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週

￥240 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:甘藷澱粉(九州)/馬鈴薯澱粉(北海道) 説:湯戻し2~3分｡増粘剤･漂白剤不使用｡ｺｼがあり､つる
つるとした食感｡ｻﾗﾀﾞや酢の物､炒め物などに｡

ｵｰｻﾜ
原:有機大根(広島) 説:甘みがありしっかりとした歯ごたえ｡漬け物や煮物などに｡

原:有機ｻﾄｳｷﾋﾞ(ﾍﾟﾙｰ)

56249 ｵｰｻﾜ 有機黒糖

説:有機ｻﾄｳｷﾋﾞ100％使用｡石灰不使用｡使いやすい粉末ﾀｲﾌﾟ｡ｸｾが無

500g

￥830 く ま ろ や か な 甘 み ｡ ｺ ｰ ﾋ ｰ や 紅 茶 の ほ か ､ 煮 物 ､ お 菓 子 づ く り な ど に ｡

300g

￥250 ﾑ ､ 菓 子 づ く り な ど に ｡

原:粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:沖縄)

56251 ｵｰｻﾜ さとうきびの詩（粗糖）

偶週号 翌週

説:ｸｾがなくすっきりとした味わい｡ｺｰﾋｰや紅茶のほか､煮物やｼﾞｬ

常
温

2年

偶週
号 翌週

常
温

2年

偶週
号 翌週

有機黒糖

さとうきびの詩（粗糖）

有機サトウキビ100％使用。石灰不使用。
使いやすい粉末タイプ。クセが無くまろやかな甘み。
コーヒーや紅茶のほか、煮物、お菓子づくりなどに。

クセがなくすっきりとした味わい。
コーヒーや紅茶のほか、煮物やジャム、
菓子づくりなどに。

-39-

※表示価格は全て税抜き価格です。

56304 比叡ゆば（徳用ゆば） 50g

56242 浜御塩えこそると（藻塩） 120g

￥550 常温 賞味：8ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:大豆(滋賀) 説:比叡山延歴寺御用達｡形が不揃いな徳用ﾀｲﾌﾟ｡そのまま汁物や雑炊､煮物など
にして｡湯通ししてお浸しにも｡

36961 海の精 漬物塩

1.5kg

38194 ｵｰｻﾜ オーサワのカレー粉

￥400 常温 賞味：長期 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:海水(長崎)/海藻抽出物(国内産) 説:長崎県対馬産海水､国内産海藻使用｡間伐材を燃料とした
釜炊き･焼成製法｡ｻﾗｻﾗしていて使いやすい｡海藻からの旨みを凝縮｡天ぷらや刺身の付け塩､か
け塩､ふり塩などに｡

￥3000

原:海水（伊豆大島産） 説:まろやかで旨みがあります｡梅干しや白菜漬けに便利です｡手
作り味噌にも｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡

常 長期 偶週
温
号 翌週

原:ｳｺﾝ(ｲﾝﾄﾞ･中国)/陳皮(中国)/ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ(ﾓﾛｯｺ･ｶﾅﾀﾞ)/ｸﾐﾝ(ｲﾝﾄﾞ･ｲﾗﾝ)/ﾌｪﾈｸﾞﾘｰｸ(ｲﾝﾄﾞ)/ﾌｪﾝﾈﾙ)(中

常
温

￥175 国)/ｸﾛｰﾌﾞ(ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ･ﾀﾝｻﾞﾆｱ)/唐辛子(中国)/ｼﾅﾓﾝ(中国)/ﾛｰﾚﾙ(ﾄﾙｺ･ｷﾞﾘｼｬ)/生姜(中国)/ｶﾙﾀﾞﾓﾝ
(ｸﾞｱﾃﾏﾗ･ｲﾝﾄﾞ)/ﾅﾂﾒｸﾞ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/ﾆﾝﾆｸ(中国) 説:厳選した14種類のｽﾊﾟｲｽをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡香り高く

20g

1年

偶週
号 翌週

オーサワのカレー粉
厳選した14種類のスパイスをブレンド。香り高く絶妙な辛さ。
カレー・ドレッシングやソースの風味付け、炒め物、ピラフなどに。
原:麦みそ(国産大麦/国産大豆/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産塩)/米みそ(国産米/国産大豆/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産塩) 説:製
造工場地:長野｡米味噌と麦味噌のﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡塩分約10.9％｡やや甘口で旨味がある｡天然醸造･
本場信州産･5対5の合わせ味噌･1年以上長期熟成･非加熱生味噌･甘口｡

冷 6ヶ月 偶週
蔵
号 翌週

原:国産大麦/国産大豆/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産天日塩

冷 6ヶ月 偶週
蔵
号 翌週

39666 ｵｰｻﾜ 国内産 立科あわせみそ

750g

￥780

39664 ｵｰｻﾜ 国内産 立科麦みそ

750g

￥740 天ろ ん然 の醸 こ造 と･ 本､ そ場 の信 ま州 ま産 野･ 1菜年に以つ上け長て期も熟お成い･ 非し加い熱｡ 塩生分味約噌1･1甘. 4口％｡ 味 噌 汁 や 調 味 料 と し て は も ち

300g

￥690 加 熱 ) / 中 辛 口 / 遺 伝 子 組 み 替 え 大 豆 不 使 用 / 塩 分 約 1 0 . 8 ％

原:有機栽培丸大豆(中国産)/食塩(ｼﾏﾏｰｽ)

41365 角久 有機 八丁味噌

原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾌﾞﾄﾞｳ

37074 ｵｰｻﾜ 有機バルサミコ酢（白）
37073 ｵｰｻﾜ 有機バルサミコ酢（赤）

説:製造工場地:長野｡万人に好まれるﾏｲﾙﾄﾞな味｡

説:有機JAS認定品/無添加天然醸造法/生味噌(非

説:ｲﾀﾘｱのﾊﾞﾙｻﾐｺ酢づくりの本場､ﾓﾃﾞﾅ産ﾌﾞﾄﾞｳ使用｡ｶﾗﾒﾙ･香料不使

250ml

￥1200 用隠 ｡し料味理にに使色用がすつるかとずｺ きｸ とれ旨い味にが仕増上すが｡る ｡ 甘 み が あ り ﾌ ﾙ ｰ ﾃ ｨ ｡ 酢 の 代 わ り だ け で は な く 料 理 の

250ml

原:ｲﾀﾘｱ産有機ﾌﾞﾄﾞｳ 説:ｲﾀﾘｱのﾊﾞﾙｻﾐｺ酢づくりの本場､ﾓﾃﾞﾅ産ﾌﾞﾄﾞｳ使用｡ｶﾗﾒﾙ･香料不使
用｡濃厚でｺｸと甘みがあり酸味が柔らかい｡酢の代わりだけではなく料理の隠し味に使用す
るとｺｸと旨味が増す｡

￥1200

冷 9ヶ月 偶週
蔵
号 翌週
常
温

5年

偶週
号 翌週

常
温

5年

偶週
号 翌週

有機バルサミコ酢 イタリアのバルサミコ酢づくりの本場、モデナ産ブドウ使用。カラメル･香料不使用。
酢の代わりだけではなく料理の隠し味に使用するとコクと旨味が増す。
（白）料理に色がつかずきれいに仕上がる。甘みがありフルーティ。
（赤）濃厚でコクと甘みがあり酸味が柔らかい。
原:ｲﾀﾘｱ産有機ｵﾘｰﾌﾞの実 説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝ｡ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽ製法｡ﾌﾙ
ｰﾃｨでｸｾがなく甘みがある｡ﾊﾟｽﾀ･ﾏﾘﾈ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ･ｽｲｰﾂにも｡

常
温

2年

偶週
号 翌週

原:ｲﾀﾘｱ産有機ｵﾘｰﾌﾞの実

常
温

2年

偶週
号 翌週

37458 ｵｰｻﾜ アルチェネロ オリーブオイル（大）

500ml

￥2200

37459 ｵｰｻﾜ アルチェネロ オリーブオイル（小）

250ml

￥1200 ｰﾃｨでｸｾがなく甘みがある｡ﾊﾟｽﾀ･ﾏﾘﾈ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ･ｽｲｰﾂにも｡

32997 有機 鷹の爪 5g

26350 ヒカリ オーガニック レモン果汁 180ml

￥180 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:島根産有機鷹の爪 説:有機JAS認定品｡とうがらしの香りが高い｡鮮やかな色と辛みが生き
ています｡様々な料理のｽﾊﾟｲｽに｡

7868 紅玉梅酢 200ml

説:製造工場地:ｲﾀﾘｱ｡有機JAS｡ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝ｡ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽ製法｡ﾌﾙ

￥500 常温 賞味：8ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機栽培ﾚﾓﾝ（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ産） 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで
不検出｡ｽﾄﾚｰﾄ果汁100％｡有機JAS認定品｡豊かな香りと酸味｡焼き物､鍋物､紅茶などに｡

45537 オーサワの薩摩かめ酢 700ml

￥490 常温 賞味：1年 偶週号 翌週

￥2100 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:特別栽培米(九州) 説:まろやかな香りと酸味｡うま味が強い｡かめ壺での静置発酵法｡湧き水
使用｡1年以上長期熟成｡玄米使用｡料理全般にお使いいただけます｡

ｵｰｻﾜ
原:梅(奈良･和歌山･三重)/有機紫蘇(奈良･和歌山)/食塩(海の精) 説:着色料不使用､紫蘇の香り高
く鮮やかな紅色｡塩分約17％｡和え物や梅酢漬けなどに｡

原:有機栽培亜麻（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産）

20722 ｵｰｻﾜ オーガニック フラックスオイル（ビン）

190g

説:α-ﾘﾉﾚﾝ酸含有率58-62％｡ﾅｯﾂのような軽い香り｡加

ﾞﾚｯｼﾝｸﾞやｼﾞｭｰｽ､牛乳､みそ汁などに､またそのままﾃｰﾌﾞﾙｽﾌﾟｰﾝ（約14ｇ）
￥1640 熱で を｡ （しαな- いﾘ ﾉｻﾚﾗﾝﾀ酸ﾞ ﾄ⋯ｵﾒｶﾞ3脂肪酸の中の一つ｡体を作るのに大切な必須脂肪酸｡血流改善､ｱﾚﾙ

常
温

1年

偶週
号 翌週

オーガニック フラックスオイル
α-リノレン酸（オメガ3：体を作るのに大切な必須脂肪酸。αリノレン酸などの脂肪酸の総称。血流改善、
アレルギー抑制、生活習慣病の予防などに効果があるといわれている）含有率58-62％。ナッツのような軽い香り。
加熱をしないサラダドレッシングやジュース、牛乳、みそ汁などに、またそのままテーブルスプーン（約14ｇ）で。
26517 オーサワのなたねサラダ油 600g

9053 古式玉締胡麻油「香宝」（ビン） 330g

￥875 常温 賞味：1年半 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:菜種(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産) 説:製造工場地:福岡｡圧搾一番搾り無添加ｻﾗﾀﾞｵｲﾙ｡軽くあっさりとした風味｡
遺伝子組み換え原料不使用｡揚げ油､炒め油､調味料としてお使い下さい｡

￥1480 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:白胡麻(ｴﾁｵﾋﾟｱ･ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ) 説:中炒り｡厳選した白胡麻を玉締め法で圧搾し自然沈殿させて和
紙で漉した一番油｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやﾏﾘﾈに最適｡あっさりとした品のよい香り｡冷暗所で保管､冬期白濁
することもあるが品質に変わりはない｡

56239 古式玉締胡麻油 香宝（缶） 800g

56240 京都山田のごま油 275g

￥3260 常温 賞味：2年 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
原:白胡麻(ｴﾁｵﾋﾟｱ･ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ) 説:中炒り｡厳選した白胡麻を玉締め法で圧搾し自然沈殿させて和
紙で漉した一番油｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやﾏﾘﾈに最適｡あっさりとした品のよい香り｡冷暗所で保管､冬期白濁
することもあるが品質に変わりはない｡

￥943 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:白ｺﾞﾏ(ｴﾁｵﾋﾟｱ) 説:深炒り｡圧搾法一番搾り｡ろ紙漉し法｡胡麻の濃厚な風味｡炒め物や料理の香
り付けに｡

56241 有機えごま油（生）内モンゴル産 140g

29565 有機 麻の実油 230g

￥1540 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機ｴｺﾞﾏ種子(中国内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区) 説:αﾘﾉﾚﾝ酸(ｵﾒｶﾞ3)約60％含有｡玉締め圧搾法一番搾り｡内ﾓ
ﾝｺﾞﾙの大自然の中で育った有機ｴｺﾞﾏ100％｡ﾌﾚｯｼｭな香り｡そのまま飲むほか､加熱しない調理にご
利用下さい｡

￥1800 常温 賞味：1年半 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機麻の実(ｶﾅﾀﾞ) 説:ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽ製法一番搾り｡αﾘﾉﾚﾝ酸(ｵﾒｶﾞ3)約18％含有｡脂肪酸のﾊﾞﾗﾝｽが良
い｡上品なﾅｯﾂの風味と軽い口当たり｡そのまま飲むほか､加熱をしない料理に｡
原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､焼き野菜粉末(切り干し大根･乾

58887 ｵｰｻﾜ オーサワの和風だし（5g 8包）
58888 ｵｰｻﾜ オーサワの和風だし（5g 30包）

40g

￥490 椎茸 茸･ 切･ 昆り 布干 :し国大産根) ､の酵旨母みｴ ｷがｽ 凝( 鹿縮児｡ 島顆 ･粒大ﾀ 分ｲ ﾌ)ﾟ ｡ 砂説糖: 植･物動性物素性材原で料作･ 化っ学た調和味風料だ不し使の用素｡｡汁昆物布､･煮乾物椎､

150g

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､焼き野菜粉末(切り干し大根･乾
椎茸･昆布:国産)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分) 説:植物性素材で作った和風だしの素｡昆布･乾椎
茸･切り干し大根の旨みが凝縮｡顆粒ﾀｲﾌﾟ｡砂糖･動物性原料･化学調味料不使用｡汁物､煮物､

￥1300

常
温

1年

偶週
号 翌週

常
温

1年

偶週
号 翌週

オーサワの和風だし
植物性素材で作った和風だしの素。昆布・乾椎茸・切り干し大根の旨みが凝縮。顆粒タイプ。
砂糖・動物性原料・化学調味料不使用。汁物、煮物、めんつゆなどのだしに。1包で1~3人分。
原:昆布(北海道)､食塩(天日塩･にがり：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､米飴(米:国産､麦芽:ｶﾅﾀﾞ)､酵母ｴｷｽ(鹿児

28431 ｵｰｻﾜ オーサワの昆布濃縮だし 5g 12包

60g

￥750 島料 不･ 大使分用)｡ 汁説物: や北 煮海 物道 ､産鍋日物高､ め昆 ん布 つのゆ旨なみどがにき｡い栄た養和成風分だ( 1し包の5 g素あ｡た砂り糖)･熱動量物3性k c原a l 料/ ﾀ ﾝ･ﾊ化ﾟ 学ｸ 質調0味g /

28432 ｵｰｻﾜ オーサワの昆布濃縮だし 5g 36包 180g

￥1670 島料 不･ 大使分用)｡ 汁説物: や北 煮海 物道 ､産鍋日物高､ め昆 ん布 つのゆ旨なみどがにき｡い栄た養和成風分だ( 1し包の5 g素あ｡た砂り糖)･熱動量物3性k c原a l 料/ ﾀ ﾝ･ﾊ化ﾟ 学ｸ 質調0味g /

原:昆布(北海道)､食塩(天日塩･にがり：ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､米飴(米:国産､麦芽:ｶﾅﾀﾞ)､酵母ｴｷｽ(鹿児

常 1年半 偶週
温
号 翌週
常 1年半 偶週
温
号 翌週

オーサワの昆布濃縮だし
北海道産日高昆布の旨みがきいた和風だしの素。
砂糖・動物性原料・化学調味料不使用。汁物や煮物、鍋物、めんつゆなどに。

-40-

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳ

31262 ｵｰｻﾜ オーサワの野菜ブイヨン 5g 8包

40g

￥360 ﾀﾞｰ(北海道)､醤油(大豆:秋田､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ(ﾏﾚｰｼｱ･ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ･ｲﾝﾄﾞ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ｾﾛﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾄﾞ)､ﾆﾝｼﾞﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､ﾆﾝﾆｸﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ) 説:植物性素

150g

￥1239 ﾀﾞｰ(北海道)､醤油(大豆:秋田､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ(ﾏﾚｰｼｱ･ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ･ｲﾝﾄﾞ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ｾﾛﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾄﾞ)､ﾆﾝｼﾞﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､ﾆﾝﾆｸﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ) 説:植物性素

300g

￥2250 ﾀﾞｰ(北海道)､醤油(大豆:秋田､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ(ﾏﾚｰｼｱ･ﾍﾞﾄﾅ
ﾑ･ｲﾝﾄﾞ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)､ｾﾛﾘﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾄﾞ)､ﾆﾝｼﾞﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､ﾆﾝﾆｸﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾒﾘｶ) 説:植物性素

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳ

50417 ｵｰｻﾜ オーサワの野菜ブイヨン（5g 30包）

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳ

58885 ｵｰｻﾜ オーサワの野菜ブイヨン（5g 60包）

常
温

1年

偶週
号 翌週

常
温

1年

偶週
号 翌週

常
温

1年

偶週
号 翌週

常
温

1年

偶週
号 翌週

オーサワの野菜ブイヨン
植物性素材で作った洋風だしの素。野菜の旨みが凝縮しています。お湯にさっと溶ける顆粒タイプ。
砂糖、動物性原料、化学調味料不使用。1包を300ml程度のお湯に溶かしスープとして飲むほか、
ピラフ・カレー・シチュー・ロールキャベツなどにご使用下さい。1包で3~4人分。
原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､ﾒｰﾌﾟﾙｼｭｶﾞｰ(ｶﾅﾀﾞ)､醤油(大豆:秋

45683 ｵｰｻﾜ オーサワの中華だし（5g 8包）
50418 ｵｰｻﾜ オーサワの中華だし（5g 30包）
58886 ｵｰｻﾜ オーサワの中華だし（5g 60包）

40g

､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､野菜ｴ
￥378 田ｷｽ(ﾆﾝｼﾞﾝ:北海道､ﾀﾏﾈｷﾞ:北海道､白菜:長野･北海道､ｾﾛﾘ:愛知･北海道､ﾏｲﾀｹ:新潟)､ｼｮｳｶﾞﾊﾟｳ

￥1270

常
温

1年

150g

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､ﾒｰﾌﾟﾙｼｭｶﾞｰ(ｶﾅﾀﾞ)､醤油(大豆:秋
田､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､野菜ｴ
ｷｽ(ﾆﾝｼﾞﾝ:北海道､ﾀﾏﾈｷﾞ:北海道､白菜:長野･北海道､ｾﾛﾘ:愛知･北海道､ﾏｲﾀｹ:新潟)､ｼｮｳｶﾞﾊﾟｳ

偶週
号 翌週

原:食塩(天日塩･にがり:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(甘藷:鹿児島)､ﾒｰﾌﾟﾙｼｭｶﾞｰ(ｶﾅﾀﾞ)､醤油(大豆:秋
､小麦:埼玉･北海道･群馬､食塩:ﾒｷｼｺ)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(北海道)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､野菜ｴ
￥2400 田ｷｽ(ﾆﾝｼﾞﾝ:北海道､ﾀﾏﾈｷﾞ:北海道､白菜:長野･北海道､ｾﾛﾘ:愛知･北海道､ﾏｲﾀｹ:新潟)､ｼｮｳｶﾞﾊﾟｳ

常
温

1年

300g

偶週
号 翌週

オーサワの中華だし
植物性素材で作った中華だしの素。生姜と香辛料が程良くきいた奥深い味わい。顆粒タイプ。砂糖・動物性原料・
化学調味料不使用。中華スープ、野菜炒め、チャーハンなど様々な料理にお使いいただけます。1包で2~3人分。
36103 ごまドレッシング 220g

36834 精進だし（7g 10） 70g

￥580 常温 賞味：1年 偶週号 翌週

￥650 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:昆布(北海道)/椎茸(大分･熊本･宮崎･愛媛) 説:純植物性でｸｾのないすっきりとした旨味は素
材の味を生かします｡忙しいときにも短時間でおいしいだしがとれます｡無漂白ﾊﾟｯｸ使用｡

ｲﾝﾔﾝ
原:菜種油(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/粗糖/ねり胡麻(ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ)/味の母調味料/梅酢/米酢/ﾘﾝｺﾞ酢/有機本醸造醤油/有機梅
干し 説:ねり胡麻をﾍﾞｰｽに梅干しとﾘﾝｺﾞ酢を加えてｻｯﾊﾟﾘと仕上げた風味豊かなﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ/ゆでた
野菜･生野菜･冷しゃぶ･ｺﾞﾏ和え･ﾌﾗｲ･鍋物等に｡

原:ﾃﾞｰﾂ(ｲﾗﾝ)

56247 ｵｰｻﾜ デーツシロップ

400g

説:農薬･化学肥料不使用のﾃﾞｰﾂ100％使用｡ﾃﾞｰﾂ(なつめやし)果汁を濃縮した

￥1400 天ぜ る然 ほｼ ﾛかｯ ﾌ､ﾟﾊ｡ﾟさﾝ ｹらｰ ｷっやとﾄ ｰしｽてﾄ なｸ ｾどのにな｡ い ､ ま ろ や か な 味 わ い に 仕 上 げ た ﾗ ｲ ﾄ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ ｡ ｺ ｰ ﾋ ｰ や 紅 茶 に 混

常
温

1年

偶週
号 翌週

デーツシロップ
農薬・化学肥料不使用のデーツ100％使用。デーツ(なつめやし)果汁を濃縮した天然シロップ。さらっとしてクセの
ない、まろやかな味わいに仕上げたライトタイプ。コーヒーや紅茶に混ぜるほか、パンケーキやトーストなどに。
原:青唐辛子(ﾀｲ)/ｶﾞｰﾘｯｸ(ﾀｲ･中国)/ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ(ﾀｲ)/食塩(ﾀｲ)/ｶﾞﾗﾝｶﾞﾙ(ﾀｲ)/ｼｬﾙﾛｯﾄ(ﾀｲ)/ｶﾌｪﾗｲﾑ(ﾀｲ)/

53116 ｵｰｻﾜ 王国のグリーンカレー

￥400 ﾍ動ﾟ物ｯ ﾊ性ﾟ ｰ原( ﾀ料ｲ )･/ ﾀ化ｰ学ﾒ ﾘ調ｯ ｸ味( ﾀ料ｲ )不 使説用: ﾀ ｡ｲ ｺ伝ｺ統ﾅ ｯのﾂ ﾐﾚﾙｼｸﾋ とﾟ で混調ぜ合て｡ 煮青 る唐 辛だ 子け ので強1 0い分辛でさでときｴるｽ ﾆ本ｯ ｸ格なﾀ風ｲ ｶ味ﾚ ｰ｡ の砂 糖 ･

50g

常
温

2年

偶週
号 翌週

王国のグリーンカレー
タイ伝統のレシピで調合。青唐辛子の強い辛さとエスニックな風味。砂糖・動物性原料・化学調味料不使用。
ココナッツミルクと混ぜて煮るだけで10分でできる本格タイカレーの素。50gで4~5人前が目安。
チャーハンや炒め物などに使ってエスニックメニューも楽しめる。
56244 ｵｰｻﾜ 浜納豆

￥480

86g

原:大豆(北海道)/食塩(ﾒｷｼｺ)/生姜(長崎･熊本) 説:15ヶ月間発酵･熟成させた伝統食品｡通常
の納豆と違い､麹菌を使って発酵させているので粘りはない｡味噌に似た味わい､ﾁｰｽﾞのよ
うな食感でおつまみやごはんのお供に｡調味料代わりに煮物などに加えるとｺｸが出る｡

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

浜納豆
15ヶ月間発酵・熟成させた伝統食品。通常の納豆と違い、麹菌を使って発酵させているので粘りはない。
味噌に似た味わい、チーズのような食感でおつまみやごはんのお供に。
調味料代わりに煮物などに加えるとコクが出る。
56295 オーサワの有機黒ごま塩 40g
56296 オーサワの有機白干し梅干 170g

￥250 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機黒胡麻(ﾎﾞﾘﾋﾞｱ)/食塩(海の精) 説:塩分9％(重量比)｡黒すりごまの豊かな風味と程良い塩
味｡ごはんや和え物などに｡

￥560 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機梅(奈良)/食塩(中国内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区) 説:天日干し｡塩分約18~20％｡大粒で肉厚､果肉が柔
らかく酸味まろやか｡

56297 オーサワの有機白干し梅干 700g

2312 有機 紅玉梅干

120g

￥2000 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機梅(奈良)/食塩(中国内ﾓﾝｺﾞﾙ自治区) 説:天日干し｡塩分約18~20％｡大粒で肉厚､果肉が柔
らかく酸味まろやか｡

￥610 常温 賞味：冷暗1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機梅(奈良･三重)/有機紫蘇(奈良･和歌山)/食塩(海の精) 説:塩分約17％｡国内産有機梅･紫蘇
使用｡酸味がﾏｲﾙﾄﾞで程良い旨み｡天日干し｡鮮やかな赤色｡

26799 紅玉小梅 120g

56298 特別栽培 紅玉ねり梅（ﾁｭｰﾌﾞ） 100g

￥640 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:小梅(奈良･和歌山･三重)/紫蘇(奈良･和歌山)/食塩(海の精) 説:塩分約18％｡天日干し｡鮮やかな
赤色｡程良い酸味､紫蘇の香りが際だつ｡

￥630 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:特別栽培梅(奈良･三重)/有機紫蘇(和歌山)/食塩(海の精) 説:国内産特別栽培｢紅玉梅干｣の梅
肉をﾍﾟｰｽﾄにした本格派練り梅｡混ぜごはん､おにぎり､和え物､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞなどに｡

45053 特別栽培 紅玉ねり梅･ビン（しそ入り） 250g

54256 有機栽培 プルーンエキス 260g

￥1060 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:特別栽培梅(奈良･和歌山･三重)/有機紫蘇(和歌山･奈良)/食塩(海の精) 説:国内産特別栽培｢紅
玉梅干｣の梅肉をﾍﾟｰｽﾄにした本格派練り梅｡混ぜごはん､おにぎり､和え物､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞなどに｡

￥2250 常温 賞味：2年半 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:有機ﾌﾟﾙｰﾝｴｷｽ(ｱﾒﾘｶ) 説:ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ産有機ﾌﾟﾙｰﾝ100％｡まろやかな甘みと酸味､芳醇な香り｡ﾊﾟﾝやｸﾗｯ
ｶｰにつけたり､ｱｲｽｸﾘｰﾑやﾖｰｸﾞﾙﾄなどにかけてお召し上がり下さい｡ｶﾚｰやｼﾁｭｰの隠し味にも｡食物
繊維含有量5.3g/100g｡鉄含有量0.9mg/100g｡ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ含有量1300mg/100g｡
原:茂木ﾋﾞﾜ種

36776 ｵｰｻﾜ 枇杷種粉末
32241 ｵｰｻﾜ 蒸し金時ショウガ（粉末）

100g
100g

￥2500

26344 有機にんじんジュース・無塩 160g

200ml

原:蒸し金時生姜(ﾐｬﾝﾏｰ産) 説:農薬･化学肥料不使用金時生姜100％｡竹炭を使った環境配
慮農法で栽培｡蒸すことでｼｮｳｶﾞｵｰﾙの含有量が増加｡刺激的な辛み｡料理や手当て法などに｡

常
温

2年

偶週
号 翌週

常
温

3年

偶週
号 翌週

26365 有機アップルキャロットジュース 190g

￥170 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機濃縮にんじん/ｽﾍﾟｲﾝ産有機ﾚﾓﾝ 説:製造工場地:長野｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界
4Bq/kgで不検出｡有機JAS認定品｡人参をしぼっただけなのにﾌﾙｰﾃｨｰな甘さがあります｡β-ｶﾛﾁﾝが
豊富｡

