
5月5週号

●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

NO. 15562023年5月5週号

ちろりん村宅配センター
ちろりん村ホームページ公開中！

見
て
ね

表紙作成・大西晴子

〒760-0077
香川県高松市上福岡町2058-2

電話0120-374-568
FAX0120-919-084

週
刊 宅配

オーガニー

http://www.niji.or.jp/chirorin/

IP電話の方はこちらへ。電話 050-3540-1555　FAX 087-837-2977　までよろしくお願い致します。

（13p~14p）

ちろりん村宅配では8月14日(月)~8月19日(土)
お休みをいただきます。

★★

1月１週号2009年8月1週,2週合併号

ちろりん村のお届けカレンダー

翌々週商品お届け日

翌週商品お届け日

今週号注文書提出日

土金木水火月曜日

5/29

ご注文締め切り日
翌週商品発送日

翌々週商品発送日

2009年12月4週,2010年1月1週合併号

ぷくぷく

2010年12月4週,2011年1月1週合併号

※

※

はさみこみちらしをご覧下さい
はさみこみちらしをご覧下さい

2012年1月1週,1月2週合併号

ぷくぷく

2013年8月1週,2週合併号8月1週,8月2週
合併号

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。

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。

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。

はさみこみちらしをご覧下さい

年内最終
お届けです
翌々週商品は

お休み明けの発送と

なります！

※一部商品を除きます。

2015年12月4週,2016年1月1週合併号

いのち・心・くらしをネットワークする！

予約予約

夏夏

翌週商品は
年内最終お届け

です。 →

来年の

はさみこみちらしをご覧下さい

●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

※翌日便コースの方は上記発送日の翌日にお届けします。

はさみこみちらしをご覧下さい

（P　）

１週号企画

8月1週,8月2週
合併号　　

（9月2週号より値上がりします）

★★

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。

←お盆休み前に
　お届けできます！

お味噌汁に！炒め物に！
和え物に！毎日の食卓に
お味噌料理は欠かせません♪

入江さんのお味噌再開！入江さんのお味噌再開！
（P　）

翌々週商品は
ゴールデンウィーク休み
前のお届けになります。→

10％OFF！10％OFF！

はさみこみちらしをご覧下さい

（P　）

初回セール！

　さぷ・ナイアードのヘナ、モイスチャークリーム、アルガンオイル等々　　　はさみこみちらしをご覧下さい （P　）

2020年8月1週,8月2週合併号

と

ゴーバルのハム・
ベーコン・ソーセージ

朝のトーストパンに！
炒め物に！おつまみに！

ゴーバルのハム・
ベーコン・ソーセージ

朝のトーストパンに！
炒め物に！おつまみに！

（P　）

パプアニューギニア海産の天然えび
調理しやすいむきえびやエビフライ、
バーベキューにぴったりな有頭えび！
天然えびをぜひご家庭で！

パプアニューギニア海産の天然えび
調理しやすいむきえびやエビフライ、
バーベキューにぴったりな有頭えび！
天然えびをぜひご家庭で！

（P　）

カタログ

ちらしの表面、裏面で発送日が分かれます
表面は11／24~11／26に発送、
裏面は12／1~12／3に発送です

翌々週商品は
年内最終お届け

です。

ちろりん村
2021年12月4週,2022年1月1週合併号

2021年12/30（木）12/31（金）、2022年1/5（水）の発送はお休みです

はさみこみちらしをご覧下さい

写真

5％引き

8月2週,8月3週
合併号

2022年8月2週,8月3週合併号

8月1週,8月2週
合併号

●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。

ちろりん村のお届けカレンダー

2022年8月1週,8月2週合併号

ちろりん村宅配では

8/10（水）~8/12（金）の発送はお休みです

お盆です！お盆です！
盆休み前の最終お届けです

（翌々週商品は8/24・8/25・8/26発送です）

翌週商品発送日※

宅配発送休み→

翌々週商品発送日※ 8/198/18

8/128/11

8/17

8/10

8/58/48/3

7/297/287/27

金木水

ご注文締め切り日

曜日

翌々週商品は
お休み明けの
発送となります→

2週3週合併号で企画盛り沢山！
お盆休み前の日用品、ご入り用品の　

お買い忘れのないように！お盆前にお届けできます！
パプアニューギニア海産天然えび４点セールです！

お盆前にお届けできます！
お供えだんごの準備お忘れなく！
山清のだんご粉・あんこ・きなこ　　　

備蓄企画ヒカリジュース３点

8月2週,8月3週
合併号

化学合成添加物無添加
鹿児島県の老舗かつお節屋さん「マルモ」の
いりこ・かつお・和風だし

煮物に！お味噌汁に！うどんスープに！
様々なお料理を美味しくひきたてます♪

ヘルシーメイト魚焼き倶楽部・コロコロソイル　　歯ブラシSaLeDoハニカムクリーン／KENT天然毛歯ブラシ

はさみこみちらしをご覧下さい

島根県産　農薬・化学肥料不使用
ほろよい梅酒・自然酒
フルーティで自然な甘さのほろよい自然酒
その自然酒を梅酒にしたほろよい梅酒は

砂糖不使用ですっきりとした
自然派リキュールです。
晩酌に！食中酒に！

こだわりのお酒をご堪能下さい♪

（P　） （P　）

ライフプロポーションセンター　　
飲む酢シリーズ　ブルーベリー黒酢　博多あまおう　柚子
麦の膳　いつものお米に混ぜるだけ！糖質や脂質の吸収を抑制します
はと麦茶・ドライフルーツ・ひのきのまな板等々

はさみこみちらしをご覧下さい

（P　）

ドクターアロマバス
3包セット新登場！
一日の疲れはバスタイムで
ゆったりリラクゼーション♪
手軽なセットが登場です！
ぜひお試し下さい。
はさみこみちらしをご覧下さい（P　）