58891 ﾐﾄｸ ｺｺﾐ オーガニック ココナッツミルク

説:ﾋﾞﾜの種を食べやすく粉末化｡一日3ｸﾞﾗﾑを目安に｡ｼﾞｭｰｽ､豆乳などに溶
産:長崎県

￥2500 か し て も 美 味 し い ｡

￥170 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ﾋｶﾘ
原:りんご（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産他）/ﾚﾓﾝ（ｽﾍﾟｲﾝ産他）/にんじん（国内産） 説:製造工場地:徳島または
長野｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡有機ﾘﾝｺﾞ､ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾚﾓﾝを使用した､爽や
かな果汁飲料です｡自然な甘さでﾆﾝｼﾞﾝ嫌いの方でも美味しくお召し上がりいただけます｡

￥280

原:有機ｺｺﾅｯﾂ(ｽﾘﾗﾝｶ) 説:ほのかに甘く､ｸﾘｰﾐｰで口当たり滑らかなｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ｡ﾀｲｶﾚｰなどのｱ
ｼﾞｱ料理はもちろん､ﾃﾞｻﾞｰﾄ･ﾄﾞﾘﾝｸやｶﾚｰ･煮込み料理･ｽｰﾌﾟ･ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞなど幅広いお料理にご
利用ください｡酸化防止剤･乳化剤不使用｡栄養成分(100gあたり)熱量160kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質1g/脂

常
温

2年

偶週
号 翌週

オーガニック ココナッツミルク
ほのかに甘く、クリーミーで口当たり滑らかなココナッツミルク。タイカレーなどのアジア料理はもちろん、
デザート・ドリンクやカレー・煮込み料理・スープ・ドレッシングなど幅広いお料理にご利用ください。

-41-
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原:有機どくだみ(徳島)

54707 ｵｰｻﾜ オーサワの有機どくだみ茶（2g 20包）

説:どくだみは生命力が強く化粧水の原料などにも用いられるほ

40g

￥600 かが 少､ 健な康く茶､ ほとのしかてにも甘古みくがかあらる飲飲まみれやてすきいまおし茶たで｡す希｡少無な漂国白産ﾃ ｨ有ｰ ﾊ機ﾞ ｯ栽ｸ ﾞ培使の用ど｡ くﾉ ﾝだｶ ﾌみｪ ｲ茶ﾝ ｡は5 0､0苦mみl

60g

￥620 とく ほし のてかもな人甘気みでです､｡ど農ん薬な･ 化料 学理 に肥 も料 合不い使ま用すの｡徳ﾉ ﾝ島ｶ ﾌ産ｪ 自ｲ ﾝ生･ 無び漂わ白のﾃ葉ｨ ｰをﾊ ﾞ使ｯ ｸ用ﾞ 使し用た｡お5 0茶0 はm l､~香1りL の高

原:ﾋﾞﾜの葉(徳島:農薬･化学肥料不使用)

58367 ｵｰｻﾜ オーサワのびわの葉茶（3g 20包）

説:びわの葉は湿布に使われるだけでなく健康茶

常
温

2年

偶週
号 翌週

常
温

2年

偶週
号 翌週

オーサワの有機どくだみ茶（2g 20包）

オーサワのびわの葉茶（3g 20包）

どくだみは生命力が強く化粧水の原料などにも
用いられるほか、健康茶としても古くから
飲まれてきました。希少な国産有機栽培の
どくだみ茶は、苦みが少なく、ほのかに
甘みがある飲みやすいお茶です。

びわの葉は湿布に使われるだけでなく健康茶と
しても人気です。農薬・化学肥料不使用の
徳島産自生びわの葉を使用したお茶は、
香り高くほのかな甘みで、どんな料理にも合います。
原:有機玄米麹(秋田･滋賀･富山)/有機玄米(秋田･滋賀･富山)

1905 ｵｰｻﾜ オーサワの有機玄米甘酒（粒）

￥340 発て 飲酵 む｡ 玄ほ米かの､ 甘食味感料をと残ししてたも粒おﾀ ｲ楽ﾌ しﾟ でみ味下わさいい深｡ 栄い養豊成か分な(甘1 0み0 gがああたりりま) 熱す量｡ 21~8 73k倍c aにl / 薄ﾀ ﾝめﾊ ﾟてｸ 質温 め

200g

￥340 発倍 に酵 薄｡ 味めわてい飲深むくほ､か豊､か甘な味甘料みと｡し濾てしもて｡ あ栄 る養 の成 分で (滑1 0ら0かg あなた口り当) 熱た 量り 1で7 す5 k｡c濃a l /縮ﾀ ﾝﾀﾊｲﾟﾌｸﾟ質な3の. 0でg /2脂~質3

原:有機玄米麹(秋田･滋賀･富山)/有機玄米(秋田･滋賀･富山)

53471 ｵｰｻﾜ オーサワの有機玄米甘酒（なめらか）

説:有機玄米を玄米こうじで

250g

説:有機玄米を玄米こうじで

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週
常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

オーサワの有機玄米甘酒（粒）
有機玄米を玄米こうじで発酵。玄米の食感を残した粒タイプで味わい深い豊かな甘みがあります。
2~3倍に薄めて温めて飲むほか、甘味料としてもお楽しみ下さい。

オーサワの有機玄米甘酒（なめらか）
有機玄米を玄米こうじで発酵。味わい深く、豊かな甘み。濾してあるので滑らかな口当たりです。
濃縮タイプなので2~3倍に薄めて飲むほか、甘味料としても。
42033 そばの実フレーク 80g
53118 季節限定 免疫飴（ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｴｷｽ配合のど飴） 70g

￥400 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:そば(北海道) 説:北海道産そば100％｡香ばしくｻｸｻｸとした食感｡甘味料･食塩･油脂不使用｡玄
そばを蒸し､圧扁､乾燥させたあとに焼きあげました｡そのまま食べるほか､菓子の材料などに｡

￥460 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:もち米飴(広島)､ﾋﾒﾏﾂﾀｹﾊﾟｳﾀﾞｰ(沖縄)､ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｴｷｽ(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) 説:約17粒｡季節限定(10月~6月)･数量限
定品｡国産のもち米飴にﾋﾒﾏﾂﾀｹとﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽを丁寧に練り込んだﾋﾟﾘｯと辛い､砂糖不使用のｷｬﾝﾃﾞｨで
す｡ﾋﾒﾏﾂﾀｹ⋯ｱｶﾞﾘｸｽ茸のｷﾉｺの中で健康食品として知られています(β-ｸﾞﾙｶﾝ､α-ｸﾞﾙｶﾝ､β-ｶﾞﾗｸﾄｸﾞﾙｶ
ﾝ､核酸など)｡ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽ⋯ﾐﾂﾊﾞﾁが巣の中を清潔に保ったり､ｳｲﾙｽなどの侵入を防ぐために巣の外壁

25717 オーサワの塩飴 80g

30262 サラダにおいしいナッツ 70g

￥210 常温 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:もち米(佐賀)/ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(ｻﾂﾏｲﾓ(鹿児島))/食塩(石垣の塩)/麦芽(ｶﾅﾀﾞ) 説:国産もち米を麦芽で糖
化させて作った昔ながらの手作り飴｡ﾐﾈﾗﾙ分9.5％の自然海塩｢石垣｣を使用｡伝統の直火釜炊き製
法｡ほのかな塩味が甘味を引き立てます｡甘味と塩味の絶妙なﾊﾞﾗﾝｽ｡

￥450 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:中国産無農薬栽培かぼちゃの種/無農薬栽培ひまわりの種/ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾗｲｽ/ｱﾒﾘｶ産割れｸﾙﾐ 説:米国･
中国産(BCS･CCOF･FVO)認定原料｡かぼちゃの種は良質のﾀﾝﾊﾟｸ質､ﾘﾉｰﾙ酸､ﾋﾞﾀﾐﾝE､鉄分を多く含
み､動脈硬化､高血圧に効果有り｡

8970 オーサワのローストカシューナッツ 70g

1865 オーサワの有機カリフォルニアレーズン 500g

￥700 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週

￥920 常温
ｵｰｻﾜ
原:有機栽培ﾄﾝﾌﾟｿﾝ種ぶどう（ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ産） 説:天日乾燥/ﾉﾝｵｲﾙ

ｵｰｻﾜ
原:有機栽培ｶｼｭｰﾅｯﾂ（ｽﾘﾗﾝｶ産） 説:ｵｰｶﾞﾆｯｸ認定されたｶｼｭｰﾅｯﾂをﾛｰｽﾄ

8969 オーサワのドライブルーベリー 50g

賞味：1年 偶週号 翌週

1869 オーサワの有機カリフォルニアレーズン 150g

￥800 常温 賞味：6ヶ月 偶週号 翌週

￥380 常温
ｵｰｻﾜ
原:有機栽培ﾄﾝﾌﾟｿﾝ種ぶどう（ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ産） 説:天日乾燥/ﾉﾝｵｲﾙ

ｵｰｻﾜ
原:無農薬栽培ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ/ﾘﾝｺﾞ果汁/ｷｬﾉｰﾗ油(ｱﾒﾘｶ産) 説:ｵｰｶﾞﾆｯｸ認定原料100％｡ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰをﾘﾝｺﾞ果汁に
漬け込んでいるので柔らかく甘味があっておいしい｡砂糖､添加物一切不使用｡そのまま､また
はお菓子の材料に｡

賞味：1年 偶週号 翌週

原:ｱﾒﾘｶ産ﾋﾏﾜﾘの種 説:FVO認定原料使用｡ﾉﾝｵｲﾙ･無塩･無添加｡ｸｾがなく食べやすい｡その
まま食べるほか､色々な料理やﾊﾟﾝのﾄｯﾋﾟﾝｸﾞなどに｡

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

原:中国産ｶﾎﾞﾁｬの種

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

38222 ｵｰｻﾜ ひまわりの種（生）殻むき

70g

￥240

38223 ｵｰｻﾜ カボチャの種（生）殻むき

70g

￥280 味 し い ｡ そ の ま ま 食 べ る ほ か ､ お 好 み で 炒 っ た り 色 々 な 料 理 や ﾊ ﾟ ﾝ の ﾄ ｯ ﾋ ﾟ ﾝ ｸ ﾞ な ど に ｡

50g

￥500 定 原 料 使 用 ｡ ﾉ ﾝ ｵ ｲ ﾙ ｡ 食 塩 ､ 添 加 物 不 使 用 ｡

70g

￥560 不 使 用

原:ｱﾒﾘｶ産ｱｰﾓﾝﾄﾞ

45755 ｵｰｻﾜ アーモンドプードル（皮付き・生）

説:QAI認定原料使用｡ﾉﾝｵｲﾙ･無塩･無添加｡ほのかな甘みと苦みが美

説:ｱｰﾓﾝﾄﾞを皮ごと粉末に｡ほのかな甘みと渋み｡菓子の材料に｡CCOF認

原:有機ｱｰﾓﾝﾄﾞ（ｱﾒﾘｶ）有機くるみ（ｱﾒﾘｶ）有機ｶｼｭｰﾅｯﾂ（ｲﾝﾄﾞ）

57963 ｵｰｻﾜ 有機ミックスナッツ
38220 ｵｰｻﾜ オーサワの有機プルーン（種ぬき）
47799 ｵｰｻﾜ オーサワの有機クコの実
56894 ｵｰｻﾜ オーサワのローストアーモンド

140g

￥600

40g

￥475

40g

￥400

25719 ローズウォーター 200ml 1本

説:ﾉﾝｵｲﾙ､食塩､添加物

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週
常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

原:ｱﾒﾘｶ産有機ﾌﾟﾙｰﾝ 説:有機JAS認定品｡種抜きﾀｲﾌﾟで食べやすい｡程良い甘みと爽やかな
酸味｡ﾉﾝｵｲﾙ｡食物繊維を豊富に含み､ﾋﾞﾀﾐﾝAやEの補給にもおすすめ｡

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

原:中国産有機ｸｺの実

常
温

原:ｱﾒﾘｶ産ｱｰﾓﾝﾄﾞ

常 6ヶ月 偶週
温
号 翌週

説:ﾉﾝｵｲﾙ｡食塩･添加物不使用｡そのまま食べるほか､様々な料理に｡

̶

偶週
号 翌週

28186 ローズウォーター 500ml 1本

￥2000 対外 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ﾊﾞﾗの花(ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ産ﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞ種)/地下水 説:朝摘みのﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞの花をｽﾄﾄﾞﾅｺﾞﾗ山脈の地下水で蒸
留して作った天然100％の｢ﾊﾞﾗの水｣です｡ﾊﾞﾗの特性である抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性､消炎､殺菌､抗菌性が生か
された化粧水です｡

￥4000 対外 賞味：1年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ﾊﾞﾗの花(ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ産ﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞ種)/地下水 説:朝摘みのﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞの花をｽﾄﾄﾞﾅｺﾞﾗ山脈の地下水で蒸
留して作った天然100％の｢ﾊﾞﾗの水｣｡ﾊﾞﾗの特性である抗ｱﾚﾙｷﾞｰ性､消炎､殺菌､抗菌性が生かされ
た化粧水｡

26362 マックヘナ ナチュラルブラウン 100g 1個

26363 マックヘナ ﾅﾁｭﾗﾙライトブラウン100g 1個

￥1500 対外 賞味：2年 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
原:ﾍﾅ（ｲﾝﾄﾞ産）/ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 説:落ち着いてｼｯｸなﾌﾞﾗｳﾝ｡ﾍﾅは傷んだ髪のたんぱく質を補修しますの
で､健康な髪に戻す効果があります｡また､毛根につまった老廃物を取り除き､頭皮を健全化し
ますので､脱毛予防､育毛効果が期待できます｡手袋､取り扱いﾏﾆｭｱﾙ付｡

￥1500 対外 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ﾍﾅ（ｲﾝﾄﾞ産）/ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 説:さわやかな明るいﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ｡ﾍﾅは傷んだ髪のたんぱく質を補修しま
すので､健康な髪に戻す効果があります｡また､毛根につまった老廃物を取り除き､頭皮を健全
化しますので､脱毛予防､育毛効果が期待できます｡手袋､取り扱いﾏﾆｭｱﾙ付｡

26364 マックヘナ ﾅﾁｭﾗﾙダークブラウン60g 2 1個

30476 マックヘナ インディゴブルー50g 2 1個

￥1500 対外 賞味：2年 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ﾍﾅ（ｲﾝﾄﾞ産）/ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 説:重ね染めﾀｲﾌﾟ｡本格派ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ｡ﾍﾅは傷んだ髪のたんぱく質を補修し
ますので､健康な髪に戻す効果があります｡また､毛根につまった老廃物を取り除き､頭皮を健
全化しますので､脱毛予防､育毛効果が期待できます｡手袋､取り扱いﾏﾆｭｱﾙ付｡

￥1500 対外 賞味：̶ 偶週号 翌週
ｵｰｻﾜ
原:ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ 説:ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝと混ぜてお使い下さい｡深い色に仕上がります｡単体ではご使用になれ
ません｡
説:少ない白髪を自然にｶﾊﾞｰしながら､ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果｡仕上がり時間は約40分｡

30475 ｵｰｻﾜ マックヘナ ナチュラルブロンズ100g

1個

￥1500
原:精製水/純水/ﾕｰｶﾘｵｲﾙ

34171 ｵｰｻﾜ ユーカリプタススプレー

￥980 臭 ､ 除 菌 を 兼 ね 備 え た ｸ ﾘ ｰ ﾅ ｰ ｡ 天 然 成 分 だ け で す の で ､ 二 度 拭 き ､ 水 拭 き の 必 要 が あ り ま せ ん ｡

600ml

￥1400 臭 ､ 除 菌 を 兼 ね 備 え た ｸ ﾘ ｰ ﾅ ｰ ｡ 天 然 成 分 だ け で す の で ､ 二 度 拭 き ､ 水 拭 き の 必 要 が あ り ま せ ん ｡

原:精製水/純水/ﾕｰｶﾘｵｲﾙ

34172 ｵｰｻﾜ ユーカリプタススプレー詰替

説:天然ﾕｰｶﾘｵｲﾙと純水(OrBS開発安定純水)のみでつくられた消

330ml

説:天然ﾕｰｶﾘｵｲﾙと純水(OrBS開発安定純水)のみでつくられた消

対
外

̶

偶週
号 翌週

対
外

̶

偶週
号 翌週

対
外

̶

偶週
号 翌週

ユーカリプタススプレー 天然ユーカリオイルと純水（OrBS開発安定純水）のみでつくられた消臭、除菌を兼ね備えた
クリーナー。天然成分だけですので、二度拭き、水拭きの必要がありません。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

56792 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝOC100%ﾏｽｸ用使い捨てｲﾝﾅｰｼｰﾄ

￥1300

100枚入

原:ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ 説:ｻｲｽﾞ約:18 20cm(4つ折り9 10cm､厚み2mm)｡ﾏｽｸと口の間に挟むｵ
ｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ100％の｢ﾏｽｸ用取り替えｼｰﾄ｣です｡肌触りがふんわりしており､敏感肌の方にもｵ
ｽｽﾒです｡Organic Content Standard(OCS)認証を受けたｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝを使用しております｡広

対
外

̶

偶週
号 翌週

ナチュラムーン オーガニックコットン100％ マスク用使い捨てインナーシート
サイズ：約18 20cm（4つ折り9 10cm、厚み2mm）。
マスクと口の間に挟むオーガニックコットン100％の「マスク用取り替えシート」です。
肌触りがふんわりしており、敏感肌の方にもオススメです。Organic Content Standard(OCS)認証を受けた
オーガニックコットンを使用しております。広げると約18cm 20cm、4つ折りで約9cm 10cmの大きさです。
1枚の薄いマスクシートではなく4つ折りタイプのため、ふっくらとした肌触りが特徴です。
また折り畳んで好きなサイズにすることができます。
原:天然植物油

37656 ﾅﾁｭﾗﾙ 衣服ガード 引出し・衣装箱用

￥900 すし ｡約ﾋ6ﾟ ヶﾚ ｽ月ﾛ ｲ(ﾄ匂ﾞ 不い使が用し｡な使く用な量る目ま安で：有衣効装｡箱密･閉引性出がし高約い5 0程L に効2果個が｡ 有得 効ら期れ間ま：すﾌ｡ﾀ※付温衣度装や箱使･ 引用出状

4個入

￥860 すﾝ ｽ｡約ﾋ ﾟ6ﾚヶｽ ﾛ月ｲ(ﾄ匂ﾞ 不い使が用し｡な吊くりな下るげ まﾀ ｲでﾌ ﾟ有｡ 使効用｡ 密量閉目性安が： 高洋 い服 ﾀ程ﾞ効ﾝ ｽ果約が5 0得0 Lらにれ2 個ま ｡す有｡効※期温間度：や洋使服用ﾀ状ﾞ

原:天然植物油

37657 ﾅﾁｭﾗﾙ 衣服ガード 洋服ダンス用

説:天然植物成分(ﾀｰﾋﾟﾈｵｰﾙ)を使用した安全性の高い自然派衣類防虫剤で

18個入

説:天然植物成分(ﾀｰﾋﾟﾈｵｰﾙ)を使用した安全性の高い自然派衣類防虫剤で

対 6ヶ月 偶週
外
号 翌週
対 6ヶ月 偶週
外
号 翌週

衣服ガード 引出し用・洋服ダンス用（吊り下げタイプ）
天然植物成分(ターピネオール)を使用した安全性の高い自然派衣類防虫剤です。ピレスロイド不使用。卵の孵化を防止し幼虫の食害を防止し
ます。防虫効果に加えて防カビ効果もある全く新しいタイプの防虫剤です。適用害虫(イガ・コイガ・ヒメカツオブシ・ヒメマルカツオブシ)
使用量目安 引出し用：衣装箱･引出し約50Lに2個。 洋服ダンス用：洋服ダンス約500Lに2個。
有効期間：約6ヶ月(匂いがしなくなるまで有効。密閉性が高い程効果が得られます。※温度や使用状態、条件などで変わります)

22088 コスロン油濾過器 1台

1793 コスロン濾紙 8個入 1個

￥3500 対外 賞味：̶ 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
説:容量1.2ﾘｯﾄﾙ｡油が無駄なく使えるｽﾃﾝﾚｽ製濾過器｡特殊紙を200枚重ねた立体濾過方式｡ﾌﾀつ
き｡

￥380 対外 賞味：̶ 偶週号 翌週

ｵｰｻﾜ
説:８個入り/ｺｽﾛﾝ専用ろ過紙

たまご（平飼・有精卵）（翌週）

商品番号

1769 参鍋 平飼い有精卵

参鍋修一
平飼い有精卵

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

説:放射能検査結果(2012.5.11):検出限界2.4~2.9Bq/kgで不検出｡照葉樹の樹皮の燻製や
納豆菌を与え､鶏の健康増進をはかるとともに卵質の向上をはかっています｡ｸﾁｸﾗ層を破壊
し卵の日持ちを悪くする洗卵を行わず､生きた卵としてお届けします｡ｹﾞｰｼﾞ飼いではなく､

冷 お早 毎号

原:うずら卵(愛知)/食塩（天塩）/水（活水器を通した水） 説:製造工場地：山梨県｡うず
らは､ｵｽを入れて有精卵を産む環境の中､厳選されたえさを食べて飼育されています｡串揚
げ､中華料理に､お弁当に､茶碗蒸しに｡※放射能検査済み､検出限界10Bq/kg未満(2012.2.20

冷 120日 毎号
翌週
蔵

蔵 めに
￥587
10個
産地：愛媛県四国中央市 照葉樹の樹皮の燻製や納豆菌を与え、鶏の健康増進をはかるとともに卵質の向上をはかっています。
クチクラ層を破壊し、卵の日持ちを悪くする洗卵を行わず、生きた卵としてお届けします。ゲージ飼いではなく、鶏を大地に
おろし広い鶏舎で自由に遊ばせています。また、メス12羽にオス1羽を配し有精卵としています。
抗生物質・治療薬・飼料添加物(卵黄着色剤・防腐剤・人工ビタミン類)は一切使用せず全て天然型飼料で飼育。PHFコーン・
香川産人参・愛媛産ミカン・防腐剤未使用の魚粉・生米糠・アルファルファミール・海藻・ヨモギ粉末・納豆菌など時期に
よって約20品目を混ぜ合わせたものを給与しています。

26624 食通 うずらのたまご水煮･有精卵(6個 2)

￥385

1組

翌週

うずらのたまご水煮・有精卵（６個 ２）
うずらは、オスを入れて有精卵を産む環境の中、厳選されたえさを食べて飼育されています。串揚げ、中華料理、お弁当に、
茶碗蒸しに。飼料には遺伝子組み換えのないトウモロコシを使用。抗菌力をつけるのに良好とされるブナ・ナラの樹液の他、
海藻・魚粉など独自の給餌で育てています。病気対策としてはワクチンのみで対応、抗生剤は不使用。

乳製品（牛乳）（翌週）

商品番号

2

木次

3

ノンホモ牛乳 1000ml 1本

木次

4

木次

6

木次

38676

木次

パスチャライズ牛乳 1000ml 1 パスチャライズ牛乳 500ml 1 ブラウンスイス牛乳 500ml 1 ノンホモ牛乳 500ml 1本
￥372 本
￥207 本
￥220
￥205

￥390 本
毎号
冷蔵

翌週

賞味：6日

説:ﾉﾝﾎﾓｼﾞﾅｲｽﾞﾄﾞ･ﾊﾟｽﾁｬﾗｲ
ｽﾞﾄﾞ牛乳｡成分無調整｡自然豊
かな奥出雲で飼育された健康
な牛から搾りました｡牛乳は
自然のままが一番｡だから牛
乳本来の姿を残すためにﾊﾟｽ
ﾁｬﾘｾﾞｲｼｮﾝ(低温殺菌HTST
法：72℃15秒間殺菌)とﾉﾝﾎﾓ
ｼﾞﾅｲｽﾞﾄﾞ(脂肪を均一化しな
い)にこだわりました｡脂肪を

毎号
冷蔵

翌週

毎号

賞味：6日

冷蔵

説:ﾊﾟｽﾁｬﾗｲｽﾞﾄﾞ牛乳｡成分
無調整｡自然豊かな奥出雲で
飼育された健康な牛から搾っ
た新鮮な牛乳｡その自然な風
味･性質そして栄養を生かす
ためにﾊﾟｽﾁｬﾘｾﾞｲｼｮﾝ(低温殺
菌LTLT法：65℃30分間殺菌)
しました｡超高温殺菌牛乳と
は違いﾀﾝﾊﾟｸ質､ﾋﾞﾀﾐﾝ類､ｶﾙｼｳ
ﾑなどを豊富に含んでいます｡

23710 木次 パスチャライズ牛乳 200ml

1本

翌週

賞味：6日

毎号
冷蔵

翌週

賞味：7日

毎号
冷蔵

翌週

賞味：6日

説:製造工場地:島根｡ﾊﾟｽﾁｬ
説:製造工場地:島根｡ﾉﾝﾎﾓ
説:ﾉﾝﾎﾓｼﾞﾅｲｽﾞﾄﾞ･ﾊﾟｽﾁｬﾗｲ
ﾗｲｽﾞﾄﾞ牛乳｡成分無調整｡自然
ｼﾞﾅｲｽﾞﾄﾞ･ﾊﾟｽﾁｬﾗｲｽﾞﾄﾞ牛乳｡
ｽﾞﾄﾞ牛乳｡成分無調整｡自然豊
豊かな奥出雲で飼育された健
成分無調整｡自然を壊さない
かな奥出雲で飼育された健康
康な牛から搾った新鮮な牛
酪農を目指して山岳牛と言わ
な牛から搾りました｡牛乳は
乳｡その自然な風味･性質そし
れるﾌﾞﾗｳﾝｽｲｽ牛を山地で昼間
自然のままが一番｡だから牛
て栄養を生かすためにﾊﾟｽﾁｬﾘ
放牧しています｡余分なｽﾄﾚｽ
乳本来の姿を残すためにﾊﾟｽ
ｾﾞｲｼｮﾝ(低温殺菌LTLT法：65
もなく､ﾘﾗｯｸｽして生活したﾌﾞ
ﾁｬﾘｾﾞｲｼｮﾝ(低温殺菌HTST
℃30分間殺菌)しました｡超高
ﾗｳﾝｽｲｽ牛のﾐﾙｸにはｺｸとうま
法：72℃15秒間殺菌)とﾉﾝﾎﾓ
温殺菌牛乳とは違いﾀﾝﾊﾟｸ質､
味があります｡牛乳本来の姿
ｼﾞﾅｲｽﾞﾄﾞ(脂肪を均一化しな
ﾋﾞﾀﾐﾝ類､ｶﾙｼｳﾑなど
を
豊
富
に
を
残
す
た
め
に
ﾊ
ﾟ
ｽ
ﾁ
ｬ
ﾘ
ｾ
ﾞ
ｲ
ｼ
ｮ
ﾝ
い)にこだわりました｡脂肪を
説:ﾊﾟｽﾁｬﾗｲｽﾞﾄﾞ牛乳｡成分無調整｡自然豊かな奥出雲で飼育された健康な牛から搾った新
冷 4日 毎号
鮮な牛乳｡その自然な風味･性質そして栄養を生かすためにﾊﾟｽﾁｬﾘｾﾞｲｼｮﾝ(低温殺菌LTLT
翌週
蔵
法：65℃30分間殺菌)しました｡超高温殺菌牛乳とは違いﾀﾝﾊﾟｸ質､ﾋﾞﾀﾐﾝ類､ｶﾙｼｳﾑなどを豊

￥105

乳製品（ヨーグルト）（翌週）
37423 プレーンヨーグルト 400g

9048 奥出雲きすきヨーグルト 90g 2 1組

￥304 冷蔵 賞味：14日 毎号 翌週

￥250 冷蔵 賞味：14日 毎号 翌週
木次
原:生乳(島根)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)/乳製品(ｽｷﾑﾐﾙｸ) 説:奥出雲で飼育された健康な牛の生乳を
たっぷり使用したｸﾘｰﾐｰなﾖｰｸﾞﾙﾄです｡酸っぱすぎない穏やかな酸味とﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖による甘さの
絶妙なﾊﾞﾗﾝｽでおいしく仕上げました｡※牛乳と乳酸菌だけではゆるいのでｽｷﾑﾐﾙｸを微量入れて
います｡

木次
原:木次ﾊﾟｽﾁｬﾗｲｽﾞ牛乳/乳酸菌/乳製品(よつ葉ｽｷﾑﾐﾙｸ) 説:製造工場地:島根｡放射能検査結果
(2012.5.15):検出限界0.9~1.2Bq/kgで不検出｡ｽﾌﾟｰﾝですくいやすいﾌﾟﾗｹｰｽﾀｲﾌﾟ(ﾌﾀ:ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ､ｹｰｽ:紙)｡本場ﾖ
ｰﾛｯﾊﾟの味そのままの正統派ﾖｰｸﾞﾙﾄです｡乳酸菌による爽やかな酸味とﾖｰｸﾞﾙﾄの乳成分が絶妙なﾊ
ｰﾓﾆｰを奏でます｡一口食べて頂ければその美味しさに満足頂けるでしょう｡※飲むﾖｰｸﾞﾙﾄではあ

乳製品（チーズ）（翌週）

1167 プロボローネチーズ 380g

47078 プロボローネ ピッコロ 100g

￥1900 冷蔵 賞味：150日 毎号 翌週
￥540 冷蔵 賞味：90日 毎号 翌週
木次
木次
原:生乳/食塩 説:製造工場地:島根｡ﾐﾙｷｰでｸｾがなく､そのままｽﾗｲｽして食べることができ､熱を加
原:生乳/食塩 説:ﾐﾙｷｰでｸｾがなく､そのままｽﾗｲｽして食べることができ､熱を加えると糸のよう
えると糸のように伸びさらに風味が増します｡ﾋﾟｻﾞやｸﾞﾗﾀﾝなど幅広くご利用下さい｡包装用ﾜｯｸｽ
に伸びさらに風味が増します｡ﾋﾟｻﾞやｸﾞﾗﾀﾝなど幅広くご利用下さい｡じっくりと燻製してあり
をはがしてお召し上がり下さい｡じっくりと燻製してあり非常に馴染みやすい風味で独特のﾓﾁ
非常に馴染みやすい風味で独特のﾓﾁﾓﾁとした感触があります｡ﾜｲﾝや日本酒にもよく合います｡
ﾓﾁとした感触があります｡ﾜｲﾝや日本酒にもよく合います｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ379kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質
ﾎﾞｰﾙを意味するｲﾀﾘｱ･ﾅﾎﾟﾘ地方の方言｢ﾌﾟﾛｳﾞｧ｣に由来するﾁｰｽﾞ｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ379kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ
ミルキーでクセがなく、そのままスライスして食べることができ、熱を加えると糸のように伸びさらに風味が増します。

プロボローネチーズ

ピザやグラタンなど幅広くご利用下さい。じっくりと燻製してあり非常に馴染みやすい風味で独特のモチモチとした感触があります。
ワインや日本酒にもよく合います。ボールを意味するイタリア・ナポリ地方の方言「プロヴァ」に由来するチーズ。

1168 カマンベール・イズモ 120g

1170 イズモ・ラ・ルージュ 180g

￥960 冷蔵 賞味：50日 毎号 翌週
木次
原:生乳/食塩 説:製造工場地:島根｡ﾌﾗﾝｽ･ﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨ地方で生まれ､美しい柔らかな白ｶﾋﾞに覆われたｶ
ﾏﾝﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞは熟成が経過するとともに新鮮で塩味のあるあっさりとした風味からｸﾘｰﾐｰな風味へ
と変わり､完熟すると深く刺激的な味わいになっていきます｡お好みの時期を探すこともｶﾏﾝ
ﾍﾞｰﾙﾁｰｽﾞの楽しみ方の一つです｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ352kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質21.3g/脂質29.3g/炭水化物0.8g/

￥1010 冷蔵 賞味：4ヶ月 毎号 翌週
木次
原:生乳/食塩 説:製造工場地:島根｡日本人の味覚に馴染み､誰からも愛されるﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞを目指し
てきました｡まろやかでｸｾのないﾐﾆｺﾞｰﾀﾞﾁｰｽﾞです｡熟成により風味が変化しますのでお好みの時
期をお楽しみ下さい｡包装用ﾜｯｸｽをはがしてお召し上がり下さい｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ407kcal/
ﾀﾝﾊﾟｸ質24.7g/脂質33.5g/炭水化物1.6g/ﾅﾄﾘｳﾑ382mg/ｶﾙｼｳﾑ663mg 飼料:遺伝子組換飼料不使用｡北米･南

￥470 冷蔵 賞味：40日 毎号 翌週
木次
原:生乳/食塩 説:製造工場地:島根｡穏やかなｽﾓｰｸの薫りと弾力がある歯ごたえのさいて食べるﾅ
ﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞです｡ﾏｲﾙﾄﾞでｸｾがなく親しみやすい風味で気軽に楽しめます｡おやつ･おつまみ･ｻﾗﾀﾞな
ど幅広くお召し上がり下さい｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ287kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質19g/脂質22.9g/炭水化物1.2g/ﾅﾄ
ﾘｳﾑ402mg/ｶﾙｼｳﾑ514mg 飼料:遺伝子組換飼料不使用｡北米･南米･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産(ﾄｳﾓﾛｺｼ/麦/大豆)/北米･南

￥1060 冷蔵 賞味：6ヶ月 毎号 翌週
木次
原:生乳/食塩/黒ｺｼｮｳ 説:製造工場地:島根｡あたりまろやかでｸｾのないｿﾌﾄなﾐﾆｺﾞｰﾀﾞﾁｰｽﾞに風味豊
かでｽﾊﾟｲｼｰな荒びき黒ｺｼｮｳを加えたひと味違うﾁｰｽﾞです｡豊かなｺｸは熟成によって凝縮された旨
味となり､お好みの時期を楽しめます｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ287kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質19g/脂質22.9g/炭水化
物1.2g/ﾅﾄﾘｳﾑ402mg/ｶﾙｼｳﾑ514mg 飼料:遺伝子組換飼料不使用｡北米･南米･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産(ﾄｳﾓﾛｺｼ/麦/大豆)/

7746 ナチュラルスナッカー（スモーク味） 70g

29552 黒胡椒ゴーダチーズ 180g

-43-

※表示価格は全て税抜き価格です。

原:生乳(ﾎﾙｽﾀｲﾝ種)/乳酸

43722 木次 モッツァレラチーズ

説:製造工場地:島根｡前週の土曜日に製造したものになります｡

冷 お早 毎号
翌週
蔵 めに

￥480 飼 料 : 北 米 ･ 南 米 ･ ｵ ｰ ｽ ﾄ ﾗ ﾘ ｱ 産 ( ﾄ ｳ ﾓ ﾛ ｺ ｼ / 麦 / 大 豆 ) / 北 米 ･ 南 米 ･ ｵ ｰ ｽ ﾄ ﾗ ﾘ ｱ ･ 島 根 産 ( 牧 草 / 稲 わ ら )

100g

バター・マーガリン（翌週）
41294 奥出雲木次バター 150g

999 べに花ハイプラスマーガリン 小 180g

￥750 冷蔵 賞味：90日 毎号 翌週

木次
原:生乳 説:奥出雲で育った健康な牛の乳を使用した無塩ﾊﾞﾀｰ｡豊かな風味のやさしい味です｡
木次乳業では脂肪分の多い飼料を与えて､本来草食である牛の胃に負担をかけるようなことは
していません｡昔から与えている穀類､牧草を中心にして､しっかり運動｡無理のない量を搾乳
します｡その牛乳からできたﾊﾞﾀｰは｢白くてやさしい味わい｣です｡放射能検査結果(原料のﾊﾟｽﾁｬﾗ

￥320 冷蔵 賞味：270日 毎号 翌週
創健
原:べに花油/なたね油/ﾊﾟｰﾑ核油（ﾊﾟｰﾑの種を採った胚芽の油）/えごま油/発酵乳/食塩/大豆ﾚｼﾁﾝ/香
料/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/にんじん油/ｶﾛﾁﾝ色素 説:ﾄﾗﾝｽ脂肪酸含有率0.5％｡2012.3.27現在放射能検査結果:検出限
界1.2~2.1Bq/kgで不検出｡

￥550 冷蔵 賞味：270日 毎号 翌週
創健
原:べに花油/なたね油/ﾊﾟｰﾑ核油（ﾊﾟｰﾑの種を採った胚芽の油）/えごま油/発酵乳/食塩/大豆ﾚｼﾁﾝ/香
料/ﾋﾞﾀﾐﾝＥ/にんじん油/ｶﾛﾁﾝ色素 説:ﾄﾗﾝｽ脂肪酸含有率0.5％｡2012.3.27現在放射能検査結果:検出限
界1.2~2.1Bq/kgで不検出｡

￥325 冷蔵 賞味：240日 毎号 翌週
創健
原:植物油脂(紅花油･ﾊﾟｰﾑ核油)/醗酵豆乳(ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ産non-gmo)/食塩/ﾚｼﾁﾝ(大豆由来)/ﾋﾞﾀﾐﾝE/ｶﾛﾁﾉｲﾄﾞ色
素(原材料の一部に乳を含む) 説:2012.3.27現在放射能検査結果:検出限界1.6~1.9Bq/kgで不検出｡ﾄﾗ
ﾝｽ脂肪酸は100ｇ中0.4ｇ｡醗酵豆乳を使用することで豆乳特有の青臭さがなく､今までにない風
味の食べやすいﾏｰｶﾞﾘﾝに仕上がりました｡
温

1000 べに花ハイプラスマーガリン 大 370g

木次

商品番号

33777 発酵豆乳入り マーガリン 160g

ミルクコーヒー・プリン（翌週）

42196 木次 きすきミルクコーヒー

1000ml

￥290

42197 木次 きすきミルクコーヒー

500ml

￥165

42198 木次 きすきミルクコーヒー

200ml

￥100

賞味
期限

企画
週

冷
蔵

8日

毎号

冷
蔵

8日

毎号

冷
蔵

8日

毎号

度
帯

原:島根産生乳(65％使用)/ｺｰﾋｰ抽出液(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖 説:製造工
場地:島根｡島根･奥出雲地方の良質な生乳を65％使用し､ﾈﾙﾄﾞﾘｯﾌﾟしたｺｰﾋｰをﾐｯｸｽしていま
す｡ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖によるすっきりとした甘さのﾐﾙｸｺｰﾋｰに仕上げました｡お口の中に広がるﾐ
原:島根産生乳(65％使用)/ｺｰﾋｰ抽出液(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖 説:製造工
場地:島根｡島根･奥出雲地方の良質な生乳を65％使用し､ﾈﾙﾄﾞﾘｯﾌﾟしたｺｰﾋｰをﾐｯｸｽしていま
す｡ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖によるすっきりとした甘さのﾐﾙｸｺｰﾋｰに仕上げました｡お口の中に広がるﾐ
原:島根産生乳(65％使用)/ｺｰﾋｰ抽出液(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)/北海道産ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖 説:製造工
場地:島根｡島根･奥出雲地方の良質な生乳を65％使用し､ﾈﾙﾄﾞﾘｯﾌﾟしたｺｰﾋｰをﾐｯｸｽしていま
す｡ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖によるすっきりとした甘さのﾐﾙｸｺｰﾋｰに仕上げました｡お口の中に広がるﾐ

お届
け週

翌週

翌週

翌週

きすきミルクコーヒー
島根・奥出雲地方の良質な生乳を65％使用し、ネルドリップしたコーヒーをミックスしています。
ビートグラニュー糖によるすっきりとした甘さのミルクコーヒーに仕上げました。
お口の中に広がるミルクのコクとコーヒーの香りをお楽しみ下さい。
原:木次牛乳(島根)/有精卵(島根)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)

37112 木次 牧場のカスタードプリン 6ヶ組

説:製造工場地:島根｡自然の中で

1セット

￥1260 育口 っい たっ平ぱ地い飼に有広精が卵り､ま新す鮮｡な 牛 乳 ､ 国 産 ﾋ ﾞ ｰ ﾄ ｸ ﾞ ﾗ ﾆ ｭ ｰ 糖 の ｶ ﾗ ﾒ ﾙ ｿ ｰ ｽ を 使 用 ｡ 卵 や 牛 乳 の 香 り が お

1個

原:牛乳(島根)/卵(島根)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)/ｶﾗﾒﾙｿｰｽ(ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖:北海道) 説:製造工
場地:島根｡自然の中で育った平地飼有精卵､新鮮な牛乳､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖のｶﾗﾒﾙｿｰｽを使用｡卵
や牛乳の香りがお口いっぱいに広がります｡栄養成分(1個当)ｴﾈﾙｷﾞｰ117kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質4.7g/脂

37244 木次 牧場のカスタードプリン 100ml

￥210

冷
蔵

6日

毎号

冷
蔵

6日

毎号

翌週

翌週

牧場のカスタードプリン
自然の中で育った平地飼有精卵、新鮮な牛乳、ビートグラニュー糖のカラメルソースを使用。
卵や牛乳の香りがお口いっぱいに広がります。
原:生乳(島根)/ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道)/乳製品(脱脂粉乳:島根)/ｾﾞﾗﾁﾝ(豚由来:日本･ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ｱﾒ

55044 木次 木次ミルクのプリン

80g

￥125 ﾘまｶす他｡) ﾐ ﾙ 説ｸ の: 製濃造厚工な場ｺ ｸ地と: 甘島 み根 が｡ 水味発わ送えはる前ﾐ ﾙ週ｸ 金ﾌ ﾟ製ﾘ ﾝ造でのすも｡ しのっ､ 木か･り金と発し送たは口火当製た造りのなもがのらと口な溶りけ

冷 10日 毎号
翌週
蔵

木次ミルクのプリン
ミルクの濃厚なコクと甘みが味わえるミルクプリンです。しっかりとした口当たりながら口溶けの良い、
もっちりなめらかな食感です。お子さまはもちろん、牛乳好きの方にも毎日食べていただきたいプリンです。
離水しにくいことから高齢の方にも食べやすくなっています。

下郷プリン（翌週）

商品番号

温
度
帯

原:耶馬渓牛乳(下郷農協:大分)､有精卵(下郷農協:大分)､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道:甜菜)､入り浜

3300 下郷 プリン 90g 3

1組

￥583 の卵 おを 塩使(い徳､島素:材並 の塩 美) ､ 黒味 糖し (さ日を本活･ ﾀかｲ ･しｵ まｰ ｽしﾄ ﾗたﾘ ｱ｡)ｹ､ﾞ三ﾙ 温化糖剤(や日増本量･ ﾀ材ｲ )は 使説用: 新し鮮てない耶ま馬せ渓ん牛｡乳栄と養有成精分

賞味
期限

企画
週

お届
け週

冷 14日 毎号
翌週
蔵

下郷プリン 新鮮な耶馬溪牛乳と下郷の有精卵をブレンドしました。ゲル化剤やゼラチンは一切使用していません。
カラメルソースには黒砂糖と三温糖だけを使っています。お子様のおやつにどうぞ。

とうふ（久保食品）（翌週）
くぼとうふは、国内産大豆と天然にがりで作られます。化学合成添加物・消泡剤・膨張剤等は一切使用しません。
また、油は圧搾法のなたね油と胡麻油を使用しています。ー自分も含め、家族に食べさせたいものを作るー
それが“安全で安心でおいしいものを作る”くぼとうふの基本です。
久保豆腐
206
209 久保豆腐
208 久保豆腐
2778 久保豆腐
1818 久保豆腐

かたもめん 400g

焼き豆腐 300g

にがり絹ごし豆腐 350g

￥346
毎号
冷蔵

￥208

翌週

毎号

賞味：4日

原:水/国産(長野/富山)丸大豆/
高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固
剤:粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香
川産ｺﾒﾇｶ/愛知産圧搾ｺﾞﾏ油
説:製造工場地:香川｡昔風の
固い豆腐です｡賞味期限は製
造日からの日数です｡水はｲｵﾝ
交換樹脂による浄水を使用｡

冷蔵

翌週

毎号

賞味：4日

原:水/国産(長野/富山)丸大豆/
高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固
剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/
香川産ｺﾒﾇｶ/愛知産圧搾ｺﾞﾏ油
説:製造工場地:香川｡賞味
期限は製造日からの日数で
す｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄
水を使用｡

にがりもめん豆腐（やわらか）

￥268 350g
冷蔵

翌週

賞味：4日

原:水/国産(長野/富山)丸大豆/
高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固
剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/
香川産ｺﾒﾇｶ/愛知産圧搾ｺﾞﾏ油
説:製造工場地:香川｡賞味
期限は製造日からの日数で
す｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄
水を使用｡

42650 ちいさい絹ごし 230g

おぼろ豆腐 230g

￥268
毎号
冷蔵

翌週

賞味：4日

原:水/国産(長野/富山)丸大豆/
高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固
剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/
香川産ｺﾒﾇｶ/愛知産圧搾ｺﾞﾏ油
説:製造工場地:香川｡賞味
期限は製造日からの日数で
す｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄
水を使用｡

￥286
毎号
冷蔵

翌週

賞味：4日

原:水/国産(長野/富山)丸大豆/
高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固
剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/
香川産ｺﾒﾇｶ/愛知産圧搾ｺﾞﾏ油
説:製造工場地:香川｡賞味
期限は製造日からの日数で
す｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄
水を使用｡

42651 ちいさいもめん 250g

￥220 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香川産ｺﾒﾇｶ/愛
知産圧搾ｺﾞﾏ油 説:製造工場地:香川｡賞味期限は製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂によ
る浄水を使用｡

￥220 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香川産ｺﾒﾇｶ/愛
知産圧搾ｺﾞﾏ油 説:製造工場地:香川｡賞味期限は製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂によ
る浄水を使用｡

220 ごまうす揚（旧名称：本うすあげ） 1枚

49016 ごま寿司あげ 5枚入

￥291 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香川産ｺﾒﾇｶ/九
鬼圧搾ｺﾞﾏ油 説:製造工場地:香川｡九鬼のｺﾞﾏ油で揚げた上品な揚げ｡どんなお料理にも合いま
す｡賞味期限は製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄水を使用｡

￥525 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香川産ｺﾒﾇｶ/九
鬼圧搾ｺﾞﾏ油 説:製造工場地:香川｡賞味期限は製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂による
浄水を使用｡

217 ミニあつあげ 2個入

224 ごまがんもどき（旧名称：ガンモ） 3個入

￥308 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産海水使用水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/香川産ｺﾒﾇｶ/九
鬼圧搾ｺﾞﾏ油 説:製造工場地:香川｡賞味期限は製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂による
浄水を使用｡

￥347 冷蔵 賞味：4日 毎号 翌週
久保豆腐
原:水/国産(長野/富山)丸大豆/高知産水ﾆｶﾞﾘ(凝固剤：粗製海水塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)/圧搾ｺﾞﾏ油/水/香川産玉
ﾈｷﾞ/長崎産人参/長崎産ﾋｼﾞｷ/香川産蓮根/青森･鳥取･島根産山芋 説:製造工場地:香川｡賞味期限は
製造日からの日数です｡水はｲｵﾝ交換樹脂による浄水を使用｡
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※表示価格は全て税抜き価格です。

太子屋の豆腐・豆乳（翌週）
京都で豆腐づくりを研究後、地元徳島県鳴門市に帰り平成3年に豆腐専門店を開店しました。
大分産天然にがり、国産大豆を使った豆腐屋さんです。混ぜ方、気温、湿度、炊き方の一つ間違ってもおいしい豆腐は
産まれません。豆腐づくりへの愛情を忘れず、微妙な技術が要求される手作りの製法を守っています。

39210 太子屋
もめんどうふ 380g

39211 太子屋
きぬとうふ 340g

39215 太子屋
寄せどうふ 300g

￥217
毎号
冷蔵

￥217

翌週

毎号

賞味：5日

冷蔵

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/凝固
剤(高知県海水使用液体ﾆｶﾞﾘ)/
浄水(ﾊｲﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:製造工
場地:徳島｡賞味期限は製造日
からの日数です｡

毎号

賞味：5日

冷蔵

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/凝固
剤(高知県海水使用液体ﾆｶﾞﾘ)/
浄水(ﾊｲﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:製造工
場地:徳島｡賞味期限は製造日
からの日数です｡

太子屋

賞味：5日

毎号

翌週

冷蔵

￥157

翌週

毎号

賞味：5日

冷蔵

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/凝固
剤(高知県海水使用液体ﾆｶﾞﾘ)/
浄水(ﾊｲﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:製造工
場地:徳島｡遺伝子組換大豆不
使用｡賞味期限は製造日から
の日数です｡できたての豆腐
をすくってﾊﾟｯｸ詰めにしたの
で甘みを楽しめます｡

太子屋

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産
non-gmo菜種油/凝固剤(高知県海水使用液
体ﾆｶﾞﾘ)/広島県産ﾌｸﾗｼ粉(炭酸ｶﾙｼｳﾑ)/浄水
(ﾊｲﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:約100g｡長方形｡遺伝子
組換大豆不使用｡賞味期限は製造日からの
日数です｡製造工場地:徳島｡

39214 太子屋
京がんも 3個

￥231

翌週

￥334

翌週

毎号

賞味：4日

冷蔵

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/ｵｰｽﾄ
ﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/凝固剤
(高知県海水使用液体ﾆｶﾞﾘ)/浄
水(ﾊｲﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:製造工場
地:徳島｡遺伝子組換大豆不使
用｡賞味期限は製造日からの
日数です｡

太子屋

39212 京揚げ（うすあげ） 1枚
39222 寿司あげ 5枚
￥219
冷蔵

39213 太子屋

厚揚げ 3個

太子屋

47678 無調整豆乳 500ml 1本
47679 無調整豆乳 200ml 1本
￥237
￥327
￥195

賞味：5日

毎号

翌週

冷蔵

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産
non-gmo菜種油/凝固剤(高知県海水使用液
体ﾆｶﾞﾘ)/広島産ﾌｸﾗｼ粉(炭酸ｶﾙｼｳﾑ)/浄水(ﾊｲ
ﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:約150g｡遺伝子組換大豆不
使用｡賞味期限は製造日からの日数です｡
製造工場地:徳島｡

賞味：5日

毎号

翌週

原:国産大豆(佐賀/滋賀) 説:製造工場地:
徳島｡遺伝子組換大豆不使用｡豆乳本来の
甘味を感じてください｡味付けはしてない
ので､色々な料理にお使い頂けます｡

冷蔵

賞味：5日

再生紙マルチ有機栽培米

温
度
帯

2.5kg

￥1500 示り 戴は けあ るり のま はせ 精ん米）後 ､産夏: 香場 川（ 6県月仲~多8度月 郡） 仲は 南3 0町日十､ そ郷れ産以（外J Aの十季郷節）は 6 0備日: で美 す味 ｡し く お 召 し 上 が

20562 久保米 コシヒカリ３分(小)農薬･化学肥料不使用

2.45kg

説:精米地:香川｡再生紙ﾏﾙﾁ有機栽培米/炊飯器で炊ける（※有機認証は取得していないの
で商品に有機及び無農薬の表示はありません） 産:香川県仲多度郡仲南町十郷産（ＪＡ
十郷） 備:美味しくお召し上がり戴けるのは精米後､夏場（6月~8月）は20日､それ以外

20563 久保米 コシヒカリ５分(小)農薬･化学肥料不使用

2.4kg

￥1500 びし く無 お農 召薬 しの 上表 が示 りは 戴あけりるまのせはん精）米 後産､: 夏香 場川 （県 6仲月多~度8 郡月 仲） 南は 町2 0十日郷､ そ産れ（以Ｊ外Ａの十季郷節）は 3備0 日: 美で味

2.35kg

￥1500 のＡ 十で 郷商 ）品 に 備有 :機美及味びし無く農お薬召のし表上示がはりあ戴りけまるせのんは）精 米産後:､香夏川場県（仲6 月多~度8郡月仲）南は町2 0十日郷､ 産そ （れ Ｊ以

2.25kg

￥1500 な（ Ｊい Ａの 十で 郷商 ）品 に 備有 :機美及味びし無く農お薬召のし表上示がはりあ戴りけまるせのんは）精 米産後:､香夏川場県（仲6 月多~度8郡月仲）南は町2 0十日郷､ 産そ

￥1500

説:精米地:香川｡再生紙ﾏﾙﾁ有機栽培米（※有機認証は取得していないので商品に有機及

説:精米地:香川｡再生紙ﾏﾙﾁ有機栽培米/胚芽米に近いお米（※有機認証は取得していない

20564 久保米 コシヒカリ７分(小)農薬･化学肥料不使用

説:精米地:香川｡再生紙ﾏﾙﾁ有機栽培米/胚芽を少し残した白米（※有機認証は取得してい

20565 久保米 コシヒカリ白米(小)農薬･化学肥料不使用

翌週

賞味
期限

企画
週

お届
け週

産:香川県仲多度郡仲南町十郷産（JA十郷）
説:再生紙ﾏﾙﾁ有機栽培米（※有機認証は取得していないので商品に有機及び無農薬の表

20561 久保米 コシヒカリ玄米(小)農薬･化学肥料不使用

毎号

原:国産大豆(佐賀/滋賀) 説:製造工場地:
徳島｡遺伝子組換大豆不使用｡豆乳本来の
甘味を感じてください｡味付けはしてない
ので､色々な料理にお使い頂けます｡

らびっとのお米（翌週）

商品番号

翌週

賞味：5日

原:国産大豆(佐賀/滋賀)/ｵｰｽﾄ
ﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/中国産
ｷﾞﾝﾅﾝ/国産(青森産長芋/徳島
他産ｺﾞﾎﾞｳ/ｼｲﾀｹ/長崎他産ﾆﾝ
ｼﾞﾝ)/中国産ｺﾞﾏ/凝固剤(高知
県海水使用液体ﾆｶﾞﾘ)/浄水(ﾊｲ
ﾊﾟｰｸﾗｽﾀｰ) 説:製造工場地:徳
島｡遺伝子組換大豆不使用｡賞
味期限は製造日からの日数で
す｡

常 60日 毎号
翌週
温
常 30日 毎号
翌週
温
常 30日 毎号
翌週
温
常 30日 毎号
翌週
温
常 30日 毎号
翌週
温

再生紙マルチ栽培とは、田植え時に専用の大きな紙で田んぼを覆うことで雑草が育たないようにして
除草剤などを不要にする農法です。農薬・化学肥料不使用栽培です。
久保さんは自然食品店「ナチュラルフーズショップらびっと」も経営されております。
←うさぎのイラストがプリントされたパッケージでお届け致します。
※有機認証は取得しておりませんので、商品に有機の表示はありません。何卒ご了承下さい。

くりやのお米（翌週）

商品番号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

説:合鴨農法米の保存に優れたｼﾞｯﾌﾟﾛｯｸ付き袋｡平成18年秋収穫分から有機認証の更新は
行いませんが生産方法は変わらず農薬化学肥料不使用です｡ 産:熊本県上益上郡矢部町麻
山 生:竹ﾉ原農園

常
温

1年

毎号

説:お米の栄養をまるごと摂れる玄米｡ご自宅でその都度精米される方にもおすすめ｡合

常
温

1年

毎号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

32403 くりや いのちのお米（ﾋﾉﾋｶﾘ）白米

2kg

￥1867

42224 くりや いのちのお米（ﾋﾉﾋｶﾘ）玄米

2kg

￥1867 鴨せ 農ん 法が 米生 の産 保方存法には優変れわたらｼずﾞ ｯ農ﾌ 薬ﾟ ﾛ化ｯ ｸ学付肥き料袋不｡ 平使成用1で8 年す秋｡ 収産穫:分熊か本ら県有上機益認上証郡の矢更部新町は麻行山い ま

お届
け週

翌週

翌週

＜合鴨と一緒に育てた いのちのお米＞ 農薬・化学肥料不使用
合鴨は、草を食べます。稲を食べずに田んぼに生える雑草を食べてくれます。もう一つ、合鴨が泳ぐことで、田んぼの土を
かき混ぜてくれます。そうすると、酸素が土に混ざり、根から酸素が吸収されます。それに、合鴨のフンは肥料になるから、
稲がよく育ちます。そうした苦労をしながら、合鴨と一緒に稲を育んでいく農法で作られたお米を、合鴨米といいます。