はさみこみちらしをご覧下さい（P　）

★ほろよい梅酒は数量限定です！★

不定期掲載　ゼノア化粧料　　　（P　）

12/1612/1512/14

12/912/812/7

12/212/111/30

翌々週商品発送日※

翌週商品発送日※

曜日 金木水

ご注文締め切り日

※上記発送日の翌日にお届けします。

●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

2023年1月1週,1月2週合併号

楠さんのすいか楠さんのすいか
化学肥料・農薬不使用栽培徳島県産

（くすのき）

（P　）

夏のフルーツを満喫して下さい♪

夏の贈り物に！
渡辺水産の御中元

7月3週号までの連続企画です！

夏の贈り物に！
渡辺水産の御中元

7月3週号までの連続企画です！

出雲干し詰合せ

出雲干し干物セット

（P　）

新物限定品　仙人梅
すっぱくておいしい！
伝統製法の昔ながらの梅干
残暑も熱中症に気をつけて
塩分、水分補給を忘れずに！
（9月下旬からのお届けです）

予約

7月4週号までの
連続企画です （P　）はさみこみちらしをご覧下さい

マルシマの

8月1週,8月2週
合併号

徳
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（P　）

季
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（P　）

にんにく漬けや
炒飯に！
素揚げにして
おつまみにも！

化学農薬・化学肥料・不使用栽培
徳島県くすのきさんの

期間限定です！
　お買い逃しなく！

新にんにく
（6月中旬頃までの　

予定です）

予約

今週限定！

口福広場の中華惣菜　　　

職人の道具たち　　　

ハイム化粧品　　　　

　ハイム化粧品　　　　はさみこみちらしをご覧下さい （P　）

ナチュラルライフステーションの有機種子・土ナチュラルライフステーションの有機種子・土

オーガニック野菜を
お家で育ててみませんか♪
とれたて野菜をご家庭で！

はさみこみちらしをご覧下さい （P　）

ナチュラルライフステーションの有機種子・土ナチュラルライフステーションの有機種子・土

オーガニック野菜を
お家で育ててみませんか♪
とれたて野菜をご家庭で！

はさみこみちらしをご覧下さい （P　）

世界パンから新登場！
天然酵母あんぱん（2コ入）

世界パンから新登場！
天然酵母あんぱん（2コ入）

セールです！

秋川牧園　冷凍惣菜・秋川赤どり

オーサワジャパン　　　　

偶週号企画

（P　）

（P　）フェアトレーディング　　　

口福広場の中華惣菜　　　　

井関製菓のあられ・おへぎ　　

4週号企画

（P　）

（P　）

（P　）

職人の道具たち　　　

ハイム化粧品　　　　

はさみこみちらしをご覧下さい

（P　）

（P　）

5月1週号は早出し便のため、
お届け日が変更になります。

カレンダー変更する所あれば
直して下さい。

海人商会の海藻
ゴーバルキングソーセージ

有機インスタントコーヒークスコ