商品番号

香川県

とんぎりやま朝日米（翌週）
説:現在流通しているお米の中では唯一､人工交配していない在来品種｡ふっくらした適

53504 とんぎりやま 朝日米・玄米

5kg

￥4630 度徹 な底 粘し りて とい しる った かめ り､ 品し質たはｺ ｼ良､好深でいす味｡と 甘栽み培を: 農持薬ち･､化冷学め肥て料も不美使味用し い産｡ 保: 香存川の県温 度生管: と理 んな ぎど

お届
け週

常 お早 毎号
翌週
温 めに

とんぎりやま農園の 現在流通しているお米の中では唯一、人工交配していない在来品種。
朝日米・玄米 ふっくらした適度な粘りとしっかりしたコシ、深い味と甘みを持ち、冷めても美味しい。
ルーツは少なくとも明治時代までさかのぼり、それ以前から主に西日本で良質米の代表品種として栽培されてきた朝日米。
品種改良の発達により、収量がより多く穫れる品種に移り変わっていく中、京都・岡山の一部に残るのみとなっていましたが、
近年その存在が見直され、私どもちろりん村も特に在来米であることに着目していました。
とんぎりやま農園は農薬・化学肥料不使用であり、実質は堆肥も使わない無肥料栽培です。その安全性はもちろん、
恒久的に栽培できる可能性が高いということ、そして何より、美味しいということ。今の流行の品種に比べるとややあっさり
とした印象ですが、あっさりとしたなかに奥深い味わいがありますのでぜひお勧めしたいです。
商品番号

自然な甘み

アガベシロップ（翌週）
原:ﾒｷｼｺ産有機ﾌﾞﾙｰｱｶﾞﾍﾞ

36838 ｲﾃﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ ブルーアガベ･シロップ(OG)・ﾋﾞﾝ

説:製造工場地:ｶﾅﾀﾞ｡高級ﾃｷｰﾗの原料でもあるﾘｭｳｾﾞﾂﾗﾝ科ｱｶﾞﾍﾞ

￥1200 属1 / 3｢ ﾌ以ﾞ下ﾙ ｰ)ｱ血ｶ ﾞ糖ﾍ ﾞ値｣ 1が0 0上％がのり天に然く甘い味と料言｡ GわIれ( 血て糖い上ま昇す値｡)自値然はな2 1甘とさ極でめ後て口低もく す( 砂っ糖き､ ﾊりﾁ とﾐ ﾂしなてど おの

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

常

3年

毎号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

翌週

温
275g
高級テキーラの原料でもあるリュウゼツラン科アガベ属「ブルーアガベ」100％の天然甘味料。GI値（血糖上昇値）は21と極めて低く
（砂糖、ハチミツなどの1/3以下）血糖値が上がりにくいと言われています。自然な甘さで後口もすっきりとしており、砂糖の代わりに
どんな料理にも使えます。甘味は砂糖の1.3倍、欧米ではハチミツ、メープルシロップにつぐ、第3の天然甘味料として注目されています。
水溶性食物繊維イヌリンを含み、腸内環境を整える効果が期待できます。珈琲・紅茶などの飲み物に、ヨーグルト・チーズ・
アイスクリームなどに、パンケーキ・トーストなどに、ケーキ・クッキーなどの手づくりお菓子に、その他、煮物・カクテルなどにも。

商品番号

29553 木次 しろうさぎの豆乳

豆乳（翌週）
125ml

￥130

-45-

原:島根産大豆(non-gmo) 説:製造工場地:島根｡地場大豆(島根県奥出雲産)を使用｡大豆を蒸
さずに豆乳を搾る生搾り製法なので､えぐみがなくまろやかでｺｸ､甘味のある豆乳です｡大
豆固形分11％の濃度の濃い豆乳です｡ｽﾄﾛｰ付き｡

お届
け週

冷 4ヶ月 毎号
翌週
蔵

※表示価格は全て税抜き価格です。

牛肉

下郷農協（翌週）
冷凍

大分・山口で生まれ、大分で育った牛です。
コクのある経産和牛、経産和牛とは肉用牛を出産していた母牛を
再飼育した味わい深い和牛のことです。
配合飼料は国産を確保するのが困難なため99％海外輸入です。
可能な限りnon-gmo、ポストハーベストフリーの飼料を使用しています。
8903 下郷 牛サーロインステーキ1枚入(黒毛経産和牛)

￥2,945 59182 下郷 牛 肩スライス（黒毛経産和牛）

170g前後

200g

￥2,055

39893 下郷 牛ヒレステーキ約90g 2枚(黒毛経産和牛)

1ﾊﾟｯｸ

￥4,263

329 下郷 牛 カレーシチュー用（黒毛経産和牛）

200g

￥1,430

39894 下郷 牛 カルビー（黒毛経産和牛）

200g

￥2,855

333 下郷 牛 ミンチ（黒毛経産和牛）

200g

￥1,430

39895 下郷 牛 ローススライス（黒毛経産和牛）

200g

￥2,985 23774 下郷 牛 モモタタキ用（モモブロック）

200g前後

￥2,130

39896 下郷 牛 バラスライス（黒毛経産和牛）

200g

￥1,430 23778 下郷 牛 こま切れ（黒毛経産和牛）

200g

￥1,430

39897 下郷 牛 モモスライス（黒毛経産和牛）

200g

￥2,130

豚肉

下郷農協（翌週）
冷凍

大分で生まれ、育った黒豚。
黒豚の純粋種「六白黒豚」を6~9ヶ月間じっくり飼育。
non-gmoの大豆、トウモロコシを飼料として与えています。
薬を使わずにすむよう開放的な運動のできる豚舎で飼育しています。
1052 下郷 黒豚 ヒレブロック

400g

￥2,388 49877 下郷 黒豚 肩ローススライス

200g

￥1,320

17 下郷 黒豚 モモブロック

400g

￥1,778

19 下郷 黒豚 とんかつ用２枚

200g

￥1,472

49876 下郷 黒豚 バラブロック

400g

￥2,055

18 下郷 黒豚 スペアリブ

300g

￥1,138

200g

￥1,472

337 下郷 黒豚 一口カツ

200g

￥1,320

200g

￥1,028

344 下郷 黒豚 ミンチ

200g

￥972

340 下郷 黒豚 モモスライス

200g

￥1,028 23781 下郷 黒豚 こま切れ

200g

￥1,000

39900 下郷 黒豚 バラスライス

200g

￥1,263

200g

￥1,167

338 下郷 黒豚 ローススライス
39899 下郷 黒豚 モモ焼肉

地鶏

348 下郷 牛豚合挽ミンチ

下郷農協（翌週）

冷凍

肉質は柔らかく地鶏独特のコクと旨みがあります。ささみフライ、塩焼きなど冠地鶏肉の素材そのものの味を
お楽しみください。こだわりのエサ（NON-GMO･PHF（コーン、大豆）使用）で長期（80~100日間）飼育し（一般は60日未満）
味が乗っています。耶馬渓の豊かな自然の中にある平飼いの開放的な鶏舎で鶏の健康、食の安全を第一に考えて育てています。
353 下郷 おおいた冠地どり ササミ

200g

￥862

34126 下郷 おおいた冠地どり モモミ

300g

￥1,382

34127 下郷 おおいた冠地どり テバミ（ムネミ）

300g

￥1,013

352 下郷 おおいた冠地どり ﾓﾓ･ﾃﾊﾞ切身（ﾓﾓ･ﾑﾈ切身）

300g

￥1,230

383 下郷 おおいた冠地どり 手羽先

300g

￥1,222

385 下郷 おおいた冠地どり 手羽元

300g

￥1,112

下郷農協
23782 下郷

￥1362

黒豚 味付ホルモン 500g

毎号
冷凍

114

1065 下郷 おおいた冠地どり ミンチ

200g

￥833

300g

￥805

1066 下郷 おおいた冠地どり 肝

300g

￥487

1067 下郷 おおいた冠地どり 砂ずり

300g

￥487

1ﾊﾟｯｸ

￥486

350 下郷 おおいた冠地どり ブツギリ

178 下郷 おおいた冠地どり 鶏ガラ2羽分

その他加工品（翌週）
下郷
ポークウインナー 150g

￥797

翌週

毎号

賞味：60日

原:黒豚内臓肉（ﾎﾞｲﾙ済み）/黒豚肩肉/麦味噌/丸大豆醤油/砂糖/
にんにく/澱粉/胡麻/赤唐辛子/食塩（材料の一部に大豆･小麦を
含む） 説:内臓独特の臭みを麦味噌を独自にｱﾚﾝｼﾞし味付けを
しました｡焼いたときの香ばしい香りがﾎﾙﾓﾝとﾏｯﾁしています｡
（5~6人用） 産:下郷農協は大分県下毛郡耶馬渓町

冷蔵

下郷
地鶏フランク 200g

毎号

賞味：14日

冷蔵

原:宮崎産豚肉/豚腸/でんぷん/植物性たんぱく/三温糖/ｼﾏﾏｰｽ/香
辛料 説:製造工場地:大分｡放射能検査結果(2014.2.19現在):ｾｼｳ
ﾑ 1 3 4 検 出 限 界 0 . 7 3 B q / k g､ ｾ ｼ ｳ ﾑ 1 3 7 検 出 限 界 0 . 7 4 B q / k gで そ れ ぞ れ
不検出｡2015.11月4週号より黒豚肉の不足により白豚肉に変更
となります｡ 産:下郷農協は大分県下毛郡耶馬渓町

2玉

￥688

翌週

原:小麦粉(大分)､食塩(徳島:並塩)

58747 下郷 耶馬渓饂飩（やばけいうどん）

113

翌週

賞味：14日

原:地鶏肉/三温糖/ｼﾏﾏｰｽ/でんぷん/黒豚脂/植物性たんぱく/人参
/玉葱/有精卵/香辛料 産:下郷農協は大分県下毛郡耶馬渓町

説:400g｡耶馬渓町下郷地区の鎌城の大地で農薬･化学合

￥612 成性 上肥 ､料ｸ をﾞ ﾚ使ｰ っわぽずいに色栽の培麺しにたな小り麦まをす1｡0栄0 養％ 成使 分用(し1 食た2冷0 0凍g あう たどりん)で熱す量｡2※6 6使k c用a lし/ ﾀてﾝ ﾊいﾟ ｸる質小6 . 麦1 gの/ 脂特

冷 180日 毎号
翌週
凍

耶馬渓饂飩（やばけいうどん）２玉
400g。耶馬渓町下郷地区の鎌城の大地で農薬・化学合成肥料を使わずに栽培した小麦を100％使用した
冷凍うどんです。※使用している小麦の特性上、グレーっぽい色の麺になります。
58743 下郷 耶馬渓 黒豚ぎょうざ

16個入

￥680

原:ｷｬﾍﾞﾂ(大分･熊本)､ﾀﾏﾈｷﾞ(大分･長崎)､ﾆﾗ(大分)､ﾆﾝﾆｸﾍﾟｰｽﾄ(青森)､耶馬渓黒豚(大分(下郷
農協))､ｺﾞﾏ油(九鬼(中国･ｱﾌﾘｶ))､醤油(天然醸造九州丸大豆醤油(大豆(九州:non-gmo､農薬･化
学肥料不使用)､小麦(九州:農薬･化学肥料不使用)､天日製塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､水(熊本)､種麹菌(日

冷 60日 毎号
翌週
凍

耶馬渓 黒豚ぎょうざ
下郷農協の黒豚肉であんを作り、契約栽培（栽培期間中農薬不使用・有機質肥料使用）で栽培した
小麦で作った皮を使用しています。
原:馬鈴薯(大分･長崎)､ﾀﾏﾈｷﾞ(大分･長崎)､経産黒毛和牛(大分(下郷農協))､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北

58744 下郷 コロッケ

3個入

￥688 海道:甜菜)､入り浜のお塩(徳島:並塩)､白ｺｼｮｳ(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ﾏﾚｰｼｱ)､ﾒｰｽ末(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｱﾒﾘｶ)､ﾊﾟﾝ粉
(小麦粉(北海道)､ｲｰｽﾄ(日本)､食塩(兵庫･香川の海水))､卵(大分(下郷農協))､小麦粉(熊本(下

冷 60日 毎号
翌週
凍

コロッケ
原材料の馬鈴薯、タマネギは下郷農協の組合員から出荷されたもの、
お肉については経産黒毛和牛を使用しており、お肉の旨味が十分味わえます。
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※表示価格は全て税抜き価格です。

片岡こんにゃく（翌週）

商品番号
片岡

191

59089

板こんにゃく 300g

片岡

こんにゃくのぴり辛煮

糸こんにゃく 250g

こんにゃく・・２個
赤唐辛子・・・２本
毎号 翌週
常温 賞味：60日 白炒り胡麻・・適量
サラダ油・・・適量
原:こんにゃく芋(群馬､徳島
産)/こんにゃく粉(群馬産)/卵
煮汁 だし汁・・・・カップ１
殻焼成ｶﾙｼｳﾑ/木灰水 説:阿
波吉野川の支流白滝山の汚染
酒、みりん・各大さじ１
されていないおいしい水と､
砂糖・・・・・大さじ２
国内産の良質な原料､凝固剤
を使用しているので､におい､
醤油・・・・・大さじ３

￥246
毎号
常温

材料（４人分）

￥185

翌週

賞味：60日

原:こんにゃく芋(群馬､徳島
産)/卵殻焼成ｶﾙｼｳﾑ/木灰水
説:吉野川の支流白滝山の源
泉から引いた水と､昔ながら
の木灰を使い固めた美味しい
こんにゃくです｡歯ざわり最
高｡製造工場地:徳島｡放射能
検査結果(2013.4.15現在ｵﾙﾀ
ｰ通信):検出限界1Bq/kgで不
検出｡ 生:片岡高三郎

苦みがなく､こんにゃくの旨
みが出ています｡

日用雑貨（翌週）

商品番号

36688

りんねしゃ

22089

くすの木せんこう 70g

ﾗｲﾌﾞ

52869

宇部

和布「びわこα」浴用タオル 100 ポリラップ 30cm 50m 1本

￥940 32cm 1枚
毎号
対外

１、こんにゃくは表、裏とも斜め格子に切り目を入れた後、
棒状に３等分し乱切りにする。
２、赤唐辛子はヘタを取って中の種を取り除き、小口切りにする。
白炒り胡麻はふきんの上で切り胡麻にする。
３、フライパンを熱してサラダ油を入れ、こんにゃくを加えて
表面が少し色づくまで焼く。
４、こんにゃくに熱湯をかけて油抜きする。
５、鍋に分量の煮汁を煮立て、油抜きしたこんにゃくと赤唐辛子を入れて煮る。
６、煮汁がこんにゃくにほとんど馴染むまで煮からめる。
７、火を止める前に白炒り胡麻を入れ、全体を混ぜて仕上げる。
ジャパンクッキングセンター 入門おふくろの味 より

￥1300

翌週

毎号

賞味：2年

原:約220本/1本で約30分/樟脳
白精油/ﾊﾁﾐﾂ/白樺粉末/ﾀﾌﾞ粉
説:くすの木から抽出した
芳香作用のある白精油を原料
に着色剤や香料､燃焼剤等の
化学合成添加物を使用せずに
作った刺激の少ない優しい香
りの線香です｡甘い香りを増
すためにﾊﾁﾐﾂを使用｡ﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾞｰにも含有するｼﾈｵｰﾙに似た

対外

毎号

賞味：̶

対外

原:がら紡(綿)100％ 説:人に
も環境にもやさしい｢ｶﾞﾗ紡｣｡
がら紡特有の凹凸が石鹸･洗
剤なしでも汚れを落としま
す｡がら紡の糸は太くて柔ら
かく和布の吸水性は普通のﾊﾝ
ｶﾁの約2.5倍以上｡生成/無蛍
光｡生地の目は和太布が一番
細かく､ﾀｵﾙ､ふきんの順に荒
くなります｡

ポリラップ 22cm 20m 1本

22095

ﾗｲﾌﾞ

和布「びわこ」ふきん 32 35cm

￥135 1枚

翌週

毎号

賞味：̶

対外

原:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 説:お徳用５０
ｍ巻き｡植物生まれのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
刃｡原料樹脂段階から添加剤
不使用のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製｡粘着付与
剤等の添加物を一切使用して
いません｡燃やしても塩素系
ｶﾞｽやﾀﾞｲｵｷｼﾝが出ないﾎﾟﾘｴﾁﾚ
ﾝ素材です｡

￥450

翌週

毎号

賞味：̶

対外

翌週

賞味：̶

原:がら紡(綿)100％ 説:人に
も環境にもやさしい｢ｶﾞﾗ紡｣｡
がら紡特有の凹凸が石鹸･洗
剤なしでも汚れを落としま
す｡がら紡の糸は太くて柔ら
かく和布の吸水性は普通のﾊﾝ
ｶﾁの約2.5倍以上｡生成/無蛍
光｡生地の目は和太布が一番
細かく､ﾀｵﾙ､ふきんの順に荒
ます｡
説 : 3 0 0 枚 ( 1 5 0 組 ) 5 を 1 2 ﾊ ﾟ ｯ ｸ ､ 計 6 0 入 り ｡ ﾘ ｻ ｲ ｸ ﾙ ﾊ ﾟ ﾙ ﾌ ﾟ 1 0 0 ％ 使 用 ､ 無 添 加 ･ 無 漂 白 の や さ しく
い な り対
̶ 毎号
ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰです｡※別途送料を頂きます（四国内税抜き￥300､四国外税抜き￥700）｡
翌週
外

説:ﾐﾆｻｲｽﾞ｡植物生まれのﾌﾟ
ﾗｽﾁｯｸ刃｡原料樹脂段階から添
加剤不使用のﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製｡粘着
付与剤等の添加物を一切使用
していません｡燃やしても塩
素系ｶﾞｽやﾀﾞｲｵｷｼﾝが出ないﾎﾟ
ﾘｴﾁﾚﾝ素材です｡

1箱

￥6400

1箱

￥3200 りす ｡（ﾘ四ｻ ｲ国ｸ ﾙ内ﾊ ﾟ税ﾙ ﾌ抜ﾟ き1 0￥0 ％3 0使0 用､ 四､ 無国添外加税･抜無き漂￥白7の0 0や｡ 3さｹしｰ ｽいまﾄでｲ ﾚ同ｯ ﾄじﾍ 送ﾟ ｰ料ﾊ ﾟでｰ でおす届｡け※で別き途ま送す料）を｡頂 き ま

説:ｼﾝｸﾞﾙ130m､6ﾛｰﾙ

56471 ECOREA ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ130m芯無24ロール(別途送料)

宇部

￥250

翌週

56472 ECOREA ﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ150組 60(別途送料)

52870

4ﾊﾟｯｸ､計24ﾛｰﾙ入り､芯なし（通常のﾎﾙﾀﾞｰで使用可能）､ﾐｼﾝ目あ

対
外

̶

毎号

翌週

トイレットペーパー130m芯無し24ロール（別途送料）
シングル130m、6ロール 4パック、計24ロール入り、芯なし（通常のホルダーで使用可能）、ミシン目あり。
リサイクルパルプ100％使用、無添加・無漂白のやさしいトイレットペーパーです。
※別途送料を頂きます（四国内税抜き￥300、四国外税抜き￥700。3ケースまで同じ送料でお届けできます）。

100円募金・資料請求（翌週）

商品番号

説:ご協力をお願い致します｡みなさまからの募金は､環境保護の取り組みや災害支援な

100 システム 百円募金

￥100 どす にる 有金 効額 利か 用ら さは せ除 て外 頂さ きれ まま すす ｡｡ ※ 百 円 募 金 は 非 課 税 と な り ま す ｡ 百 円 募 金 は 送 料 な ど を 算 出

1口

説:宅配ｼｽﾃﾑを詳しくお知りになりたい時や､お友達にご紹介して下さる時などにお申し

108 システム 資料請求
商品番号

￥0 込 み 下 さ い ｡

1部

2週号企画 リマナチュラル スキンケア（翌週）
マクロビオティックから生まれた自然派化粧品 リマナチュラル

自 然 の 力 を ひ き だ す

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

対
外

̶

毎号

対
外

̶

毎号

温
度
帯

賞味
期限

企画
週

お届
け週

翌週

翌週
お届
け週

自 然 の 美 を よ そ お う

ナチュラルビューティーの基本は美食同源。
みずみずしいお肌を保つ秘訣は、からだの外がわと内がわからきれいになることです。

こだわったのは自然の水と植物。
植物由来が基本だからべとつかず、しっとりと肌になじみ、なめらかで適度なうるおいを保ちます。敏感な肌にも優しい化粧品です。

日本人の肌に優しい伝統的化粧品は自然。
日本人の肌には日本の文化や伝統が育んだ化粧品。椿油は伊豆利島産、へちま水は静岡産、いずれも無農薬、契約栽培です。
説:伊豆利島産一番搾りの無農薬椿油を精製脱臭したｵｲﾙです｡さらりと軽い感触でべた

53440 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 精製 椿油

50ml

￥3500 つｰ ｼかﾞ のずｷ､ｬうﾘ ｱるｵ ｲおﾙ いと とし ﾂてﾔもを優与れえてまいすま｡ 頭す皮｡ へ成の分ｵ ｲ:ﾙﾂﾊﾊﾟﾞｯｷｸ種､ お子 風油 呂 で の 肌 に 塗 る だ け ﾊ ﾟ ｯ ｸ ､ ｱ ﾛ ﾏ ﾏ ｯ ｻ

50ml

￥2500 全ｱ ｵ身ｲ ﾙにともしおてすもす優めれしてまいすま｡す頭｡皮 へ成の分ｵ:ｲﾂﾙﾊﾊﾞﾟｷｯ種ｸ ､子お油風 呂 で の 肌 に 塗 る だ け ﾊ ﾟ ｯ ｸ ､ ｱ ﾛ ﾏ ﾏ ｯ ｻ ｰ ｼ ﾞ の ｷ ｬ ﾘ

説:伊豆利島産一番搾りの無農薬椿油です｡髪にうるおいとﾂﾔを与えｷｭｰﾃｨｸﾙを守ります｡

53441 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 椿油

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

椿油
伊豆利島産一番搾りの無農薬椿油です。髪にうるおいとツヤを与えキューティクルを守ります。
全身にもおすすめします。頭皮へのオイルパック、お風呂での肌に塗るだけパック、
アロママッサージのキャリアオイルとしても優れています。
28368 クレンジングジェル 120g
21244 クレンジングフォーム 125g

￥3000 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:洗い流すﾀｲﾌﾟの弱酸性油性ｼﾞｪﾙ｡皮脂に近い無農薬椿油とｵﾘｰﾌﾞ油がﾒｲｸや毛穴の汚れになじ
んで浮かびあがらせます｡ﾂﾙﾂﾙとさっぱりした洗い上がりで肌を清潔に保ちます｡ 成分:ｵｸﾀﾝ酸
ｾﾁﾙ/水/ＰＥＧ-7ｸﾞﾘｾﾘﾙｺｺｴｰﾄ/ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｾｽ-25/ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ/ＢＧ/ﾛｰｽﾞ水/ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾂﾊﾞｷ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ｱﾗﾝﾄｲﾝ/ｼｺﾝｴｷｽ/甘草ﾌ
ﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ/ｿｳﾊｸﾋｴｷｽ/ｵｳｺﾞﾝｴｷｽｱﾛｴﾍﾞﾗｴｷｽ-1/ﾕｷﾉｼﾀｴｷｽ/ｽｷﾞﾅｴｷｽ/ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ/ｴﾀﾉｰﾙｺｺｲﾙｱﾙｷﾞﾆﾝｴﾁﾙＰＣＡ/ｸｵﾀﾆｳﾑ-73

￥3000 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:低刺激な弱酸性(ｱﾐﾉ酸系)の洗顔料｡肌のうるおいを保ちながら汚れや余分な皮脂を落とし
ます｡ｿﾌﾄな泡だちで､きしみを抑えしっとりﾏｲﾙﾄﾞに洗いあげます｡天然水を使用し､各種ﾊｰﾌﾞｴｷｽ
を配合していますので､肌に優しくはたらきます｡ 成分:ﾗｳﾛｲﾙｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸Na/水/BG/ﾎﾟﾘｿﾙﾍﾞｰﾄ20/ｺｶﾐ
ﾄﾞDEA/ｽﾃｱﾘﾝ酸PEG-150/ﾛｰｽﾞ水/ﾗｳﾗﾐﾄﾞDEA/PCAｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸PEG-40水添ﾋﾏｼ油/ｽﾙﾎｺﾊｸ酸/PEG-5ﾗｳﾗﾐ

28366 ピュアローション 100ml

28367 ピュアミルクローション 100ml

￥3800 対外 賞味：̶ ２週号 翌週

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:古くから｢美人水｣と呼ばれてきた無農薬･契約栽培のﾍﾁﾏ水をﾍﾞｰｽに保湿成分として各種ﾊ
ｰﾌﾞｴｷｽを配合した化粧水｡ﾍﾁﾏ水に含まれるｻﾎﾟﾆﾝ等が保湿を助け､なめらかでﾊﾘのある肌に導き
ます｡ 成分:ﾍﾁﾏ水/BG/ｴﾀﾉｰﾙ/1.2-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙ/ﾌﾑｽｴｷｽ/ｿｳﾊｸﾋｴｷｽ/ｱﾛｴﾍﾞﾗｴｷｽ-1/ｱﾙﾆｶｴｷｽ/ｵﾄｷﾞﾘｿｳｴｷｽ/ﾊﾏﾒﾘｽｴｷｽ/ﾌﾞﾄﾞｳ
葉ｴｷｽ/ﾏﾛﾆｴｴｷｽ/ｾｲﾖｳｷｽﾞﾀｴｷｽ/甘草ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ/ﾏﾙﾁﾄｰﾙ/水/ﾒﾀﾘﾝ酸Na/ｸｴﾝ酸Na/ｸｵﾀﾆｳﾑ-73

￥4000 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:天然水と無農薬椿油をﾍﾞｰｽにｽｸﾜﾗﾝや各種ﾊｰﾌﾞｴｷｽなどをﾊﾞﾗﾝｽよく配合したｿﾌﾄな乳液｡肌に
自然になじみ､しっとりとしたみずみずしさが持続します｡ 成分:水/ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾﾘﾙ/BG/
ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ/ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-10/ﾛｰｽﾞ水/ﾐﾘｽﾁﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-10/ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸水添ﾋﾏｼ油/ｽﾃｱﾘﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀﾝ/ﾂﾊﾞｷ
油/ｽｸﾜﾗﾝ/ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰﾙ/甘草ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ/ﾎﾎﾊﾞ油/ﾕｷﾉｼﾀｴｷｽ/ｽﾃｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ/ｿｳﾊｸﾋｴｷｽ/ｼﾞﾒﾁｺﾝ/ｽｷﾞﾅｴｷｽ/ｵｳｺﾞﾝｴｷ

￥5500 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞを意識し､秩父の天然湧水をﾍﾞｰｽに12種類のﾊｰﾌﾞｴｷｽを配合した植物の恵みたっぷ
りの美容液｡甘草ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ等が肌にﾊﾘを与え､優しく保護します｡ﾌﾟﾗｽﾜﾝのｽﾍﾟｼｬﾙｹｱに最適です｡
成分:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/BG/ﾒﾁﾙｸﾞﾙｾｽ-10/尿素/甘草ﾌﾗﾎﾞﾉｲﾄﾞ/ﾎｯﾌﾟｴｷｽ/ﾏﾂｴｷｽ/ｽｷﾞﾅｴｷｽ/ﾚﾓﾝｴｷｽ/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ﾌﾞﾄﾞｳ葉ｴｷｽ/ｾｲﾖ
ｳｷｽﾞﾀｴｷｽ/ﾏﾛﾆｴｴｷｽ/ｵﾄｷﾞﾘｿｳｴｷｽ/ｱﾙﾆｶｴｷｽ/ﾊﾏﾒﾘｽｴｷｽ/ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ/ｶﾙﾎﾞﾏｰ/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/PEG-60水添ﾋﾏｼ油/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ

￥4800 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:天然水と無農薬椿油をﾍﾞｰｽにｽｸﾜﾗﾝや各種ﾊｰﾌﾞｴｷｽを配合したｸﾘｰﾑ｡のびがよくさっぱりした
仕上がりで肌のうるおいを保ちます｡化粧下地､ﾅｲﾄｸﾘｰﾑやｱｲｸﾘｰﾑとして､朝晩問わず使用できま
す｡ 成分:水/BG/ﾄﾘ(ｶﾌﾟﾘﾙ/ｶﾌﾟﾘﾝ酸)ｸﾞﾘｾﾘﾙ/(ﾋﾄﾞﾛｷｼｽﾃｱﾘﾝ酸/ｽﾃｱﾘﾝ酸/ﾛｼﾞﾝ酸)ｼﾞﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ/ｽﾃｱﾘﾝ酸/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｽﾃ
ｱﾘﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ(SE)/ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｾﾁﾙ/ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰﾙ/ｽｸﾜﾗﾝ/ｽﾃｱﾘﾝ酸PEG-45/ﾂﾊﾞｷ油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｼﾞﾒﾁｺﾝ/ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｶﾉｰﾙ/ｽﾃｱﾘﾝ

￥1500 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:ﾐﾂﾛｳをﾍﾞｰｽに､ｽｸﾜﾗﾝ､椿油､ﾋﾏｼ油等を配合した､ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果抜群のﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ｡唇に非常に優し
くつくられています｡微粒子ﾁﾀﾝ配合でUV効果も期待できます｡ 成分:ｽｸﾜﾗﾝ/ﾋﾏｼ油/ﾐﾂﾛｳ/ｷｬﾝﾃﾞﾘﾗﾛｳ/
ﾂﾊﾞｷ油/酸化ﾁﾀﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/酸化鉄

￥1500 対外 賞味：̶ ２週号 翌週
L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ
説:ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽのよい天然湧水に有機ｱﾐﾉ酸組成の天然酸性水をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした､整肌中心型のﾐｽﾄ化
粧水｡天然ﾐﾈﾗﾙのうるおいと､ｱﾐﾉ酸の整肌効果でﾒｲｸののりもよくなります｡霧が細かいので肌
にｽﾑｰｽﾞに浸透します｡敏感肌､ｱﾄﾋﾟｰ肌対応｡ 成分:水/ﾌﾑｽｴｷｽ/窒素

22201 ビューティエッセンス 30ml

29056 ピュアトリートメントリップ 3g 1個

-47-

8489 エマルジョンクリーム 30g

9937 ピュアミスト・化粧水 180g

※表示価格は全て税抜き価格です。

38129 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ カメリア ビューティソープ

100g

31462 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ピュア トリートメントハンド

説:植物性石けん素地をﾍﾞｰｽに椿油､ｵﾘｰﾌﾞｽｸﾜﾗﾝを配合｡天日乾燥､手磨き仕上げなど製法
成分:石

対
外

̶

２週
号 翌週

説:豆腐屋さんの手が美しいことに着目し､ｻﾎﾟﾆﾝ､ｲｿﾌﾗﾎﾞﾝ等を含む大豆ｴｷｽの保湿､整肌

対
外

̶

２週
号 翌週

もこだわった透明化粧石けん｡潤いを保ちながらすっきりﾏｲﾙﾄﾞに洗い上げる｡
￥1200 にｹﾝ素地/ｽｸﾛｰｽ/水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾂﾊﾞｷ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ

￥800 効と 果の をび 活て かべしたたつﾊかﾝ ﾄずﾞ､ｸしﾘ ｰっﾑ ｡と天り然と水うとる椿お油いををﾍ ﾞ与ｰ ｽえに､保手湿荒成れ分をと防し止てしｶまﾐ ﾂすﾚ ｴ｡ｷ ｽ 等成 も分 配: 水合/ ﾂ｡ﾊさﾞ らｷ 油っ

60g

ピュア トリートメントハンド
豆腐屋さんの手が美しいことに着目し、サポニン、イソフラボン等を含む大豆エキスの保湿、整肌効果を活かした
ハンドクリーム。天然水と椿油をベースに保湿成分としてカミツレエキス等も配合。さらっとのびてべたつかず、
しっとりとうるおいを与え、手荒れを防止します。無香料、着色剤無添加、無鉱物油・伊豆利島など国内産の
無農薬椿油を配合・秩父古生層で自然ろ過された天然湧水を使用。※PH 7.8（中性）。手の荒れ、かさつき、
乾きが気になるときやその予防に、また、水仕事の前後などに、適量をよくのばします。
説:皮膚が薄くﾃﾞﾘｹｰﾄで､小じわ､くすみができやすい目元･口元のための高保湿ｸﾘｰﾑで

41350 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ プレミアムアイクリーム

15g

￥5800 すを ｡中鉱心物と油し･た界ﾘ面ﾏ 活ﾅ ﾁ性ｭ ﾗ･ﾙ合伝成統香の料天･然着素色材料と･ ﾊ贅ﾟ ﾗ沢ﾍ にﾞ ﾝ配不合使し用た｡ 秩ｴ ｲ父ｼ のﾞ ﾝ天ｸ ﾞ然ｹ ｱ水成､分無に農よ薬る椿濃油厚､ ﾌなﾑ ｽ潤ｴ ｷいｽ が等

対
外

̶

２週
号 翌週

プレミアムアイクリーム
皮膚が薄くデリケートで、小じわ、くすみができやすい目元・口元のための高保湿クリームです。
鉱物油・界面活性・合成香料・着色料・パラベン不使用。秩父の天然水、無農薬椿油、フムスエキス等を
中心としたリマナチュラル伝統の天然素材と贅沢に配合したエイジングケア成分による濃厚な潤いが
なめらかに素肌に浸透し、ハリと弾力のある明るい印象を目指します。敏感肌にも対応。
小じわが出来やすい目尻、眉間、口元やハリが失われやすいまぶた、黒ずみがちな目の下、
日焼けによるシミが気になる部分等へのご使用をおすすめします。朝晩ともにご使用いただけます。
説:敏感でﾃﾞﾘｹｰﾄなお肌も優しく保湿するﾎﾞﾃﾞｨ用美容液です｡鉱物油･界面活性剤･合成

41349 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ボディケアセラム

200ml

￥3800 香酸 料化 ･成着分色を剤配･ 合ﾊ ﾟしﾗ ﾍ､ﾞ肌ﾝ 不環使境用を｡整良え質､なな土め壌らにか育でまﾋ ﾟれﾝたと天ﾊ ﾘ然の水あ､るﾍ ﾁ若ﾏ 水々､しﾌ ﾑいｽ 素ｴ ｷ肌ｽ にを高目保指湿し成ま分すと｡ 抗

対
外

̶

２週
号 翌週

ボディケアセラム
敏感でデリケートなお肌も優しく保湿するボディ用美容液です。鉱物油・界面活性剤・合成香料・着色剤・パラベン
不使用。良質な土壌に育まれた天然水、ヘチマ水、フムスエキスに高保湿成分と抗酸化成分を配合し、肌環境を整え、
なめらかでピンとハリのある若々しい素肌を目指します。瑞々しいテクスチャーでスムーズにのび、ベタつき感が
残りません。オールシーズン対応。小じわが出来やすい首元やデコルテのケア、ひじ、ひざ、かかとの角質ケア、
かさつきが気になるお肌の保湿に最適です。朝も夜もご使用になれます。入浴後は吸収がよく、乾燥を感じやすい
手足の保湿に効果的です。紫外線にさらされやすい首、デコルテ、腕等には外出前や日焼け後にもお使い下さい。
説:約20回分｡ﾄﾙﾏﾘﾝ配合の洗い流す泥ｴｽﾃﾊﾟｯｸ｡火山岩を粉砕した天然泥ﾌｧﾝｺﾞの吸着力で

43272 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ プレミアムエステパック

120g

￥3200 毛肌 の穴 水の 分汚 をれ 軽や く余 拭分 きな 取皮 っ脂 てな かどらの､老適廃量物をを目肌のにま負わ担りを､ 生か えけ 際る ､こ唇とをなさくけ取てり塗除布きしまますす｡｡洗3 ~顔 5後分､

対
外

̶

２週
号 翌週

プレミアムエステパック
約20回分。トルマリン配合の洗い流す泥エステパック。火山岩を粉砕した天然泥ファンゴの吸着力で毛穴の
汚れや余分な皮脂などの老廃物を肌に負担をかけることなく取り除きます。洗顔後、肌の水分を軽く拭き
取ってから、適量を目のまわり、生え際、唇をさけて塗布します。3~5分程置いてからぬるま湯で洗い流します。
美しいお肌をキープするために、角栓の再生周期に合わせた週1~2回のケアをおすすめします。
56187 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 泡ハンドソープ・ポンプ式

250ml

￥1200

56188 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 泡ハンドソープ・詰替

250ml

￥950
説:小ﾊﾟﾌ付き｡天然のﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰをﾍﾞｰｽに無鉱物油･無香料･ﾀｰﾙ系色素無添加･ﾊﾟﾗﾍﾞﾝﾌﾘ

44701 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ルースパウダー

10g

￥4500 ｰﾂ ﾔでと作透り明上感げ､たつﾅけﾁ たｭ ﾗてﾙ ﾙのｰ ｽｻﾊﾗﾟｻｳﾗﾀ感ﾞ がｰ ｡持ふ続んしわまりす柔｡ら○かﾘ ｸなｲ ﾊﾄ ﾟﾞ ｳﾌ ﾀｧ ﾞﾝ ｰﾃ がﾞ ｰ毛ｼ ｮ穴ﾝ のや後小でじ適わ量をのｶ ﾊﾊﾞﾟｰｳしﾀ ﾞてｰ を上ﾊ質ﾟ ﾌな

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

対
外

̶

２週
号 翌週

ルースパウダー
小パフ付き。天然のミネラルパウダーをベースに無鉱物油・無香料・タール系色素無添加・パラベンフリーで作り上げたナチュラル
ルースパウダー。ふんわり柔らかなパウダーが毛穴や小じわをカバーして上質なツヤと透明感、つけたてのサラサラ感が持続します。
リクイドファンデーションの後で適量のパウダーをパフ全体になじませ、こすらず軽くたたくようにお顔全体に丁寧にのせていきます。
※リクイドファンデーションを化粧筆で塗布するとよりムラなく美しく仕上がります。
プレストファンデーションの上から軽く押さえるように重ねると透明感がアップし化粧のもちもよくなります。ハイライトに
フィニッシュパウダーとして鼻筋、額、あご、ほおなど高い部分に重ねると立体感のある仕上がりに。化粧直しにもご使用になれます。

2週号企画

商品番号

35079 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

リマナチュラル
34832 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

ﾋﾟｭｱUVﾘｸｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 215ﾋﾟﾝｸ 30ml

34833 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 211 ﾋﾟﾝｸ 14g

￥3800
２週号
対外

メイクアップ（翌週）
ﾋﾟｭｱUVﾓｲｽﾁｬｰﾊﾟｸﾄ 216ﾋﾟﾝｸ 16g

￥4500

翌週

２週号

賞味：̶

対外

説:SPF15･PA++ｷﾒが細かく薄づきで､重ね塗りができる
ﾍﾞｰｽ用ＵＶﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ｡べたつかず､しっとりとなじみ､透明感の
ある肌に｡また､水や汗に強く､化粧崩れを防ぎます｡微粒子ﾁﾀﾝ
が紫外線を反射してｶｯﾄし､ｼﾐ･ｿﾊﾞｶｽを予防します｡ 成分:水/ｼ
ｸﾛﾒﾁｺﾝ/BG/ﾃﾄﾗｵｸﾀﾝ酸ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ/ﾄﾘｵｸﾀﾉｲﾝ/ｾﾁﾙｼﾞﾒﾁｺﾝｺﾎﾟﾘｵｰﾙ/
ｼﾞｵｸﾀﾝ酸ﾈｵﾍﾟﾝﾁﾙｸﾞﾘｺｰﾙ/ｼﾞｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-6/ｾｽｷｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸
ｿﾙﾋﾞﾀﾝ/ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸Na/ﾂﾊﾞｷ油/ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｱﾗﾝﾄｲﾝ/ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ
/ｸｵﾀﾆｳﾑ-18/ｸﾄﾗｲﾄ/ﾐﾘｽﾁﾝ酸亜鉛/ﾒﾀﾘﾝ酸Na/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ｸｵﾀﾆ
ｳﾑ-73/＋/−/酸化ﾁﾀﾝ/ｶｵﾘﾝ/ﾀﾙｸ/酸化鉄/ｸﾞﾝｼﾞｮｳ/酸化亜鉛/ﾒﾁｺﾝ/
ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ赤/水酸化ｸﾛﾑ

￥3800

翌週

２週号

賞味：̶

対外

説:SPF15･PA++超微粒子ﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟのUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ｡水や
汗にも強く素肌感のある自然な仕上がり｡保湿成分として卵黄ﾚ
ｼﾁﾝ等を配合し肌ざわりもｿﾌﾄ｡微粒子ﾁﾀﾝが紫外線を反射してｶｯ
ﾄしｼﾐ･ｿﾊﾞｶｽを予防します｡2Wayﾀｲﾌﾟ｡ 成分:ﾏｲｶ/ﾀﾙｸ/ｽｸﾜﾗﾝ/酸
化ﾁﾀﾝ/ｼﾞﾒﾁｺﾝ/ﾒﾁｺﾝ/ｶｵﾘﾝ/ｹｲ酸Ca/ｼﾘｶ/ﾂﾊﾞｷ油/ﾎﾎﾊﾞ油/(ﾋﾄﾞﾛｷｼｽﾃｱ
ﾘﾝ酸/ｽﾃｱﾘﾝ酸/ﾛｼﾞﾝ酸)ｼﾞﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ/ﾐﾘｽﾁﾝ酸ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙ/水酸化
Al/ｾｽｷｵﾚｲﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀﾝ/ｽﾃｱﾘﾝ酸/水添卵黄脂肪油/ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸/ﾋﾉｷﾁ
ｵｰﾙ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/＋/−/酸化鉄/ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ赤

翌週

賞味：̶

説:SPF15･PA++しっとりのびて肌にﾌｨｯﾄしｶﾊﾞｰ力が強く夏
場にもくずれにくいｵｰﾙｲﾝﾜﾝﾀｲﾌﾟ｡保湿成分として米胚芽油等を
配合し肌ざわりもｿﾌﾄ｡微粒子ﾁﾀﾝが紫外線を反射してｶｯﾄしｼﾐ･ｿ
ﾊﾞｶｽを予防します｡2Wayﾀｲﾌﾟ｡ﾋﾟｭｱＵＶﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝよりやや明る
めの仕上がりです｡ 成分:ｽｸﾜﾗﾝ/ｼﾞﾒﾁｺﾝ/ｼﾞｵｸﾀﾝ酸ﾈｵﾍﾟﾝﾁﾙｸﾞﾘｺ
ｰﾙ/酸化亜鉛/ﾐﾘｽﾁﾝ酸ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙ/ﾒﾁｺﾝ/(ﾋﾄﾞﾛｷｼｽﾃｱﾘﾝ酸/ｽﾃｱﾘﾝ酸/
ﾛｼﾞﾝ酸)ｼﾞﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ/ｼﾘｶ/ｾｽｷｵﾚｲﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀﾝ/ｺﾒ胚芽油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｼﾙ
ｸ/ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/ﾂﾊﾞｷ油/ｿｳﾊｸﾋｴｷｽ/ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/＋/
−/ﾏｲｶ/ﾀﾙｸ/酸化ﾁﾀﾝ/酸化鉄/ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ赤

1個

￥240

16g

￥3,800

￥4,500 29160 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾓｲｽﾁｬｰﾊﾟｸﾄ 216ﾋﾟﾝｸ詰替用

16g

￥3,000

14g

￥3,500 29152 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾓｲｽﾁｬｰﾊﾟｸﾄ 226ﾍﾞｰｼﾞｭ詰替用

16g

￥3,000

29551 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 221ﾍﾞｰｼﾞｭ詰替用

14g

￥3,500 29153 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ モイスチャーパクト用パフ・丸形

1個

￥240

38135 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 231ｱｰﾓﾝﾄﾞ詰替用

14g

￥3,500

35088 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾘｸｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 225ﾍﾞｰｼﾞｭ

30ml

38168 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾘｸｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ用パフ・ひし形

1個

38132 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 221ﾍﾞｰｼﾞｭ

14g

38134 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 211ﾋﾟﾝｸ詰替用

￥3,800 23085 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ用パフ・四角形
￥480 23186 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱUVﾓｲｽﾁｬｰﾊﾟｸﾄ

-48-

226ﾍﾞｰｼﾞｭ

※表示価格は全て税抜き価格です。

説:SPF34｡PA++｡ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ日焼止ﾍﾞｰｽｸﾘｰﾑ(化粧下地兼用)｡微粒子ﾁﾀﾝがﾍﾞｰﾙとなり紫

22200 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ サンプロテクタークリーム

30g

￥2800 外さ ら線 っを と反 の射びしてて､防白ぎ浮まきすし｡まﾕ ｷせﾉ ｼんﾀ ｡ｴ 男ｷ ｽ女､ ｿ兼ｳ ﾊ用ｸ ､ﾋｵｴｰｷﾙｽｼ配ｰ ｽ合ﾞでﾝ ﾀ紫ｲ ﾌ外ﾟ ｡線 に成疲分れ: 水た/ 肌ｼ ｸをﾛ ﾍ整ﾟ ﾝえﾀ ｼまﾛ ｷすｻ｡ﾝ 少/ 酸量化でﾁ ﾀ

対
外

̶

２週
号 翌週

サンプロテクタークリーム
SPF34。PA++。ウォータープルーフ日焼止ベースクリーム(化粧下地兼用)。微粒子チタンがベールとなり紫外線を
反射して防ぎます。ユキノシタエキス、ソウハクヒエキス配合で紫外線に疲れた肌を整えます。少量でさらっとのびて、
白浮きしません。男女兼用、オールシーズンタイプ。少量を手に取り、パッティングしながらなじませると、白浮き
せずに仕上がります。また、日差しの強いときや汗をかいたときなどはこまめに塗り直します。首回りや全身のケア
にもご使用になれます。洗い流すときにはクレンジングジェル（メイク落とし）をご使用ください。
38139 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱｱｲｶﾗｰE215ﾊﾟｰﾌﾟﾙ系(ﾎﾜｲﾄ･ﾊﾟｰﾌﾟﾙ･ﾌﾞﾙｰ)

3.6g

￥3800

説:紅花色素と無機顔料を使用したｱｲｶﾗｰ｡ｿﾌﾄなﾊﾟｰﾙ感でﾒｲｸｱｯﾌﾟの幅が広がります｡保湿
成分として椿油､ｽｸﾜﾗﾝを配合し､より皮脂に近く､肌に優しくなっています｡ﾎﾜｲﾄと基本色2
色の3色ｾｯﾄ｡ 成分:ｽｸﾜﾗﾝ/(ﾋﾄﾞﾛｷｼｽﾃｱﾘﾝ酸/ｽﾃｱﾘﾝ酸/ﾛｼﾞﾝ酸)ｼﾞﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾁﾙ/ﾎﾎﾊﾞ油/ｽﾃｱﾘﾝ酸

対
外

̶

２週
号 翌週

オーガニック ピュアアイカラーE215パープル系（ホワイト・パープル・ブルー）
紅花色素と無機顔料を使用したアイカラー。ソフトなパール感でメイクアップの幅が広がります。保湿成分として椿油、
スクワランを配合し、より皮脂に近く、肌に優しくなっています。ホワイトと基本色2色の3色セット。ブラシにはポニーの
毛を使用。専用ブラシにとり、まぶた全体にうっすらとやわらかくぼかし、目尻側には色を少しずつ重ねて自然な
グラデーションに仕上げます。単色で濃い場合は、ホワイトを混ぜると淡い色合いにできます。また、ホワイトを
フェイスブラシで顔全体につけると、パール感が出て、華やかな仕上がりになります。
38140 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱｱｲｶﾗｰE225ﾌﾞﾗｳﾝ系(ﾎﾜｲﾄ･ﾌﾞﾗｳﾝ･ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ)

3.6g

￥3,800 38143 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱアイカラー 詰替用ブルー

1.2g

￥1,000

38141 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱアイカラー 詰替用ホワイト

1.2g

￥1,000 38144 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱアイカラー 詰替用ブラウン

1.2g

￥1,000

38142 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱアイカラー 詰替用パープル

1.2g

￥1,000 38145 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱアイカラー 詰替用ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ

1.2g

38148 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー C210ピンク系

5.4g

￥3500

説:紅花色素と無機顔料のﾅﾁｭﾗﾙな発色が美しいほお紅｡きめ細かく肌になじみ､明るく健
康的な表情を演出します｡濃淡ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝの2色をｾｯﾄ｡椿油､ｽｸﾜﾗﾝを配合し､より皮脂に近
く､肌に優しくなっています｡ 成分:ﾀﾙｸ/ｽｸﾜﾗﾝ/ｽﾃｱﾘﾝ酸亜鉛/(ﾋﾄﾞﾛｷｼｽﾃｱﾘﾝ酸/ｽﾃｱﾘﾝ酸/ﾛｼﾞﾝ

対
外

￥1,000
̶

２週
号 翌週

オーガニック ピュアチークカラー C210ピンク系
紅花色素と無機顔料のナチュラルな発色が美しいほお紅。きめ細かく肌になじみ、明るく健康的な表情を演出します。
濃淡グラデーションの2色をセット。椿油、スクワランを配合し、より皮脂に近く、肌に優しくなっています。
ブラシにはポニーの毛を使用。専用ブラシにとり、ほほ骨の中心から顔の側面に向けて、やや上の方に、幅広くふんわりと
ぼかし、立体感をつくります。まぶたにぼかしてアイカラーとしてもご使用になれます。
38149 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー C220レッド系

5.4g

￥3,500 38153 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用オレンジ

2.7g

￥1,300

38150 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー C230オレンジ系

5.4g

￥3,500 38154 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ

2.7g

￥1,300

38151 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用ピンク

2.7g

￥1,300 38155 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用レッド

2.7g

￥1,300

38152 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ

2.7g

￥1,300 38156 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱチークカラー 詰替用ﾗｲﾄﾚｯﾄﾞ

2.7g

￥1,300

38157 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ P-212ｳﾞｨｳﾞｨｯﾄﾋﾟﾝｸ

3.4g

￥3800

説:昔ながらの紅花色素と､無機顔料とで色彩を出した鮮やかで美しい口紅｡なめらかに
のび､軽いﾀｯﾁでｷﾒ細かくなじみます｡ﾋﾏｼ油をﾍﾞｰｽに椿油やｽｸﾜﾗﾝ等を保湿成分として配合､
より皮脂に近く唇を優しく保護します｡(植物性基剤のため柔らかめです｡ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾗｼのご使

対
外

̶

２週
号 翌週

オーガニック ピュアリップスティック P-212ヴィヴィットピンク
昔ながらの紅花色素と、無機顔料とで色彩を出した鮮やかで美しい口紅。なめらかにのび、軽いタッチでキメ細かく
なじみます。ヒマシ油をベースに椿油やスクワラン等を保湿成分として配合、より皮脂に近く唇を優しく保護します
（植物性基剤のため柔らかめです。リップブラシのご使用をおすすめします）。リップブラシに口紅を含ませ、
口角から中心に向けて輪郭を描き、その中を塗りつぶします。下地にはピュア トリートメントリップをおすすめします。
38158 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ P-216ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

3.4g

￥3,800 38162 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ O-293ｵﾗﾝｼﾞｭ

3.4g

￥3,800

29059 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ P-218ﾗｲﾄﾛｰｽﾞ

3.4g

￥3,800 29060 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ O-295ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾀﾝ

3.4g

￥3,800

38159 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ R-224ﾚｯﾄﾞﾜｲﾝ

3.4g

￥3,800 38163 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ O-296ﾁｮｺﾚｰﾄ

3.4g

￥3,800

38161 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾋﾟｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ R-234ｳﾞｨｳﾞｨｯﾄﾜｲﾝ

3.4g

￥3,800

38164 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 口紅・ヌードカラーB111ﾋﾟｸｼｰ

3.6g

￥3800

説:植物由来の基剤(ﾋﾏｼ油)をﾍﾞｰｽに無機顔料のみで色彩を出したﾍﾞｰｼﾞｭ系の口紅｡ややﾏｯ
ﾄな質感で落ち着いた雰囲気を演出します｡紫外線散乱剤として酸化ﾁﾀﾝを配合したUV対
応ﾀｲﾌﾟ｡(植物性基剤の為､柔らかめ｡ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾗｼのご使用をおすすめします｡) 成分:ﾋﾏｼ油/ﾃﾄ

対
外

̶

２週
号 翌週

オーガニック 口紅・ヌードカラーB111ピクシー
植物由来の基剤（ヒマシ油）をベースに無機顔料のみで色彩を出したベージュ系の口紅。ややマットな質感で落ち着いた
雰囲気を演出します。紫外線散乱剤として酸化チタンを配合したUV対応タイプ（植物性基剤の為、柔らかめ。
リップブラシのご使用をおすすめします）。リップブラシに口紅を含ませ、口角から中心に向けて輪郭を描き、
その中を塗りつぶします。下地にはピュア トリートメントリップをおすすめします。
38165 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 口紅・ヌードカラーB113ｻｰﾓﾝﾍﾞﾘｰ

2週号企画

商品番号

39392

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

39394

3.6g

￥3,800 38166 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ 口紅・ヌードカラーB192モカ

リマナチュラル

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

3350

ヘアケア・歯磨き（翌週）

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

23086

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

マイルドシャンプー ポンプ式 マイルドリンス ポンプ式
ミルキィスタイリングフォーム ヘアクリーム 90g
500ml
￥2750 500ml
￥2750 200g
￥1800
２週号
対外

翌週

賞味：̶

説:ｱﾐﾉ酸系､ﾔｼ油脂肪酸系
の生分解性の高い洗浄･起泡
成分を使用し､髪と肌への刺
激をおさえたｼｬﾝﾌﾟｰ｡保湿成
分として椿油､ｶﾐﾂﾚｴｷｽ等を配
合｡ﾏｲﾙﾄﾞな泡だちでしっとり
と洗い上げ､抜け毛やぱさつ
きを防ぎます｡赤ちゃんにも
使える程優しいﾀｲﾌﾟ｡ 成分:
水/ﾗｳﾛｲﾙﾒﾁﾙｱﾗﾆﾝ/ｺｺｱﾝﾎ酢酸
Na/ﾗｳﾗﾐﾄﾞDEA/ﾗｳﾗﾐﾝｵｷｼﾄﾞ/
ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾂﾊﾞｷ油/ｶﾐﾂﾚｴｷｽ/褐藻ｴ
ｷｽ/ｱﾛｴﾍﾞﾗｴｷｽ/ｸｴﾝ酸/ﾊﾞﾗﾍﾞﾝ/
ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑ/ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ/ｴﾁﾄﾞﾛ
ﾝ酸/ﾍﾟﾝﾃﾄ酸5Na/香料/ｱﾗﾝﾄｲﾝ
/BG/胴ｸﾛﾛﾌｨﾘﾝNa/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/ｴ

２週号
対外

翌週

２週号

賞味：̶

説:秩父の天然湧水とﾗﾉﾘﾝ
脂肪酸由来のﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ
成分を使用したﾘﾝｽ｡保湿成分
として椿油､ｶﾐﾂﾚｴｷｽ､海藻ｴｷｽ
等を配合｡美しいﾂﾔを与え､し
なやかに輝く髪に仕上げま
す｡ 成分:水/ｸｵﾀﾆｳﾑ-33/ﾍﾞﾍﾆ
ﾙｱﾙｺｰﾙ/ｵﾚｲﾙｱﾙｺｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｵﾚｽ
-5/ｽﾃｱﾗﾐﾝｵｷｼﾄﾞ/ﾂﾊﾞｷ油/ｶﾐﾂﾚｴ
ｷｽ/褐藻ｴｷｽ/ｱﾛｴﾍﾞﾗｴｷｽ-1/ﾊﾟﾗ
ﾍﾞﾝ/ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ/塩化Na/ｽﾃｱﾘ
ﾝ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ/香料/ｸｴﾝ酸/BG/ﾄｺ
ﾌｪﾛｰﾙ/ｴﾀﾉｰﾙ