今年一番最初に摘んだ新茶です！
（70℃ほど冷ましたお湯で入れてください）

美味しいお茶の時間をお楽しみください！

京都宇治有機栽培茶
童仙房茶舗

新茶　有機上煎茶

予約
今年一番最初に
摘んだ新茶です！
（70℃ほど冷ました
　お湯で入れてください）

美味しいお茶の時間を
お楽しみください！

はさみこみちらしをご覧下さい

要予約（5月1週から4週号までです）

（P　）

（6月中旬頃までの　
予定です）

もみしそ 氷砂糖梅干、梅酒作りに！こだわりの材料をどうぞ！
塩・砂糖・玄米焼酎などなど （P　）

偶週号企画

秋川牧園　冷凍惣菜・秋川赤どり

オーサワジャパン　　　　

（P　）

（P　）

２週連続企画です！

お
好
み
の
自
家
製
梅
酒
・

梅
干
し
を
漬
け
よ
う
♪

レ
シ
ピ
ち
ら
し
も

ご
覧
下
さ
い
！OGANYOGANY

6/10（土）6/9（金）6/8（木）

6/3（土）6/2（金）6/1（木）

5/26（金）5/25（木）5/24（水）

翌々週商品お届け日

翌週商品お届け日

金コース木コース水コース

ご注文締め切り日

梅干、梅酒作りに！
こだわりの調味料をどうぞ！
塩・砂糖・玄米焼酎などなど

梅干、梅酒作りに！
こだわりの調味料をどうぞ！
塩・砂糖・玄米焼酎などなど

予約最終！

予
約
最
終
！

（P3~4）

お好みの自家製梅酒・
梅干しを漬けよう♪

予約予約

　さぷECOお掃除カタログ・キッチンお掃除特集　　　　　ムソーの梅　　はさみこみちらしをご覧下さい

まるは油脂・植物油脂のお風呂の石けん
お好みの石けんでバスタイム♪

生活のおすすめ品盛り沢山！

ライフプロポーションセンター（P9~11）
5週号
企画

スポット企画！
早めの夏バテ予防に！

加持四万十川優化イオンうなぎ
（うなぎのたれは別売りです）

スポット企画！
早めの夏バテ予防に！

加持四万十川優化イオンうなぎ
（うなぎのたれは別売りです）

メイドインアース
一部セール！
メイドインアース
一部セール！

（P25）

創健社・価格変更前セール！
チキンカレー、麻婆豆腐、さば缶など。
レトルト食は忙しい時の時短に！お夜食に！
さば缶は備えておいた缶詰の入れ替えにも！

Tシャツ（きなり）、ガーゼパジャマ、
布ナプキン、ガーゼケットなど。
毎日の暮らしにぜひ
オーガニックコットンを♪

奈良県有機・吉野の梅

和歌山（紀州）の有機・南高梅
（梅酒用です）

梅の予約
最終です！

はさみこみちらしをご覧下さい

（P13~14） （P3）

（P5）

（P13）

（P3）

（P3）

（P16~17）砂糖不使用！カカオ豆好きの方に！ゴロクーバのマヤカカオ

毎日のデンタルケアに！「つまようじ法」歯ブラシブイセブン

（P11~12）

（P39）

（       ）
梅干用と
梅酒用の
2種類です

https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm
https://www.niji.or.jp/chirorin/