￥3,800

3.6g

対外

翌週

賞味：̶

説:合成ﾎﾟﾘﾏｰ系を使用せ
ず､ﾐﾙｸに含まれるﾀﾝﾊﾟｸ質(ﾐﾙ
ｸｶｾﾞｲﾝ)の凝固力を活かしたﾍ
ｱﾑｰｽ｡重たくならず､しっかり
ｳｪｰﾌﾞをｷｰﾌﾟするｾﾐﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ｡
傷んだ髪もつややかに仕上げ
ます｡ｵﾀﾈﾆﾝｼﾞﾝｴｷｽ､ﾄｳｷｴｷｽが
髪と地肌の健康状態を整えま
す｡ 成分:水/ｴﾀﾉｰﾙ/LPG/ｶｾﾞ
ｲﾝNa/BG/ｸｴﾝ酸/ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ/
ﾃﾞｼﾙｸﾞﾙｺｼﾄﾞ/ﾂﾊﾞｷ油/褐藻ｴｷｽ/
加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ/ﾄｳｷｴｷｽ/ｵﾀﾈﾆ
ﾝｼﾞﾝｴｷｽ

37433

ビオ・ホワイトデンシーS（本

￥2000 体） 20g
２週号
対外

￥1800

翌週

２週号

賞味：̶

説:髪油として名高い椿油
をﾍﾞｰｽとして､ｵﾘｰﾌﾞ油､ﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾞｰ油を贅沢に配合したﾍｱｸﾘ
ｰﾑ｡ぱさつく髪を自然にまと
めるﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾀｲﾌﾟ｡ﾂﾔとしっと
り感が持続します｡ 成分:水
/ﾂﾊﾞｷ油/BG/ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸/ﾍﾞﾍﾆﾙ
ｱﾙｺｰﾙ/水添ﾔｼ油/ｵﾘｰﾌﾞ油/ﾊﾟﾙﾐ
ﾁﾝ酸ｾﾁﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｼﾞﾒﾁｺﾝ/ﾊﾞﾁﾙｱ
ﾙｺｰﾙ/ﾎﾎﾊﾞ油/ｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾ
ﾘﾙ-5/ｲｿｽﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-2/ｽ
ﾃｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-10/ﾌｪﾉｷｼｴﾀ
ﾉｰﾙ/ﾒﾀﾘﾝ酸Na/香料/ﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾞｰ油/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ

39393 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ マイルドシャンプー 詰替

500ml

￥2,420 37434 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ ビオ・ホワイトデンシーS（詰替）

39395 L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ マイルドリンス 詰替

500ml

￥2,420

-49-

L.Nｵｰｶﾞﾆｯｸ

対外

翌週

賞味：3年

説:ﾊﾟｳﾀﾞｰ歯磨き｡清潔な乾
いた歯ﾌﾞﾗｼにﾊﾟｳﾀﾞｰを適量つ
けてお使いください｡お一人
使用で約1~2ヶ月分｡微粒子
の自然海塩と天然ﾊｯｶ油､無農
薬抹茶の爽やかな香味でみが
き心地よく仕上げています｡
成分:炭酸Ca/ｺﾑｷﾞﾌｽﾏ/ﾐﾘｽﾁ
ﾝ酸K/海塩/ｺﾒﾇｶ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾁｬ葉ｼ
ﾘｶ/酸化鉄/ｱﾙﾐﾅ/ﾊｯｶ油

20g

￥1,500

※表示価格は全て税抜き価格です。

サンコーのお菓子

放射能検査結果:検出限界10Bq/kgで不検出（翌週）

放射能検査結果：検出限界10Bq/kgで不検出（2022.11.1現在の情報です）
5216 ｻﾝｺｰ 赤ちゃんせんべい 14枚

1袋

￥290

39848 ｻﾝｺｰ 磯辺巻

40g

36309 ｻﾝｺｰ 小魚せんべい

50g

￥230

￥270 47091 ｻﾝｺｰ ふわふわチップ にんじん味

20g

￥230

60g

￥260 35505 ｻﾝｺｰ きな粉ウエハース

1袋

￥230

36310 ｻﾝｺｰ 野菜スナック

55g

￥250

12枚入

￥260

53683 ｻﾝｺｰ さくふわせんべい 紫いも味

21g

￥280 41597 ｻﾝｺｰ 豆乳プチクッキー 9g 5

1連

￥230

26391 ｻﾝｺｰ 荒挽きえびせん

50g

￥240 38506 ｻﾝｺｰ 野菜プチクッキー 10g 5袋

1連

￥230

9162 ｻﾝｺｰ えびまるせん

50g

￥250 39844 ｻﾝｺｰ タマゴボーロ 16g 5

1個

￥270

51553 ｻﾝｺｰ えびせんべい ノンフライ

40g

￥260

30g

￥340

25315 ｻﾝｺｰ ひじきあられ

55g

￥260 44344 ｻﾝｺｰ ココアプチクッキー 9g 5

1連

￥230

51551 ｻﾝｺｰ ねじりん棒 ミニパック

15g

￥80 29253 ｻﾝｺｰ ミニ小魚スナック 10g 5

1連

￥320

5559 ｻﾝｺｰ 柿ピー
42536 ｻﾝｺｰ ねじりん棒
2795 ｻﾝｺｰ はとむぎおこし

1127 ｻﾝｺｰ 紫いもチップ

5516 ｻﾝｺｰ カルシウムウエハース

9170 ｻﾝｺｰ ごま入り味付いりこ（2.5g 12）

105g

￥350 44343 ｻﾝｺｰ えびスナック 10g 4袋

1個

￥230

100g

￥200 41601 ｻﾝｺｰ フルーツラムネ 15g 5

1個

￥220

￥300 38505 ｻﾝｺｰ えび小判 3枚 5袋

1組

￥230

10枚入

5518 ｻﾝｺｰ 牛乳かりんとう ※容量変更125g→

100g

￥250 44345 ｻﾝｺｰ おから入り揚げあられ 7g 5袋

1個

￥240

6549 ｻﾝｺｰ 玄米おこし

10枚

￥300 43541 ｻﾝｺｰ 国産野菜のかりんとう 20g 4袋

1個

￥290

5403 ｻﾝｺｰ 黒ごまかりん糖

135g

￥210

1連

￥310

2513 ｻﾝｺｰ ミニミレービスケット 23g 5

31889 季節限定 ｻﾝｺｰ 芋けんぴ ※再開

90g

￥220 53685 ｻﾝｺｰ やさしいラムネ 13g 5

1組

￥250

36313 ｻﾝｺｰ ふ菓子（ふがし）

7本

￥220

1袋

￥260

51557 ｻﾝｺｰ 米粉クッキー

6本

￥320 28176 ｻﾝｺｰ こぐまのビスケット 12g 5

1組

￥360

10g 4

￥260

43540 ｻﾝｺｰ かぼちゃサブレ
33278 ｻﾝｺｰ カル鉄スティック ココア味

6枚入

5558 ｻﾝｺｰ ミニどうぶつビスケット 20g 5

￥220 23516 ｻﾝｺｰ ミニえびまるせん

110g

￥270 44341 ｻﾝｺｰ 干し柿寒天

110g

￥290

4488 ｻﾝｺｰ ひじきスティック

110g

￥270 30949 ｻﾝｺｰ 寒天ゼリー コーヒー味

135g

￥270

7772 ｻﾝｺｰ 野菜スティック

110g

￥270

95g

￥250

5545 ｻﾝｺｰ 胚芽ビスケット

170g

￥320 41596 ｻﾝｺｰ 珈琲キャラメル

140g

￥320

5398 ｻﾝｺｰ 胚芽スティック

180g

￥320

7413 ｻﾝｺｰ ミルクキャラメル

180g

￥320

5572 ｻﾝｺｰ ミレービスケット

165g

￥320

4478 ｻﾝｺｰ のどガム

10個

￥150

5546 ｻﾝｺｰ ミルクスティック

100g

￥270 28183 ｻﾝｺｰ のど飴

34g

￥140

100g

￥230

90g

￥250

￥270 36205 ｻﾝｺｰ ミントガム

10粒

￥150

165g

￥300

51552 ｻﾝｺｰ ミレービスケット ノンフライ
48610 ｻﾝｺｰ 発芽玄米ブランのサンド

9枚

7309 ｻﾝｺｰ 包み黒糖飴

4469 ｻﾝｺｰ 黒酢の飴

5560 ｻﾝｺｰ 畑のクラッカー

135g

￥270

7994 ｻﾝｺｰ アーモンドキャラメル

38508 ｻﾝｺｰ 全粒粉クラッカー

100g

￥270

9383 ｻﾝｺｰ コーヒーバウムクーヘン

1個

￥520

95g

￥360

1748 ｻﾝｺｰ バウムクーヘン

1個

￥520

￥280 39849 ｻﾝｺｰ おやつカステラ

130g

￥280

36312 ｻﾝｺｰ クリームサンドクラッカー ﾒｰﾌﾟﾙ風味
47092 ｻﾝｺｰ あずきなクラッカー

130g

5515 ｻﾝｺｰ 小魚スナック

55g

￥250 38510 ｻﾝｺｰ カップケーキ

8個

￥340

23523 ｻﾝｺｰ ごぼうスナック

55g

￥250 37583 ｻﾝｺｰ 豆乳どーなっつ

72g

￥200

23522 ｻﾝｺｰ 海草スナック

55g

￥250 54423 ｻﾝｺｰ 豆乳マドレーヌ

4個

￥330

31887 ｻﾝｺｰ カリポテスナック

50g

￥230 54424 ｻﾝｺｰ 玄米粉入り蒸しパン

3個

￥430

44340 ｻﾝｺｰ ねじりん棒 カレー味

85g

￥230 43538 ｻﾝｺｰ 小倉ようかん

58g

￥150

37584 ｻﾝｺｰ 畑のスナック カレー味

55g

￥240 56997 ｻﾝｺｰ 安納芋ようかん

58g

￥170

ちろりん村

選別品（翌週）

ちろりん村ではチェルノブイリ原子力発電所で起こった事故の情報や、福島原発事故当初からのドイツ気象局による放射性物質拡散予報などから、
原則として農産物、畜産物、水産物は西日本産であることが望ましいと考え確認を進めております。
ご注文に不便をおかけして申し訳ありませんが、週刊カタログの巻末に今現在おすすめできる商品を掲載することにしましたのでご活用下さい。
巻末掲載アイテムがまとまった時点で定番カタログを検討したいと思います。
※加工品は原材料が多種になり確認に時間がかかるためご不便をおかけしますが、可能な限り詳しい情報をカタログに反映していきたいと思っております
（現在、週刊オーガニー掲載商品の確認を順次行っているところですが、まだ一部確認のできていないものが混在している点をどうぞご理解ご了承下さい）。
※各メーカーには最終製品段階での放射能測定を要望していきます。
（第三者機関（検査機関の名称公開を原則とします）にて検出限界値最大10Bq/kgで放射能測定を行い、検出限界値未満であるのが望ましいと考えています
※ヨウ素131は半減期が8日とされているため20Bq/kgで検査をおこなっているものがあります）
※現在取扱い休止としている商品または下記の一覧に掲載していない商品が、すなわち汚染されているということではなく現段階で安全であるかどうかの
判断材料を得られていないということです。現状において東日本産の食品で検査をしていないものについては商品の製造時期、原料の収穫時期、
作物の採れる地域、製造場所などで判断しております。 ※石けん、化粧品、雑貨等の判断基準は現在検討中です。
※18年11月1週号でお伝え致しました通り北海道原料に関しては取り扱いを再開しております。

50047 ﾑｿｰ 玄米もち・よもぎ（特別栽培米使用）315g

7個入

￥580 57326 ﾑｿｰ 国内産 いりごま・金

35g

￥640

50046 ﾑｿｰ 玄米もち（特別栽培米使用）315g

7個入

￥580 57327 ﾑｿｰ 国内産 すりごま・金

30g

￥640

45352 ﾑｿｰ 有機 しっとりすりごま 白

80g

￥340 25199 ﾑｿｰ 有機 あらいごま・白

80g

￥220

45353 ﾑｿｰ 有機 しっとりすりごま 黒

80g

￥340 25200 ﾑｿｰ 有機 あらいごま・黒

80g

￥220

38922 ﾑｿｰ 国内産 いりごま・白

35g

￥640 25201 ﾑｿｰ 有機 いりごま・白

80g

￥230

38924 ﾑｿｰ 国内産 すりごま・白

30g

￥640 25202 ﾑｿｰ 有機 いりごま・黒

80g

￥230
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※表示価格は全て税抜き価格です。

7402 ｻﾝｺｰ 皮去りほうじハトムギ

400g

￥930 34408 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 きつねうどん 78g 4個

1組

￥840

34184 桜井 国内産ハトムギ・粒

150g

￥580 34410 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 カレーうどん 85g 4個

1組

￥840

42490 ﾑｿｰ 岩手県産 はとむぎ

150g

￥720 34412 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 きつねうどん 24個入

1ｹｰｽ

￥5,040

37291 ﾑｿｰ 国内産有機 大豆

200g

￥370 34414 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 カレーうどん 24個入

1ｹｰｽ

￥5,040

42488 ﾑｿｰ 岩手県産 もちあわ

150g

￥780 28465 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 納豆そば 81.5g 4個

1組

￥840

42489 ﾑｿｰ 岩手県産 ひえ

150g

￥720 32691 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 納豆そば 24個入

1ｹｰｽ

￥5,040

42487 ﾑｿｰ 岩手県産 もちきび

150g

￥720 34409 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 山菜そば 78g 4個

1組

￥840

22705 桜井 雑穀ブレンド 400g

1袋

￥820 34413 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 山菜そば 24個入

1ｹｰｽ

￥5,040

31774 桜井 国内産 薄力粉（契約栽培）

500g

￥490 57219 瀬川 天然真昆布（北海道八雲町産）

115g

￥1,000

38743 桜井 岐阜県産・薄力粉

500g

￥340 54399 道南 北海道函館産・真昆布

150g

￥860

35544 むそう商事 オーガニック小麦粉・薄力粉

500g

￥490

1袋

￥323

35543 むそう商事 オーガニック小麦粉・強力粉

500g

￥490 49521 金丸水産 （優）はやどれ海苔 半切 20枚入

1袋

￥462

200g

￥310

1699 ﾑｿｰ 産地直送・きざみ焼のり

20g

￥380

28469 桜井 ホットケーキミックス・砂糖入

400g

￥410

4703 ﾑｿｰ 焼のり

10枚入

￥470

28963 桜井 ホットケーキミックス・無糖

400g

￥410

8861 ﾑｿｰ 御のり（板のり）

10枚

￥450

200g

￥230

4g

￥340

42160 桜井 有機 お菓子をつくるお米の粉

250g

￥470 49042 宝海草 国内産5種の海藻サラダ

10g

￥340

43798 桜井 お米を使った天ぷら粉

200g

￥330 57386 武久 有機栽培 どんこ椎茸・大分産

30g

￥680

42161 桜井 お米のホットケーキミックス

200g

￥290 40570 ﾑｿｰ 大分産椎茸 小粒どんこ

45g

￥730

200g

￥380

1016 ﾑｿｰ 有機大豆使用にがり高野豆腐

6枚

￥650

80g

￥550

1941 ﾑｿｰ 有機大豆使用にがり凍み豆腐･さいの目

50g

￥350

58811 ﾏﾙｼﾏ 牛乳にまぜる本日のきなこ〈黒ごま〉

75g

￥278 50541 ﾑｿｰ 有機大豆使用にがり凍み豆腐

6枚

￥430

58812 ﾏﾙｼﾏ 牛乳にまぜる本日のきなこ〈ココア〉

75g

￥278 52127 ﾏﾙｱｲ 有機 切干大根

50g

￥300

58813 ﾏﾙｼﾏ 牛乳にまぜる本日のきなこ〈抹茶〉

75g

￥308

1903 ﾏﾙｼﾏ 煮干し粉

70g

￥240

120g

￥320

4037 ﾏﾙｼﾏ 極上 本枯れ削りぶし

20g

￥320

4256 ｼｶﾞﾘｵ リブレフラワーホワイト 浅炒り

500g

￥1,300

3478 ﾑｿｰ 花かつお

50g

￥440

4612 ｼｶﾞﾘｵ リブレフラワーブラウン

500g

￥1,300

2007 ﾑｿｰ かつお削り節パック 4g 5

1袋

￥470

100g

￥270

731 桜井 国内産・パン粉

721 桜井 契約栽培・片栗粉

3904 ﾑｿｰ 特別栽培米あやひめ使用・上新粉
6375 ﾑｿｰ 無双 本葛（粉末）

33541 ﾑｿｰ 国内産有機きな粉

2557 金丸水産 （徳用）はやどれ海苔 半切 20枚入

417 向井 手づくり香辛料 すじ青のり

36874 木曽路 シリンゴル重曹 2kg

1袋

￥1,150 29030 ﾑｿｰ 国内産・春雨

36875 木曽路 シリンゴル重曹 1kg

1袋

￥690

387 ﾏﾙｼﾏ 本かつお

90g

￥680

36876 木曽路 シリンゴル重曹 600g

1袋

￥460

921 ﾑｿｰ 粗精糖

1kg

￥570

44125 木曽路 シリンゴル重曹（ボトル入り）

380g

￥460 32485 ﾑｿｰ てんさい含蜜糖

500g

￥430

40413 本田商店 奥出雲生蕎麦（2人前・つゆなし）

200g

￥440 48240 ﾑｿｰ てんさい含蜜糖・粉末

500g

￥430

49355 ﾑｿｰ 国内産 二八そば

200g

￥429 48255 むそう商事 オーガニック ココヤシシュガー

250g

￥1,000

49356 ﾑｿｰ 国内産 十割そば

200g

￥500 55291 ﾑｿｰ 鹿児島県産 三温糖

500g

￥500

29148 ﾑｿｰ 焼そば（乾麺）

180g

￥400

100g

￥230

300g

￥400 44231 ｵﾙﾀｰ ブラックソルト（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）

500g

￥484

49049 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊﾟｽﾀ・スパゲッティ

500g

￥400 23631 命と塩の会 土佐の海の天日塩 あまみ

500g

￥1,630

29151 桜井 ツイストパスタ (旧)国内産ﾏｶﾛﾆ(ﾂｲｽﾄ)

300g

￥400 48265 木曽路 モンゴル塩（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）

250g

￥560

480 桜井 エルボパスタ (旧)国内産マカロニ

300g

￥400 48267 木曽路 モンゴル塩こしょう（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）

250g

￥700

49051 むそう商事 OGﾊﾟｽﾀ・フジッリトリコロール

500g

￥580 48269 木曽路 ヒマラヤ岩塩（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）

250g

￥700

37639 むそう商事 OGパスタ ペンネ

500g

￥400

400g

￥1,490

478 桜井 ロングパスタ (旧)国内産・スパゲティ

616 赤穂 天塩 焼塩 卓上ビン

2257 塩の邑 土佐の山塩小僧

31307 桜井 ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝのためのﾗｰﾒﾝ みそ味

98g

￥165 28967 海工房 天日手揉み塩 美味海(うまみ)

500g

￥1,429

31308 桜井 ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝのためのﾗｰﾒﾝ しょうゆ味

98g

￥165 32564 海工房 自然海塩 りぐる

230g

￥571

35630 桜井 十穀らーめん・しお味（ﾉﾝﾌﾗｲ）

87g

￥210 22169 ﾊｲﾒｰﾙ キパワーソルト（詰替用）

250g

￥1,500

35629 桜井 十穀らーめん・醤油味（ﾉﾝﾌﾗｲ）

88g

￥210

230g

￥1,500

1袋

￥700 28010 海の精 やきしお ビン入

60g

￥420

99g

￥160 28011 海の精 やきしお（詰替用）60g

1袋

￥240

1257 桜井 純正ラーメン（5食入）
50421 桜井 しょうゆらーめん（RSPO認証）

891 ﾊｲﾒｰﾙ キパワーソルト 容器入

50422 桜井 みそらーめん（RSPO認証）

101g

￥160 28012 海の精 ハーブソルト

55g

￥480

50423 桜井 ごまらーめん（RSPO認証）

100g

￥160 28013 海の精 ペッパーソルト

55g

￥480

50424 桜井 しおらーめん（RSPO認証）

99g

￥160

3942 海の精 海の精・あらしお

500g

￥1,200

53478 桜井 とんこつラーメン（RSPO認証）

103g

￥170

3943 海の精 海の精・あらしお ※旧名赤ﾗﾍﾞﾙ

240g

￥600

55106 桜井 ベジタリアンのとんこつ風らーめん

106g

￥220 36204 海の精 やきしお・スタンドパック

150g

￥560

55107 桜井 ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん

138g

￥300 44616 海の精 ハーブソルト 詰め替え用

55g

￥320

￥840 44615 海の精 ペッパーソルト 詰め替え用

55g

￥320

651 向井 手づくり香辛料 黒コショー荒びき

20g

￥340

652 向井 手づくり香辛料 白コショー

20g

￥320

70g

￥570

34407 ﾄｰｴｰ どんぶり麺しょうゆ味ラーメン78g 4個

1組

34411 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 しょうゆ味ラーメン 24個入

1ｹｰｽ

￥5,040

38925 ﾄｰｴｰ どんぶり麺しお味ラーメン 78.5g 4

1組

￥840

38926 ﾄｰｴｰ どんぶり麺 しお味ラーメン 24個入

1ｹｰｽ

53479 桜井 液体ソース焼そば（RSPO認証）

114g

￥170

655 向井 手づくり香辛料 からし

20g

￥250

55105 桜井 ベジタリアンのソース焼そば

118g

￥190 29191 向井 手づくり香辛料 わさび

20g

￥300

￥5,040 47070 ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ にんにくペースト

-51-

※表示価格は全て税抜き価格です。

24598 向井 手づくり香辛料 山椒

5g

￥480 40750 飯尾 富士玄米黒酢

500ml

￥1,600

1467 向井 手づくり香辛料 一味

20g

￥360 40751 飯尾 富士玄米黒酢

900ml

￥2,500

28912 向井 香辛料・軸付タカの爪

5g

￥300

1719 ﾋｶﾘ 有機 ゆず果汁

100ml

￥620

1466 向井 手づくり香辛料 七味

15g

￥410

9689 ﾑｿｰ 有機アップルビネガー

360ml

￥380

56687 井上ｽﾊﾟｲｽ 特選カレーパウダー

20g

￥250

1720 ﾑｿｰ OGレモン100％しぼりたて

180ml

￥500

2539 ﾏﾙｼﾏ 純正 醤油 淡口 紙パック
23034 ﾏﾙｼﾏ 有機 純正 醤油（濃口）紙パック入

550ml

￥486 46085 ﾏﾙｼﾏ ゆずぽん酢

300ml

￥530

550ml

￥610

400ml

￥700

￥1,100 43307 ﾋｶﾘ 有機 ぽん酢しょうゆ

250ml

￥430

￥2,050 36050 ﾋｶﾘ 職人の夢・有機すだちぽん酢

180ml

￥620

400ml

￥470

360ml

￥800

500ml

￥720

8134 ﾏﾙｼﾏ 割烹ぽん酢 ゆずの香

9516 ﾏﾙｼﾏ 天然醸造 杉桶 醤油 900

900ml

9517 ﾏﾙｼﾏ 天然醸造 杉桶 醤油 1800

1.8L

9527 ﾏﾙｼﾏ 再仕込 醤油（さしみ用）360

360ml

￥570

9528 ﾏﾙｼﾏ 穀醤（こくびしお）500

500ml

￥911 40754 飯尾 富士ゆずぽん酢

9529 ﾏﾙｼﾏ 穀醤（こくびしお）900

900ml

￥1,456

37875 ﾏﾙｼﾏ 国産 有機しょうゆ

150ml

￥489

1002 角谷商店 有機本格 三河みりん

1.8L

￥3,240

37876 ﾏﾙｼﾏ 国産 有機しょうゆ

300ml

￥767

1417 角谷商店 有機本格 三河みりん

500ml

￥1,040

1.8L

￥2,800

1015 角谷商店 三河みりん

700ml

￥1,020

537 ﾔﾏﾋｻ 頑固なこだわり こいくち醤油 1.8L

1本

￥2,700

1014 角谷商店 三河みりん

1.8L

￥2,320

538 ﾔﾏﾋｻ 頑固なこだわり こいくち醤油 720ml

1本

￥1,300

529 味の一 味の母（みりん風味） 1.8L

1本

￥1,820

539 ﾔﾏﾋｻ 純正醤油 うすくち 1.8L

1本

￥1,800

530 味の一 味の母（みりん風味） 720ml

1本

￥850

540 ﾔﾏﾋｻ 純正醤油 うすくち 720ml

1本

￥830

563 ﾑｿｰ 煎らずに搾った 胡麻油 165g

1本

￥720

1本

￥1,300

562 ﾑｿｰ 圧搾一番しぼり 胡麻油 165g

1本

￥700

1本

￥1,100

564 ﾑｿｰ 一番搾り胡麻油使用 辣油（ラー油）

45g

￥600

1本

￥1,300 44617 ﾑｿｰ 国産なたねサラダ油

450g

￥900

1250g

￥1,520

4655 ﾔﾏﾋｻ 豆しょう再仕込

3668 ﾔﾏﾋｻ 頑固なこだわり うすくち醤油 720ml
511 ﾔﾏﾋｻ 減塩醤油 500ml
6288 ﾔﾏﾋｻ 頑固なこだわり 本生醤油 720ml
9295 ﾔﾏﾋｻ 卓上用 豆しょう再仕込

145ml

5530 長工 ゆず醤油・かけぽん
1687 ﾑｿｰ みやこの料理酒

￥550 26795 ﾑｿｰ 純正なたねサラダ油（紙パック）

1550 ﾔﾏﾋｻ 豆しょう再仕込 500ml

1本

￥1,350

2836 むそう商事 OGEXﾊﾞｰｼﾞﾝ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（Olivalle）

180g

￥840

40679 ﾔﾏﾋｻ 純正醤油 こいくち 1.8L

1本

￥1,800 37646 むそう商事 OGEXﾊﾞｰｼﾞﾝ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（Olivalle）

460g

￥1,850

40680 ﾔﾏﾋｻ 純正醤油 こいくち 720ml

1本

￥830 34662 三和 まいにちのこめ油（旧）みづほ こめ油

1500g

￥1,260

180g

￥1,650

800g

￥1,187

505 長工 だし入り・かけ醤油

400ml

44230 丸中 熟成しょうゆ

￥470 52319 ｱﾙｺｲﾘｽ ｲﾝｶｸﾞﾘｰﾝﾅｯﾂ インカインチオイル

720ml

￥1,410

1kg

￥770

3704 松田 マヨネーズ・甘口 ※入荷不安定

300g

￥545

250g

￥250

3706 松田 マヨネーズ・辛口 ※入荷不安定

300g

￥545

450g

￥680

8325 ﾑｿｰ 平飼い鶏の有精卵マヨネーズ

290g

￥470

360ml

￥745

587 創健 べに花マヨネーズ チューブ

300g

￥490

1369 飯尾 富士すし酢

360ml

￥600

586 創健 べに花マヨネーズ チューブ

500g

￥720

40752 飯尾 純米 富士酢

500ml

￥700 29165 ﾋｶﾘ 果実の恵み・ドレッシング

200ml

￥410

40753 飯尾 純米 富士酢

1.8L

￥1,800 40854 ﾋｶﾘ 有機 青じそノンオイル ドレッシング

200ml

￥480

41394 飯尾 富士すのもの酢

360ml

￥600 46022 ﾋｶﾘ 国産なたね油使用･野菜ドレッシング

200ml

￥430

42800 飯尾 富士ピクル酢

360ml

￥600

200ml

￥410

53916 ﾑｿｰ カンタン 八芳酢

360ml

￥420 36678 ﾑｿｰ 旬菜健美・胡麻ドレッシング

390ml

￥750

1894 長工 長崎みそ（麦みそ）
35685 ﾏﾙｸﾗ 白みそ
3937 ﾑｿｰ 無双信州味噌
40839 内掘 フルーツビネガー 有機りんごの酢

821 石橋 菜種無添加ｻﾗﾀﾞ油(非遺伝子組換)丸缶

581 ﾋｶﾘ うめしょうゆ有機ドレッシング

56478 玉ねぎドレッシング 200ml

578 有機トマトケチャップ・チューブ※品薄 300g

￥500 常温 賞味：8ヶ月 毎号 翌週
冨貴食研
原:ﾘﾝｺﾞ酢(国内製造)/ﾀﾏﾈｷﾞ/ｿﾃｰﾀﾏﾈｷﾞ/醤油(小麦･大豆を含む)/食用植物油脂/水飴/砂糖/ｴﾉｷﾀﾞｹ/柚子果
汁/食塩/ｲﾜｼｴｷｽ/米澱粉/乾燥赤ﾋﾟｰﾏﾝ/香辛料 説:玉ﾈｷﾞを増量し風味豊かにﾘﾆｭｰｱﾙしました｡国産の
玉ﾈｷﾞに国産の柚子の風味を加えたﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞです｡さっぱりとしたお肉のｿｰｽに｡納豆や冷や奴に｡
栄養成分(大さじ1杯(15g)当たり)熱量33kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質0.3g/脂質2.1g/炭水化物43.1g/食塩相当量0.7g｡製造

￥390 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機(ﾄﾏﾄ/ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝﾆｸ)/砂糖/麦芽水飴/有機純米酢/有機純ﾘﾝｺﾞ酢/食塩/香辛料 説:製造工場地:徳
島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡JAS認定商品｡有機ﾄﾏﾄの持つ自然の甘味
を生かし甘口に仕上げた､舌ざわりの良い､ﾄﾏﾄの風味を堪能できるﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟです｡

￥500 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機ﾄﾏﾄ/砂糖/麦芽水飴/米酢/食塩/有機玉ﾈｷﾞ/有機ﾆﾝﾆｸ/香辛料 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在
放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡海外産の有機ﾄﾏﾄ､有機玉ﾈｷﾞ･ﾆﾝﾆｸで作った､ﾄﾏﾄの風味
を堪能できるｹﾁｬｯﾌﾟです｡

￥730 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜/果実（みかん/ﾄﾏﾄ/玉葱/ﾆﾝﾆｸ/人参）/醸造酢/粗糖及び黒糖/原塩/香辛料（胡椒/ﾆﾝﾆｸ/丁字
/ﾛｰﾚﾙ/桂皮） 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

577 トマトケチャップ 400g ビン入り 1本

570 ウスターソース 900ml

572 濃厚ソース 900ml

1020 お好みソース 広島そだち 500g

￥730 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:無農薬野菜果実/無農薬純りんご酢/糖及黒糖/原塩/でんぷん/香辛料 説:製造工場地:徳
島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥578 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾏﾙｼﾏ
原:野菜･果実(ﾄﾏﾄ･林檎･玉葱)/糖類(三温糖･ﾌﾞﾄﾞｳ糖果糖液糖)/有機醤油/醸造酢(米酢)/澱粉/食塩/魚
介ｴｷｽ/香辛料(原材料の一部に大豆･小麦含む) 説:国内産の野菜や果物を丸ごと溶かしこんだｺｸ
のある甘口ｿｰｽです｡

6169 お好みソース 360ml

26490 有機 ウスターソース 250ml

￥390 常温 賞味：1年半 毎号 翌週

ﾋｶﾘ
原:有機ﾘﾝｺﾞ(ﾄﾙｺ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他)/国産有機(玉葱/ﾐｶﾝ/人参)/ｱﾒﾘｶ他産有機ﾄﾏﾄ/国産有機(ﾆﾝﾆｸ/ﾚﾓﾝ/ﾕｽﾞ)/麦芽
水飴/天日塩/国産原料使用本醸造醤油/国産米使用有機米酢/有機ｺｰﾝｽﾀｰﾁ/国産昆布/香辛料 説:有
機野菜と果実の甘みを生かしたｺｸのあるｿｰｽ｡お好み焼き､たこ焼き､焼きそばなどに｡製造工場
地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥420 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜果実(ﾘﾝｺﾞ/玉葱/ﾆﾝﾆｸ/ﾚﾓﾝ/ﾄﾏﾄ/ﾐｶﾝ)有機醸造酢(有機米酢/有機米酢)純ﾘﾝｺﾞ酢/有機糖蜜/砂糖
/食塩/有機醤油(大豆小麦を含む)香辛料/昆布 説:有機野菜･果実本来の甘さを引き出し､ｿｰｽに
ﾋﾟｯﾀﾘ合う贅沢な純ﾘﾝｺﾞ酢を使用しました｡ｻｯﾊﾟﾘ味の有機JAS認定のｿｰｽです｡香辛料野菜果実が
沈殿もしくは浮遊していますので､よく振ってご使用下さい｡製造工場地:徳島｡2011.12現在放射

￥420 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜果実(人参/ﾄﾏﾄ/ﾐｶﾝ/玉葱/柚/ﾚﾓﾝ/ﾆﾝﾆｸ/ﾘﾝｺﾞ)純ﾘﾝｺﾞ酢/有機糖蜜/有機砂糖/食塩/有機醤油(大
豆小麦を含む)香辛料/澱粉/昆布 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界
4Bq/kgで不検出｡有機野菜･果実本来の甘さを引き出し､ｿｰｽにﾋﾟｯﾀﾘ合う贅沢な純ﾘﾝｺﾞ酢を使用し
ました｡

￥420 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜果実(人参/ﾄﾏﾄ/ﾐｶﾝ/玉葱/柚/ﾚﾓﾝ/ﾆﾝﾆｸ/ﾘﾝｺﾞ)/有機醸造酢(ﾘﾝｺﾞ酢/米酢)/有機糖蜜/有機砂糖/食
塩/有機醤油(大豆小麦を含む)香辛料/澱粉/昆布 説:有機野菜･果実本来の甘さを引き出し､ｿｰｽに
ﾋﾟｯﾀﾘ合う贅沢な純ﾘﾝｺﾞ酢を使用しました｡

￥500 常温 賞味：540日 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜/果物(ﾘﾝｺﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾄﾏﾄ/その他)/有機米酢/有機ﾘﾝｺﾞ酢/食塩/香辛料/国内産有機本醸造丸大
豆醤油//ｺﾝﾆｬｸ粉/ｼｲﾀｹ/水飴 説:有機JAS認定｡砂糖を使用せずに野菜と果実の甘味を引き出した
職人こだわりのｿｰｽ｡揚げ物に煮込み料理の隠し味に｡製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結
果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥340 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜･果実(有機ﾀﾏﾈｷﾞ/有機ﾆﾝｼﾞﾝ/有機ﾐｶﾝ/有機ﾄﾏﾄ/有機ﾚﾓﾝ/有機ﾆﾝﾆｸ/有機ﾕｽﾞ/有機ｼｲﾀｹ)/糖類(砂
糖(ﾀｲ製造･国内製造)/有機糖みつ) 説:製造工場地:徳島｡放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検
出｡国産有機野菜･果実を使用し､昆布･ｶﾂｵﾀﾞｼ風味の関西風お好みｿｰｽ｡ﾏｲﾙﾄﾞな甘口に仕上げてい
るのでお好み焼きだけでなく､たこ焼きや焼きそば､ﾄﾝｶﾂ等にも合います｡

26491 有機 中濃ソース 250ml

26492 有機 濃厚ソース 250ml

35219 職人の夢 有機 中濃ソース 200ml

45877 お好みソース 関西風・チューブ 300g
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※表示価格は全て税抜き価格です。

29166 卓上 中濃ソース 360ml

571 卓上 ウスターソース 360ml

￥390 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜･果実(ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾐｶﾝ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾄﾏﾄ/ﾆﾝﾆｸ/ﾚﾓﾝ)/米酢(米:日本/砂糖/有機糖蜜)/食塩/澱粉/香辛料 説:製
造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥390 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜･果実（有機玉ﾈｷﾞ/有機ﾄﾏﾄ/有機ﾐｶﾝ/有機ﾆﾝﾆｸ/有機ﾆﾝｼﾞﾝ）/醸造酢(米酢(米:国産))/粗糖及
び黒糖/原塩/香辛料（胡椒/にくづく/丁字/ﾛｰﾚﾙ/桂皮） 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検
査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

573 卓上 濃厚ソース 360ml

1360 有機 ピザソース 225g

￥390 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機野菜果実(ﾀﾏﾈｷﾞ/ﾆﾝｼﾞﾝ/ﾐｶﾝその他)/有機純りんご酢/糖及黒糖/原塩/香辛料/でんぷん（ﾀﾋﾟｵｶと
ﾄｳﾓﾛｺｼの混合） 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥440 常温 賞味：1年半 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:中国産ﾄﾏﾄ/有機農法産（玉葱/ﾆﾝﾆｸ/しょうが）/無農薬純米酢/洗双糖/食塩/香辛料/本みりん 説:
製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

1690 オイスターソース 115g

32810 だし亭や・かつおだし 8g 8 1袋

￥450 常温 賞味：18ヶ月 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:牡蠣ｴｷｽ(ｶｷ:広島/食塩)/洗双糖/本醸造醤油/ｼﾏﾏｰｽ/三河みりん/魚醤/馬鈴薯ﾃﾞﾝﾌﾟﾝ/ﾚﾓﾝ ※2021.3月下
旬頃より変更｡馬鈴薯澱粉→有機馬鈴薯澱粉､ﾚﾓﾝ→有機ﾚﾓﾝ 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放
射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

￥380 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾑｿｰ
原:伯方の塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産岩塩/愛媛海水)/麦芽糖(ｱﾒﾘｶ他産ﾄｳﾓﾛｺｼ/北海道産馬鈴薯澱粉/鹿児島産
甘藷澱粉/ﾀｲ他産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉)/北海道産甜菜糖/枕崎産鰹節粉末/酵母ｴｷｽ粉末(大分産酵母ｴｷｽ/鹿児島
産甘藷由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/北海道産昆布粉末 説:製造工場地:広島｡放射能検査結果(2014.3.10現在):検出
下限値(I-131)1.1Bq/kg･(Cs-137)1.2Bq/kg･(Cs-134)1.6Bq/kgで不検出｡かつお節､昆布､食塩の入った溶け

32812 だし亭や・いりこだし 8g 8 1袋

5561 本枯れ和風だし（顆粒）箱入 8g 24 1個

￥380 常温 賞味：1年 毎号 翌週

ﾑｿｰ
原:麦芽糖(ｱﾒﾘｶ他産ﾄｳﾓﾛｺｼ/北海道産馬鈴薯澱粉/鹿児島産甘藷澱粉/ﾀｲ他産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉)/伯方の塩(ﾒｷｼ
ｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産岩塩/愛媛海水)/長崎･瀬戸内産煮干ｲﾜｼ粉末/酵母ｴｷｽ粉末(大分産酵母ｴｷｽ/鹿児島産甘藷
由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/枕崎産鰹節粉末/北海道産昆布粉末 説:製造工場地:広島｡放射能検査結果(2014.3.10
現在):検出下限値(I-131)1.2Bq/kg･(Cs-137)1.3Bq/kg･(Cs-134)1.8Bq/kgで不検出｡かつお節､昆布､食塩の

￥1100 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾏﾙｼﾏ
原:にがり塩/北海道産甜菜糖/鹿児島産本枯れ節/酵母ｴｷｽ/鰹ｴｷｽ/昆布/甘藷澱粉由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(顆粒状
にする為使用) 説:本枯れ節と北海道産昆布の旨味がお料理を引き立てます｡素材の持つ美味
しさにこだわっただしです｡和風･中華･煮込み料理など幅広くご利用いただけます｡遺伝子組
み換え原料は一切使用しておりません｡

￥900 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾏﾙｼﾏ
原:にがり塩/北海道産甜菜糖/本枯れ節/酵母ｴｷｽ/鰹ｴｷｽ/昆布/甘藷澱粉由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ(顆粒状にする為
使用) 説:本枯れ節と北海道産昆布の旨味がお料理を引き立てます｡素材の持つ美味しさにこ
だわっただしです｡和風･中華･煮込み料理など幅広くご利用いただけます｡遺伝子組み換え原
料は一切使用しておりません｡

￥860 常温 賞味：1年 毎号 翌週
長工
原:本醸造有機醤油/ﾐﾘﾝ/三温糖/食塩/鰹本節/昆布ｴｷｽ/鰹ｴｷｽ 説:製造工場地:長崎｡放射能検査結果
(2012.2.8､共通原料使用京風だしの素などで検査):検出限界10Bq/kgで不検出｡静岡県焼津産の鰹本
節と､北海道産の昆布の風味を活かした濃縮ﾀｲﾌﾟの｢うすいろだしの素｣です｡素材の色を損なう
ことなく上品に仕上がります｡食塩相当量13％｡

￥1300 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾑｿｰ
原:伯方の塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産岩塩/愛媛海水)/麦芽糖(ｱﾒﾘｶ他産ﾄｳﾓﾛｺｼ/北海道産馬鈴薯澱粉/鹿児島産
甘藷澱粉/ﾀｲ他産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉)/北海道産甜菜糖/枕崎産鰹節粉末/酵母ｴｷｽ粉末(大分産酵母ｴｷｽ/鹿児島
産甘藷由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/北海道産昆布粉末 説:製造工場地:広島｡放射能検査結果(2014.3.10現在):検出
下限値(I-131)1.1Bq/kg･(Cs-137)1.2Bq/kg･(Cs-134)1.6Bq/kgで不検出｡かつお節､昆布､食塩の入った溶け

￥1300 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾑｿｰ
原:麦芽糖(ｱﾒﾘｶ他産ﾄｳﾓﾛｺｼ/北海道産馬鈴薯澱粉/鹿児島産甘藷澱粉/ﾀｲ他産ﾀﾋﾟｵｶ澱粉)/伯方の塩(ﾒｷｼ
ｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産岩塩/愛媛海水)/長崎･瀬戸内産煮干ｲﾜｼ粉末/酵母ｴｷｽ粉末(大分産酵母ｴｷｽ/鹿児島産甘藷
由来ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/枕崎産鰹節粉末/北海道産昆布粉末 説:製造工場地:広島｡放射能検査結果(2014.3.10
現在):検出下限値(I-131)1.2Bq/kg･(Cs-137)1.3Bq/kg･(Cs-134)1.8Bq/kgで不検出｡かつお節､昆布､食塩の

￥650 常温 賞味：300日 毎号 翌週
ﾑｿｰ
原:真昆布(北海道)/乾し椎茸(九州(大分･鹿児島等)) 説:製造工場地:北海道｡お吸い物､味噌汁､鍋
物､煮物などに｡古くから禅寺に伝わる精進料理､もっとも大切な味覚である｢淡たん｣は椎茸の
旨味と昆布の滋味で構成されただしで作られます｡これは体に染み渡るような滋味であり｢身
近な人の健康を願う｣という考えで植物性素材のみで構成される料理の｢素材の味を生かす｣こ

￥500 常温 賞味：10ヶ月 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ(国産鶏骨/食塩)/食塩/有機醤油(大豆･小麦含む)/砂糖/有機ﾀﾏﾈｷﾞ/有機人参/有機ｷｬﾍﾞﾂ/有
機ｾﾙﾘｰ/香辛料 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡化学調
味料･ﾀﾝﾊﾟｸ加水分解物･酵母ｴｷｽ不使用｡素材の持つ旨みを大切にした液体ﾀｲﾌﾟのﾁｷﾝｺﾝｿﾒです｡

￥1250 常温 賞味：2年 毎号 翌週

ﾑｿｰ
原:食塩/澱粉/酵母ｴｷｽ/ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝ/醤油/ｺｼｮｳ/ｾﾛﾘ/人参/ｶﾞｰﾘｯｸ※原材料の一部に小麦･大豆を含む｡ 説:
動物性素材不使用､蛋白加水分解物不使用､化学調味料不使用の洋風だしの素のお徳用ﾀｲﾌﾟで
す｡製造工場地:岐阜｡放射能検査結果(2021.3.10現在):検出下限値
(I-131)1Bq/kg･(Cs-137)1Bq/kg･(Cs-134)1Bq/kgで不検出｡

￥360 常温 賞味：1年 毎号 翌週
ﾑｿｰ
原:澱粉分解物(ﾀﾋﾟｵｶ:ﾀｲ･ﾍﾞﾄﾅﾑ)/酵母ｴｷｽ(大分･鹿児島･ﾀｲ)/粉末野菜(玉ﾈｷﾞ:主に北海道/ﾆﾝｼﾞﾝ:主に北海
道/ｷｬﾍﾞﾂ:主に九州/白菜:主に熊本/ｾﾛﾘ:主に熊本)/甜菜糖(北海道)/馬鈴薯澱粉(北海道) 説:食塩･化
学調味料･動物性素材不使用､5種類の野菜の旨味で仕上げた顆粒ﾀｲﾌﾟのだしの素です｡胡椒やﾆﾝ
ﾆｸも使用していません｡優しい風味で和風にも洋風にも幅広くご使用頂ける万能ﾀｲﾌﾟです｡お味

￥390 常温 賞味：2年 偶週号 翌週
ﾑｿｰ
原:伯方の焼塩/澱粉/酵母ｴｷｽ/ﾛｰｽﾄｵﾆｵﾝ/醤油(小麦/大豆)/ｺｼｮｳ/ｾﾛﾘ/人参/ｶﾞｰﾘｯｸ 説:野菜素材を中心とし
て作り上げた洋風ｽｰﾌﾟの素です｡ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟの素の代わりに｡ｲﾝｽﾀﾝﾄｽｰﾌﾟとして1袋を250~300ccのお
湯で溶かしてください｡製造工場地:岐阜｡放射能検査結果(2014.3.10現在):検出下限値
(I-131)1Bq/kg･(Cs-137)1Bq/kg･(Cs-134)1Bq/kgで不検出｡

￥250 常温 賞味：18ヶ月 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機醤油(有機大豆:日本/有機小麦:日本/食塩:ﾒｷｼｺ)/有機ﾀﾏﾈｷﾞ(日本)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他)/有機ｺｰﾝｽ
ﾀｰﾁ(有機ﾄｳﾓﾛｺｼ:ｵｰｽﾄﾘｱ他)/有機発酵調味料(有機米:日本/有機米麹:日本/食塩:ﾒｷｼｺ)/有機ﾌﾞﾄﾞｳ果汁(ﾄﾙｺ
他)/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄) 説:製造工場地:愛媛｡放射性物質測定結果(2018.4.21現在):
ｾｼｳﾑCs-137･ｾｼｳﾑCs-134検出下限値合算4Bq/kgで不検出｡化学調味料を使用せず有機醤油をﾍﾞｰｽに

￥250 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機米味噌(有機米:日本/有機大豆:日本/食塩:日本)/有機ﾀﾏﾈｷﾞ(日本)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他)/有機人
参(日本)/有機馬鈴薯澱粉(日本)/有機醤油(有機大豆:日本/有機小麦:日本/食塩:ﾒｷｼｺ)/有機ﾆﾝﾆｸ(日本)/
有機生姜(日本)/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄) 説:製造工場地:愛媛｡放射性物質測定結果
(2018.4.21現在):ｾｼｳﾑCs-137･ｾｼｳﾑCs-134検出下限値合算4Bq/kgで不検出｡化学調味料を使用せず有機

￥250 常温 賞味：18ヶ月 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機醤油(有機大豆:日本/有機小麦:日本/食塩:ﾒｷｼｺ)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他)/有機ﾆﾝﾆｸ(日本)/有機ｺｰﾝｽﾀ
ｰﾁ(有機ﾄｳﾓﾛｺｼ:ｵｰｽﾄﾘｱ他)/有機発酵調味料(有機米:日本/有機米麹:日本/食塩:ﾒｷｼｺ)/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵ
ｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄)/有機ﾌﾞﾄﾞｳ果汁(ﾄﾙｺ他)/有機ｼｮｳｶﾞ(日本)/ｵｲｽﾀｰｴｷｽ(ｶｷ:瀬戸内)/食塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日
本)/砂糖(日本) 説:製造工場地:愛媛｡放射性物質測定結果(2018.4.21現在):ｾｼｳﾑCs-137･ｾｼｳﾑCs-134検

￥250 常温 賞味：18ヶ月 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:有機米味噌(有機米:日本/有機大豆:日本/食塩:日本)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他)/有機ｺｰﾝｽﾀｰﾁ(有機ﾄｳﾓﾛｺｼ:ｵ
ｰｽﾄﾘｱ他)/有機発酵調味料(有機米:日本/有機米麹:日本/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄))/食塩(天
日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄)/ｵｲｽﾀｰｴｷｽ(ｶｷ:瀬戸内/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/海水:沖縄)/砂糖(日本))/有
機ﾆﾝﾆｸ(日本)/胡麻油(胡麻:ｸﾞｱﾃﾏﾗ他)/唐辛子(ｲﾝﾄﾞ他)/有機醤油(有機大豆:日本/有機小麦:日本/食塩:ﾒｷ

￥630 常温 賞味：2年 毎号 翌週
ﾋｶﾘ
原:醤油(大豆･小麦)/砂糖/本味醂/米味噌(大豆を含む)/有機米酢/有機ﾆﾝﾆｸ/ｺﾞﾏ油/有機生姜/有機玉葱/
香辛料/有機人参 説:製造工場地:徳島｡2011.12現在放射能検査結果:検出限界4Bq/kgで不検出｡

5571 お徳用 本枯れ和風だし（顆粒） 200g

24001 有機醤油 京風だしの素 うすいろ 500ml

32811 だし亭や・かつおだし 8g 30 1箱

32813 だし亭や・いりこだし 8g 30 1箱

54653 無添加・だしパック（精進だし）黄 7g 8

45721 チキンコンソメ・液体タイプ 10g 8

31678 洋風ｽｰﾌﾟの素･野菜のおかげ徳用 5g 30 1箱

48947 野菜でうまみ（食塩無添加） 3.5g 6

26009 洋風スープの素･野菜のおかげ 5g 8 1個

51310 有機 肉豆腐の素 100g

51309 有機 もやし味噌炒めの素 100g

50153 有機 青椒肉絲（ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽｰ）の素 100g

50154 有機 回鍋肉（ﾎｲｺｰﾛｰ）の素 100g

584 焼肉のたれ 350g

29559 飛魚(あご)つゆ 400ml

56480 焼肉のたれ 240g

￥470 常温 賞味：1年 毎号 翌週

長工
原:本醸造淡口醤油/みりん/砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ･甜菜)/国産飛魚/国産椎茸/国産昆布/魚介ｴｷｽ 説:製造工場
地:長崎｡放射能検査結果(2012.2.8､共通原料使用かけぽん等で検査):検出限界10Bq/kgで不検出｡2倍
希釈ﾀｲﾌﾟ｡そうめん､蕎麦､冷や麦に｡天つゆ､鍋物､お澄まし､煮物､茶碗蒸し､おでん､湯豆腐など
色々なお料理に｡詳しい原材料/本醸造醤油(ｱﾒﾘｶ産非遺伝子組換大豆/ｶﾅﾀﾞ産小麦/国産米/ﾒｷｼｺ･ｵｰｽ

￥580 常温 賞味：1年 毎号 翌週
冨貴食研
原:醤油(小麦･大豆を含む)/砂糖/ﾘﾝｺﾞﾋﾟｭｰﾚ/ﾘﾝｺﾞ果汁/ﾁｬﾂﾈ/小麦醸造調味料/米澱粉/ﾘﾝｺﾞ酢/ﾆﾝﾆｸ/米麹調
味料/食用植物油脂(ｺﾞﾏ油･菜種油)/ﾚﾓﾝ果汁/ｲﾜｼｴｷｽ/ｺﾞﾏ/香辛料(ｺｼｮｳ･唐辛子) 説:純国産の自家製焦
がし醤油を使用し､香ばしく深みのある味わいに仕上げました｡ふんだんに使用したﾌﾙｰﾂの甘
みがお肉の味をより一層引き立てます｡焼肉､ｽﾃｰｷ､炒め物などに｡唐揚げやｽﾍﾟｱﾘﾌﾞなどのお肉の

￥330 常温 賞味：90日 毎号 翌週
冨貴食研
原:ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ/砂糖/ﾀﾏﾈｷﾞｿﾃｰ/餅米飴/ﾈｷﾞ油/ﾘﾝｺﾞ酢/米麹調味料/米澱粉/食塩/豆板醤(大豆を含む)/ｼｮｳｶﾞ
説:2~3人前｡純植物性の中華ﾁﾘの素です｡ﾄﾏﾄと玉ﾈｷﾞをたっぷり使用して野菜の甘みを生かした
優しい味です｡お好みの野菜､ｴﾋﾞ､ｲｶ等とﾌﾗｲﾊﾟﾝで加熱しながら絡めて調理してください｡栄養成
分(1袋あたり)熱量226kcal/たんぱく質0.8g/脂質10.4g/炭水化物32.2g/食塩相当量3.5g｡製造工場地:大

￥330 常温 賞味：90日 毎号 翌週
冨貴食研
原:醤油(小麦･大豆を含む)/餅米飴/ﾈｷﾞ油/本味醂/米麹調味料/砂糖/米澱粉/ｴﾉｷﾀｹ/食塩/昆布ﾀﾞｼ/米酢/ｼｮ
ｳｶﾞ/干椎茸/香辛料 説:2~3人前｡純植物性の中華うま煮の素です｡昆布と椎茸の自家製だしの旨
味にﾈｷﾞ油が香ばしい優しい味です｡お好みの野菜とﾌﾗｲﾊﾟﾝ等で加熱しながら絡めて調理してく
ださい｡栄養成分(1袋あたり)熱量195kcal/たんぱく質1.2g/脂質10.4g/炭水化物24.1g/食塩相当量5.7g｡

￥330 常温 賞味：90日 毎号 翌週
冨貴食研
原:醤油(小麦･大豆を含む)/餅米飴/味噌(豆味噌･米味噌)/砂糖/米澱粉/ﾈｷﾞ油/胡麻油/菜種油/昆布ﾀﾞｼ/
米酢/ﾆﾝﾆｸ/粒状大豆たん白/ｼｮｳｶﾞ/干椎茸/唐辛子/花椒粉 説:2~3人前｡醤油と味噌をﾍﾞｰｽに丁寧に
炒めた香味野菜で香りをつけた優しい味の麻婆豆腐の素です｡豆腐の他､ﾅｽやﾋﾟｰﾏﾝ等の野菜や､
豚挽肉と調理しても美味しくお召し上がりいただけます｡栄養成分(1袋あたり)熱量168kcal/たん

￥330 常温 賞味：90日 毎号 翌週
冨貴食研
原:味噌(豆味噌･米味噌:大豆を含む)/砂糖/餅米飴/甜麺醤(小麦を含む)/醤油/胡麻油/米澱粉/ﾈｷﾞ/米酢/
粒状大豆たん白/昆布ﾀﾞｼ/ｼｮｳｶﾞ/菜種油/米糀調味料/干椎茸/食塩 説:2人前｡純植物性のｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麺
の素です｡甜麺醤と味噌のｺｸにﾛｰｽﾄしたﾈｷﾞの甘みを合わせた優しい味の中華です｡お好きな麺
にかけてお召し上がりください｡温でも冷でもお使いいただけます｡栄養成分(1袋あたり)熱量