3　梅酒用・梅干し用の有機梅（予約）
3　こだわりの調味料を使って梅干し・梅酒作り
3　梅酒・梅干し・梅ジャム・梅シロップなどに
4　青砥酒造 ほろよい梅酒・ほろよい自然酒
5　四万十川 うなぎ蒲焼き
5　野菜セット
6　根菜類／果菜類／ぬか漬け／葉菜類／香味野菜
7　楠さんの新にんにく
8　きのこ／果物／もずくうどん

↓翌々週お届け商品
8　下郷ヨーグルト／山重納豆／下郷もみじ納豆
9　5週号企画 ライフプロポーションセンター
11　5週号企画 まるは油脂の石けん
13　メイド・イン・アース
13　ライブコットン エコお掃除カタログ
14　さぷ　生活雑貨
16　★価格変更前セール★
17　創健社

↓翌週お届け商品
23　わかめ・いりこ
24　渡辺水産のおすすめ海産物
25　5週号企画 ゴロクーバ マヤカカオ
25　世界パンの天然酵母パン
26　混ぜるだけドリンク
26　無茶々園 乾燥野菜・マーマレード
27　季節限定商品
28　金子製粉 ギョウザの皮・春巻きの皮
29　ビール／お酒
30　かめびし醤油
31　ヤマヒサ醤油／アイスクリーム
32　メイシーのお菓子
32　オーサワジャパン
38　歯みがきペースト
39　5週号企画 ブイセブン歯ブラシ
39　クエン酸・重曹・セスキ
40　りんねしゃ菊花せんこう／パックス石けん
44　たまご／乳製品
45　とうふ
46　お米
46　下郷農協（牛肉／豚肉／地鶏／加工品）
47　片岡こんにゃく／アガベシロップ
47　豆乳・山の湧水／100円募金　48　日用雑貨
48　サンコーのお菓子
48　ちろりん村 選別品
55　ゼンケン 浄水器・ドライヤー・加湿器
55　パンデミックガード（マスク）
55　有機家庭菜園の土　56　お便りコーナー

今　週　の　も　く　じ

●南高梅・吉野の梅（3ページ）
●梅レシピ
●メイド・イン・アース（13ページ）
●エコお掃除カタログ（13~14ページ）
●会員専用注文用紙

は　さ　み　こ　み

●お届けした商品で万一ご注文の商品と違う、商品が足りない、商品の破損・汚損、商品が傷んでいる、

　などの場合はお早めにご連絡下さい。
　　（生鮮品はお届け日の翌日までに、その他の商品はお届け日から1週間以内にお願い致します。）
●お届けした野菜、生鮮品等が万一傷んでいた場合は、配達日当日か翌日までに宅配センターまでご連絡

　下さい。値引き処理させていただきます。ご連絡の際は傷みの具合や、割合（4個のうち1個とか）をお
　伝え下さい。
●納品書に記載された商品の数量に○が入っているのに現品がない場合や、お届け商品が万一破損の場合

　は、配達日当日か翌日までに宅配センターまでご連絡下さい。次回お届け、もしくは値引き処理させて
　いただきます。
●お届け商品の返品に関しましては、必ず、配達日当日か翌日までに宅配センターまでご連絡下さい。

　商品入れ間違い、商品不良等の場合は、お手数ですが、送料着払いでご返送をお願いすることがありま
　す。
　会員様都合、記入間違いの場合は送料はご負担下さい。納品書の訂正は、こちらに返品が確認された時