57382 純植物性・中華チリの素 130g

57383 純植物性・中華うま煮の素 130g

57384 純植物性・麻婆豆腐の素 130g

57385 純植物性・ジャージャー麺の素 130g

44468 ｼﾀｧｰﾙ 野生黒蜂蜜

180g

￥1,300 30858 ﾏﾙｻﾝ 豆乳仕立ての にんじんスープ

180g

￥160

49045 むそう商事 オーガニック メープルシロップ

330g

￥1,450 32194 ﾏﾙｻﾝ 豆乳仕立ての にんじんスープ180g 10

1ｹｰｽ

￥1,600

45325 ｲﾃﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 有機 アガベ・シロップゴールド

330g

￥900 56512 冨貴食研 有機の玄米ポタージュ・にんじん

135g

￥298

38672 ｻｸﾗ食品 有機 オーガニック シロップ 8個入

120g

￥210 56513 冨貴食研 有機の玄米ポタージュ・かぼちゃ

135g

￥298

46135 和田萬 有機 白ごまペースト

80g

￥440 56514 冨貴食研 有機の玄米ポタージュ・ごぼう

135g

￥298

46136 和田萬 有機 黒ごまペースト

80g

￥440 56515 冨貴食研 有機の玄米ポタージュ・さつまいも

135g

￥298

24121 ﾏﾙｼﾏ 手ほぐし 天然紅鮭

60g

￥550 56516 冨貴食研 有機の玄米ポタージュ・あずき

135g

￥298

35g

￥390

160g

￥460

35g

￥390 24525 ﾑｿｰ 直火焙煎カレールゥ・中辛

170g

￥390

35g

￥390 24526 ﾑｿｰ 直火焙煎カレールゥ・辛口

170g

￥390

57911 ﾑｿｰ 贅沢おかか昆布ふりかけ

35g

￥390 35097 ﾑｿｰ 直火焙煎カレールゥ・甘口

170g

￥390

1714 ﾑｿｰ 梅しそひじきふりかけ

35g

￥390 52739 ﾑｿｰ 果実と野菜の本格カレーペースト

180g

￥740

46511 ﾑｿｰ 有機ごま塩

50g

￥260 54244 むそう商事 タイ・レッドカレー（レトルト）

170g

￥500

57957 ﾘﾝｸｽﾃｰｼｮﾝ 秋鮭荒ほぐし身

80g

￥640 54245 むそう商事 タイ・ベジタブルカレー（レトルト）

170g

￥500

1505 ﾑｿｰ 塩吹昆布
49377 ﾑｿｰ 海鮮小魚ふりかけ
1200 ﾑｿｰ しそわかめふりかけ

1045 桜井 ベジタリアンのためのカレー（ﾙｰ）

-53-

※表示価格は全て税抜き価格です。

54243 むそう商事 タイ・グリーンカレー（レトルト）

170g

￥500 43794 無双本舗 国産生姜入り･梅干番茶ｽﾃｨｯｸ 8g 20

37641 桜井 ベジタリアンのためのシチュー（ﾙｰ）

120g

￥500 34665 無双本舗 有機 梅醤 陽寿

28463 ﾑｿｰ 直火焙煎ハヤシ＆シチュールウ

120g

￥400

47935 ﾋｶﾘ 有機ミートソース（ﾚﾄﾙﾄ）

1個

￥1,400

250g

￥1,900

2818 無双本舗 有機 梅干番茶・スティック 8g 20

1個

￥1,600

140g

￥290 40521 無双本舗 有機・梅干番茶・スティック8g 40

1箱

￥2,750

320g

￥370 39510 無双本舗 有機 生姜末（アルミパック）

45g

￥580

49047 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ パスタソース・アラビアータ

340g

￥590

9809 無双本舗 蓮根粉末（コーレン）

50g

￥540

49048 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ パスタソース・バジル

340g

￥590

7605 無双本舗 節蓮根粉末（コーレン）

50g

￥680

2586 ﾄﾚﾃｽ 乾燥糸こんにゃく(ぷるんぷあん)25g 10

1袋

￥550

1301 ﾑｿｰ 梅醤エキス

350g

￥2,000

55672 ﾄﾚﾃｽ 乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり(65g 5)

1袋

￥920 31453 むそう商事 OGインスタント珈琲・詰替

85g

￥1,150

100g

￥1,500

1箱

￥590

10g 5

￥700

579 ﾋｶﾘ 有機トマトピューレ

47933 ﾑｿｰ 有機生芋 板こんにゃく・広島原料

250g

￥250 26063 むそう商事 OGインスタント珈琲

47934 ﾑｿｰ 有機生芋 糸こんにゃく・広島原料

150g

￥190 41032 むそう商事 OGｲﾝｽﾀﾝﾄ珈琲 使い切りﾀｲﾌﾟ2g 15

193 太洋 特別栽培 しらたき

200g

￥195 51297 むそう商事 有機デカフェ（ｶﾌｪｲﾝﾚｽｺｰﾋｰ）

423 小林 本造りなめたけ・ビン入り

200g

￥330

1845 ﾋｼﾜ園 無農薬紅茶ティーパック 2.2g 20

1個

￥300

90g

￥400

2486 ﾋｼﾜ園 農薬を使わず育てた紅茶 リーフ

100g

￥500

53120 宝食品 「島っこ」生のり佃煮
500 ﾑｿｰ 本干 たくあん

200g

￥540 26690 ﾑｿｰ OG ブラックココア

120g

￥590

58499 ﾑｿｰ 有機 南高梅・塩味控えめ ※数量限定

180g

￥880 44793 ﾋｶﾘ 有機じんわ~りしょうが

150ml

￥450

58500 ﾑｿｰ 有機 小梅・塩味控えめ

100g

￥800 34768 播磨園 有機抹茶（缶入）

20g

￥950

￥430 56355 ﾋｼﾜ園 農薬を使わずに育てた宇治緑茶TB(20袋)

36g

￥440

￥400 47067 ｾﾞﾝﾔｸﾉｰ 鳥取はとむぎ茶（7g 24）

1袋

￥500

￥400 42448 うららか べにふうき緑茶 TB 2g 20個入

1袋

￥600

1234 創健 べに花一番 オー・ツナ缶
52950 千葉産直 とろイワシ水煮

90g
190g

55706 山梨罐詰 釜揚げしらす（缶詰）

40g

27247 千葉産直 ミニとろイワシ・味付

100g

￥300

7308 ﾑｿｰ 有機・無双番茶 TB 5g 40

1袋

￥980

46781 千葉産直 オイルサーディン

100g

￥380

1133 ﾅｶﾞﾉ 国産ふじりんご100 125ml 3

1組

￥369

51957 千葉産直 オイスターオリーブオイル漬け

100g

￥775 39363 ﾅｶﾞﾉ 国産ふじりんご100 125ml 18

1組

￥2,214

51958 千葉産直 焼き塩さば

100g

￥370 41256 ﾋｶﾘ オーガニックりんごジュース 190g 30

1ｹｰｽ

￥4,200

33960 千葉産直 とろさば・みそ煮

180g

￥450 56680 むそう商事 OGｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ・クラウディアップル

1L

￥780

33961 千葉産直 とろさば・水煮

180g

￥450 56679 むそう商事 OGｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ・オレンジ

1L

￥840

45323 伊藤食品 あいこちゃん銀のまぐろ水煮

70g 3

￥720 35229 ﾋｶﾘ 有機 野菜飲むならこれ！190g 6

1組

￥1,020

45324 伊藤食品 あいこちゃん金のまぐろ油漬

70g 3

￥720 43289 ﾋｶﾘ 国産有機野菜ジュース 125ml 6本

1組

￥960

4674 遠藤製餡 オーガニック ゆであずき 缶入

250g

￥360 46023 ﾋｶﾘ 有機にんじんジュース・無塩 160g 6

1組

￥1,020

4704 遠藤製餡 オーガニック 赤飯用あずき 缶入

230g

￥280 46028 ﾋｶﾘ 有機アップルキャロット 190g 6

1組

￥1,020

8819 ﾋｶﾘ 麻婆の素（びん入）約8人前

225g

￥420 46029 ﾋｶﾘ 有機・果実と野菜のジュース 190g 6

1組

￥1,020

38176 角田商店 朝堀 たけのこ水煮 ブロック

200g

￥570 46030 ﾋｶﾘ オーガニックりんごジュース 190g 6

1組

￥840

33384 小島 壮健粥

220g

￥280 35220 ﾋｶﾘ 有機 野菜飲むならこれ！190g 30

1ｹｰｽ

￥5,100

53686 ﾋｶﾘ 有機キーマカレー・中辛

140g

￥390 42822 ﾋｶﾘ 国産有機野菜ジュース 125ml 18本

1ｹｰｽ

￥2,880

42159 桜井 ベジタリアンのための根菜カレー(ﾚﾄﾙﾄ)

200g

￥335 46032 ﾋｶﾘ すっとゆずドリンク 190g 30

1ｹｰｽ

￥3,600

41031 桜井 ベジタリアンのための豆カレー(ﾚﾄﾙﾄ)

200g

￥335

1ｹｰｽ

￥3,600

40662 桜井 ベジタリアンのための野菜カレー(ﾚﾄﾙﾄ)

200g

￥335 38412 ﾋｶﾘ 有機にんじんジュース・無塩 160g 30

1ｹｰｽ

￥5,100

1740 小島 有機・玄米粥

200g

￥180 41258 ﾋｶﾘ 有機・果実と野菜のジュース 190g 30

1ｹｰｽ

￥5,100

4047 小島 有機・玄米クリーム

200g

￥230 41257 ﾋｶﾘ 有機アップルキャロット 190g 30

1ｹｰｽ

￥5,100

8306 ﾋｶﾘ 有機野菜使用野菜ｼﾞｭｰｽ無塩190g 30

28280 小島 有機発芽玄米おにぎり 90g 2

1個

￥370 43264 ﾋｶﾘ OGｱｯﾌﾟﾙｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml 6

1組

￥840

28281 小島 有機発芽玄米おにぎり わかめ 90g 2

1個

￥370 46013 ﾋｶﾘ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ250ml 6

1組

￥840

28282 小島 有機発芽玄米おにぎり しそ 90g 2

1個

￥370 47416 ﾋｶﾘ OGぶどうｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml 6

1組

￥840

34791 小島 玄米トマトリゾット

200g

￥260 40485 ﾋｶﾘ レモンサイダー 250g 6

1組

￥840

1739 小島 有機・玄米小豆粥

200g

￥180

1ｹｰｽ

￥4,200

8548 遠藤製餡 有機 小倉あん

300g

￥420 46034 ﾋｶﾘ みかんサイダー＋レモン 250ml 6

1組

￥840

54238 聖食品 高野山 ごま豆腐・白（カップ入）

120g

￥150 30782 創健 丹沢サイダー 250ml 6

1組

￥720

54239 聖食品 高野山 ごま豆腐・黒（カップ入）

120g

￥150 43175 ﾋｶﾘ OGｱｯﾌﾟﾙｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml 30

1ｹｰｽ

￥4,200

54240 聖食品 高野山 金ごま豆腐（カップ入）

100g

￥150 46014 ﾋｶﾘ ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ250ml 30

1ｹｰｽ

￥4,200

54241 聖食品 高野山 ゴマ豆腐（袋入）

140g

￥250 47415 ﾋｶﾘ OGぶどうｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml 30

1ｹｰｽ

￥4,200

1ｹｰｽ

￥4,200

9386 ﾋｶﾘ みかんサイダー＋レモン250g 30

24808 ｴﾋﾞｽﾊﾟｯｸ 玄米いかごはん

1個

￥640

55960 竹内商店 かつお生節

1本

￥425 59181 ﾋｼﾜ園 オーガニック グリーンティー

100g

￥400

55969 かごしま 有機米のおかゆ（5ヶ月期）

80g

￥389 58328 ﾋｶﾘ ｵｰｶﾞﾆｯｸ クラフトコーラシロップ

150ml

￥500

55970 かごしま 有機野菜のおかゆ（7ヶ月期）

80g

￥417

350g

￥950

250g

￥430

1936 ﾋｶﾘ レモンサイダー 250g 30

2540 ﾏﾙｼﾏ どくだみ入り健康茶

55972 かごしま 鶏と有機野菜のおかゆ（9ヶ月期）

100g

￥417 20514 ﾏﾙｸﾗ 玄米あま酒・有機米使用

55973 かごしま しらすと有機野菜のおかゆ（12ヶ月期）

100g

￥417 49174 ﾌｼﾞﾜﾗ 有機リカフェ・ボックス(珈琲感覚飲料)

2g 36

￥2,500

55971 かごしま 有機かぼちゃと味噌のおかゆ（7ヶ月期）

80g

￥417 49175 ﾌｼﾞﾜﾗ 有機リカフェ・ファミリー(珈琲感覚飲料)

60g 2

￥3,600

32487 三育 大豆たんぱく・うす切り

90g

￥305 59186 ﾏﾙｼﾏ 米粉せんべい きな粉

63g

￥350

32488 三育 大豆たんぱく・細切り

90g

￥305 59187 ﾏﾙｼﾏ 米粉せんべい 生姜

63g

￥350

85g

￥270

34666 無双本舗 生姜・番茶入り梅醤

250g

￥1,400 55403 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 北海道米の野菜せんべい

-54-

※表示価格は全て税抜き価格です。

54678 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 北海道2色の煎り大豆

62g

￥220

42703 ｱﾘﾓﾄ 召しませ日本 玄米ぽん煎餅

7枚

￥298 54679 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 北海道黒豆の甘納豆

95g

￥340

36894 ｱﾘﾓﾄ 有機玄米セラピー・うす塩味

30g

￥120 30575 丸成 有機むき栗･天津あまぐり

80g

￥330

36895 ｱﾘﾓﾄ 有機玄米セラピー・たまり醤油味

30g

￥120 30576 丸成 有機・楽笑栗

125g

￥420

36896 ｱﾘﾓﾄ 有機玄米セラピー・素焼き

30g

￥120 31312 ﾑｿｰ いか丸やき

3尾

￥790

42704 ｱﾘﾓﾄ 有機玄米セラピー 黒胡麻

30g

￥140

1個

￥1,000

42705 ｱﾘﾓﾄ 有機玄米セラピー 白胡麻

30g

￥140

792 自然丸 粉石鹸

3kg

￥943

58287 ｱﾘﾓﾄ 召しませ日本・ひとくち海老せんべい

70g

￥298

793 自然丸 台所用液体石鹸（詰め替え用）

400ml

￥179

58288 ｱﾘﾓﾄ 召しませ日本・海老ぽんせんべい

25g

￥298 46523 ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ 自然葉（しぜんは）シャンプー

300ml

￥3,000

58528 ﾏﾙｼﾏ ごほうびかりんとう きな粉

45g

￥350 51278 ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ オーガニックUVミルク

30ml

￥2,800

58529 ﾏﾙｼﾏ ごほうびかりんとう 生姜

45g

￥350 55562 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ スキンローション 月桃

150ml

￥1,400

58530 ﾏﾙｼﾏ ごほうびかりんとう しょうゆ

45g

￥350 55563 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ スキンローション 芳樟

150ml

￥1,400

9177 ｸﾘｰﾝ よもぎせっけん 98g 4

54675 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 芋けんぴ

125g

￥220 55565 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ 月桃ミルクローション

150ml

￥1,600

54677 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 塩けんぴ

100g

￥220 55566 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ ハーバルエッセンスミルク 芳樟

140ml

￥1,500

￥300 55567 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ ハーバルモイストハンドクリーム

50g

￥1,100

55401 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 北海道バタークッキー

8枚

55941 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・ﾌﾟﾚｰﾝ

5枚入 4

￥500 55568 ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ ホーリーバジルインフューズドバーム

25g

￥2,500

55943 むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・そば粉

5枚入 3

￥500 48266 木曽路 モンゴル塩 ミル付き（消費税10％）

50g

￥1,100

58006 むそう商事 オーガニックビスケット･オーツ麦

5枚入 3

￥500 48268 木曽路 ﾓﾝｺﾞﾙ塩こしょうミル付き（消費税10％）

45g

￥1,100

￥250 48270 木曽路 ヒマラヤ岩塩 ミル付き（消費税10％）

50g

￥1,100

12枚

￥600

29201 ｶﾆﾔ 玄麦カンパン

12枚

47223 別所蒲鉾 お魚チップス・プレーン

40g

￥265 58493 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ･ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝﾎﾞﾃﾞｨｼｰﾄ

47224 別所蒲鉾 お魚チップス・あおさ

40g

￥265 47748 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン昼用（21cm）

24個入

￥474

47225 別所蒲鉾 お魚チップス・甘えび

40g

￥265 47749 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン夜用（29cm）羽なし

12個入

￥474

52962 別所蒲鉾 お魚チップス・のど黒入

40g

￥315 47750 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・おりものシート

40個入

￥600

52959 別所蒲鉾 米粉入 お魚チップス・ほうれん草

40g

￥265 48241 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ﾅﾌﾟｷﾝ昼用(羽付)23.5cm

16個入

￥474

52960 別所蒲鉾 米粉入 お魚チップス・オニオン

40g

￥265 49044 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ﾅﾌﾟｷﾝ昼用(羽つき)携帯用

3個入

￥200

52961 別所蒲鉾 米粉入 お魚チップス・かぼちゃ

40g

￥265 49447 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ﾅﾌﾟｷﾝ多い日昼用(羽なし)23.5cm

18個入

￥474

115g

￥220 50613 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン夜用（羽付き）29cm

10個入

￥474

36個入

￥680

40g

￥580

300g

￥350

54676 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産さつま芋ちっぷ
59214 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産ポテトチップス うすしお味

55g

￥185 55774 G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ おりものシートロング

59215 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産ポテトチップス のり塩

53g

￥185 31687 無双本舗 有機 生姜末（ビン入り）

53281 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産ポテトチップス 柚子

53g

￥185 50479 木曽路 セスキ炭酸ソーダ

130g

￥860 55596 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・泥色 S（約13cm）

1枚

￥1,200

5790 三育 グラノーラ

400g

￥1,630 55597 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・泥色 M（約19cm）

1枚

￥1,500

8545 ﾑｿｰ ｵｰｶﾞﾆｯｸ コーンフレーク･プレーン

150g

￥380 55598 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・泥色 L（約33cm）

1枚

￥2,650

8262 ﾑｿｰ 有機・玄米フレーク・プレーン

150g

￥400 55599 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･すおう色 S（約13cm）

1枚

￥1,200

58296 むそう商事 AUGA OGﾌﾙｰﾂｵｰﾄﾐｰﾙ・ｱｯﾌﾟﾙ＆ｼﾅﾓﾝ

60g

￥400 55600 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･すおう色 M（約19cm）

1枚

￥1,500

58298 むそう商事 AUGA OGﾌﾙｰﾂｵｰﾄﾐｰﾙ・ﾊﾞﾅﾅ＆ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ

60g

￥400 55601 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･すおう色 L（約33cm）

1枚

￥2,650

47582 むそう商事 フルーツ＆ナッツバー アーモンド

1本

￥300 55602 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･みつろう色 S（約13cm）

1枚

￥1,200

47585 むそう商事 フルーツ＆ナッツバー ザクロ

1本

￥300 55603 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･みつろう色 M (約19cm)

1枚

￥1,500

47586 むそう商事 フルーツ＆ナッツバー ココナッツ

1本

￥300 55604 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･みつろう色 L（約33cm）

1枚

￥2,650

55671 むそう商事 フルーツ＆ナッツバー メープル

1本

￥300 55605 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･ひすい色 S（約13cm）

1枚

￥1,200

55398 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 北海道ボーロ（2色の野菜とﾐﾙｸ）

100g

￥210 55606 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･ひすい色 M（約19cm）

1枚

￥1,500

35222 ｳﾒｹﾝ 梅ぼしさん・しそ梅干し100％

10.8g

￥580 55607 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうﾗｯﾌﾟ･ひすい色 L（約33cm）

1枚

￥2,650

54868 無双本舗 昔ながらのしょうがあめ

70g

￥430 55608 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・青色 S（約13cm）

1枚

￥1,200

70g

￥430 55609 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・青色 M（約19cm）

1枚

￥1,500

57g

￥240 55610 ｱｺﾗｯﾌﾟ みつろうラップ・青色 L（約33cm）

1枚

￥2,650

54862 三育 玄米グラノーラ

7162 無双本舗 節れんこんのど飴
57850 ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産 北海道はちみつレモンのど飴

ゼンケン

暖房機（直送&翌週）

ゼンケンの暖房機はメーカー在庫が無くなり次第、今期終了となります。ご入用の方はお早めに。
22651 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 遠赤外線暖房器アーバンホットRH-2201

￥32,500 28437 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ2畳ﾀｲﾌﾟ(本体のみ)ZCB-20P

1枚

￥32,500

25281 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 遠赤外線暖房器アーバンホットスリムRH-502M 1台

￥20,800

1枚

￥42,000

55552 直送 ｾﾞﾝｹﾝ スポットウォームS RH-153

￥13,600 58011 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ2畳ﾀｲﾌﾟ(ｶﾊﾞｰ付･ﾌﾞﾗｳﾝ)ZC-20PB

1枚

￥42,000

22654 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気掛敷 オーガニックコットン毛布ZB-OC101SGT 1枚 ￥20,500 28438 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ3畳ﾀｲﾌﾟ(本体のみ)ZCB-30P

1枚

￥46,000

56939 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 一人用 電熱マット(ﾀｲﾏｰ付/ﾌﾞﾗｳﾝ)ZMT-75CT

1枚

￥18,000

1枚

￥58,000

56940 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ひざかけ（ｸﾞﾚｰ） ZR-51LT

1枚

￥17,000 58012 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ3畳ﾀｲﾌﾟ(ｶﾊﾞｰ付･ﾌﾞﾗｳﾝ)ZC-30PB

1枚

￥58,000

43625 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ひざかけ（ﾌﾞﾗｳﾝ）ZR-50LT

1枚

￥17,000 41779 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 足入れ電熱マット

1枚

￥17,500

28436 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ1畳ﾀｲﾌﾟ(本体のみ)ZCB-10P

1枚

￥23,000 51449 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 腰すっぽりヒーター(低電力ﾀｲﾌﾟ) ZR-05SH

1個

￥10,800

33294 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ1畳ﾀｲﾌﾟ(ｶﾊﾞｰ付･ｲｴﾛｰ)ZC-10P

1枚

￥30,000 58013 直送 ｾﾞﾝｹﾝ フットウォーマー ZR-05FW

1台

￥8,100

1台
1台

874 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ2畳ﾀｲﾌﾟ(ｶﾊﾞｰ付･ｲｴﾛｰ)ZC-20P

873 直送 ｾﾞﾝｹﾝ 電気ﾎｯﾄｶｰﾍﾟｯﾄ3畳ﾀｲﾌﾟ(ｶﾊﾞｰ付･ｲｴﾛｰ)ZC-30P
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ZMT-50FT

※表示価格は全て税抜き価格です。

お便りコーナー

2022年11月2週号
2022年11月2週号のおすすめ

【ちろりん村からのお知らせ】

（3ページ）★ムソー・一押し品★ 本干たくあん
ちろりん村の安全基準について
2011年の福島第一原子力発電所の事故以降、原則として西日本
産の農産物・海産物・畜産物を弊社通販カタログ上、または店舗に
ておすすめしてきましたが、2018年10月より、北海道産の商品に
関しては取り扱いを再開させていただきたいと思います。
再開にあたっては安全な食べものネットワーク「オルター」のオ
ルター食品放射能分析センターによる検査結果（検出限界セシウム
137・セシウム134合算で1ベクレル/kg）を参考にしました。
※ひきつづき各メーカーには最終製品段階での放射能測定を要望し
ていきます。（第三者機関（検査機関の名称を公開することを原則
とします）にて検出限界値最大10Bq/kgで放射能測定を行い、検出
限界値未満であるのが望ましいと考えています）

ムソーの一押し商品、伝統製法で作られた昔ながらのたくあん。
宮崎県で契約栽培した大根を霧島おろしの寒風の中、天日でよく
干しあげ、長時間漬け込みました。干したくあん独特の歯応えと
煎り糠の風味が食欲をそそります。ご飯との相性も抜群！刻んで
混ぜごはんにしてもおいしい！ ☆2本セットでセール価格です☆

59329 本干たくあん（200g 2）¥1,080→¥918
（3~4ページ）★年末限定商品★
丹波黒豆、たつくりなど年末用の限定商品です。数量限定のため早め
の企画になっておりますのでご注文忘れのないようお願い致します。

9204 丹波黒豆 200g ¥1,350
丹波篠山地方の大粒黒大豆です。おせち料理には欠かせない黒豆は
一年中まめに働いてまめに暮らせるといういわれがある縁起物です。
粒が大きく煮炊きしても皮が剥がれにくく何よりも噛みしめたときの
旨味が違います。

55937 鳥取県産たつくり（素材）30g ¥670

＠新スタッフ沖部屋の日常（第２５０回）

軽く炒ってから調味する田作りの素材です。香ばしく炒ったカタクチ
イワシに甘辛いタレを絡ませてお召し上がり下さい。炒ったゴマや
クルミを合わせると違う食感が楽しめます。

『大大根百本程を洗ひけり/会津八一』

55931 松前漬の素・タレ付 90g ¥580

店舗に並ぶお野菜の顔ぶれも変わってきました！

素材の味を大切に上品な味わいの天然真昆布、粘りの強いがごめ昆布、
旨みの強いスルメイカと調味液用のタレがセットになっています。
味付け数の子を合わせるとさらに豪華な逸品に。

大根やかぶ、白菜にキャベツ、ホウレン草。

（19ページ）★セール★ シャボン玉 せっけんハミガキ

大根やキャベツ、白菜はまだ地元香川県の生産者さん

無添加せっけんを使用した歯磨き粉です。合成界面活性剤、
サッカリン、防腐剤、着色料等不使用で、磨いたあとに味覚が変化
することもありません。会員様リクエストにより
こどもせっけんハミガキも定番商品となりました。

店舗スタッフ沖部屋です。気温が下がってきて

から入荷してませんが奈良県、熊本県から届いており
ます。
ちろりん村菜園にも大根を蒔いてましたが葉を全部

22214 せっけんハミガキ 140g ¥400→¥360

虫さんに食べられてしまいました

50984 こどもせっけんハミガキ 50g ¥420→¥399

また来週！」

49043 薬用せっけんﾊﾐｶﾞｷ・ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ 80g ¥500→¥475
（4ページ）★新米★ まんがら農園

お昼は暑くて夜は寒い

愛媛産・まんがら農園の古代米が新米になりました。
「古代の香り」には黒米、赤米、みどり米、香り米の4種類が
ミックスされています。黒米、赤米は赤飯のようなほんのりピンク色
に、もち種である緑米はもっちりと、香り米は読んで字のごとくいい
香りに炊きあがります。普通の白米に少し混ぜて炊くことで、極上の
炊きあがりへと手助けしてくれます。また全て玄米ですので食物繊維
やビタミン、ミネラルを含み、黒米、赤米の色はポリフェノール、
普通の白米が栄養価のあるおいしい古代米ご飯になります。お米1合
に大さじ1杯程を混ぜ、12時間程浸漬してから炊いてください。

そんな感じの日が続いて

おりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日、家に植物が欲しい！ということで花屋さんに
行ってきました。花屋のスタッフさんに聞いて息子と
どれがいいか悩んだ結果、ゴムの木を購入することに
しました。何週間か経った今、ゴムの木を見て思う

53866 古代の香り（古代米ミックス）150g ¥463

ことは、元気そうではあるけれども、今のところ何の
変化も見られない

53867 古代の香り（古代米ミックス）300g ¥741

ということ。適度に水をあげて

（5ページ）★期間限定★ 熊本産 岡島農園の塩みかん

いれば他は何もいらないとのことなので、枯らして

みかん栽培に適した温暖な熊本河内地区、太陽の光をたっぷり
受けた恵まれた農園で作っています。化学合成農薬・化学肥料は一切
使わず、自家配合の肥料と木酢液・塩で病害虫対策をしています。
自然海塩を使うことにより甘みがアップしています。岡島さん夫婦の
愛情を込めた「塩みかん」です。今期は収穫量が少ないため、11月末
までの企画となります（予定より早く終売となる可能性があります）。

しまわないように観察するのが最近の日課です。
先週号で掲載した、
50984 シャボン玉 こどもせっけんハミガキ 50ｇ
ですが、お知らせの通り今週号でセールとなっており
ますのでよろしければぜひ！

大西良実

51703 熊本・塩みかん（別途送料）10kg ¥7,733
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では今号もみなさまのお役に立てましたでしょうか。お気づき、
ご意見等ありましたらどしどしお寄せくださいませ。
大西夏子