　点で処理させていただきます。
●ご注文のキャンセルは注文締め切り日の翌日午前10時までにお願いいたします。
　

　◆お願い　

●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）。　

●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
　ご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）
※お電話・ファックスでご注文頂く場合、ご記入頂いたご注文用紙は
　控えとして必ずお手元にご保管下さい。
●eメール　chirorin@niji.or.jp
●インターネット　https://www.niji.or.jp/chirorin/
●オンラインショップ　https://chirorinmura.exp.jp/wp/
　↑オンラインショップがリニューアル致しました！！↑

お電話でのご注文受付時間を朝９時からと変更させ
ていただきます。どうぞよろしくお願い致します。

8月1・2週　合併号

12月5週・1月1週　合併号

12月5週・1月1週　合併号

5月5週号
ページ
↓
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◆週替わり企画カタログ「OGANY(オーガニー)」

◆ご注文方法

お知らせ
●さぬきこだわり市の「廃業及び事業体変更のおしらせ」を
5ページに掲載しておりますのでお読み下さい。また、さぬき
こだわり市の野菜は本号5月5週号で取り扱い最終となります。
何卒ご理解ご了承下さい。
●下記商品は次号6月1週号より価格変更となります。何卒ご了承下さい。
01691 ムソー 国産野菜カレー・甘口レトルト 200g ￥250→￥330
01692 ムソー 国産野菜カレー・辛口レトルト 200g ￥250→￥330
00921 ムソー 粗精糖 1kg ￥570→￥630
40751 ムソー 大分産椎茸 香信 80g ￥1,100→￥1,170
40569 ムソー 大分産椎茸 大粒どんこ 45g ￥820→￥860
40570 ムソー 大分産椎茸 小粒どんこ 45g ￥730→￥770
49355 ムソー 国内産二八そば 200g ￥429→￥460
49356 ムソー 国内産十割そば 200g ￥500→￥530
57386 武久 有機栽培どんこ椎茸・大分産 30g ￥680→￥720
26063 むそう商事 OGインスタント珈琲 100g ￥1,500→￥1,650
31453 むそう商事 OGインスタント珈琲・詰替 85g ￥1,150→￥1,250
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 ￥590→￥800
（↓オーサワジャパン）
45537 オーサワの薩摩かめ酢 700ml ￥2,700→￥2,100
55070 有機ベーキングパウダー（10g×4）￥460→￥490
56306 オーサワの真昆布 90g ￥470→￥520
38194 オーサワのカレー粉 20g ￥175→￥220
36834 精進だし（7g×10）￥650→￥740
59751 カナーン 有機オリーブオイル(ルミ種)229g ￥1,300→￥1,500
59752 カナーン 有機オリーブオイル(ルミ種)458g ￥2,400→￥2,800

●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。
　冷凍品は数量に赤○、冷蔵品は緑○、常温品は黒○をしています。
●「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」･「入荷次第」は、翌週または入荷次第のお届けとなります。

◆納品書について

ちらしURL  https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm

https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/ume_resipi.pdf
https://chirorinmura.exp.jp/wp/wp-content/uploads/pdf/tyuumonnyousi.pdf
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm


-3- ※表示価格は全て税抜き価格です。

＜梅干し用＞ 梅干し用に適度に色づいたものになります。

＜梅酒用＞

はさみこみチラシをご覧下さい！

南高梅・吉野の梅 ご予約は５月５週号まで！ご予約お忘れなく！
南高梅、吉野の梅１kgは６月中旬より入荷次第順次お届け致します。

※商品代金はお届け時の納品書に計上致します。

吉野の梅10kg、５kgは６月中旬より産地より直送となります。※着日指定はできません。　何卒ご了承下さい。

※商品代金は翌週の納品書に計上致します。

収穫のタイミングにより梅酒用の方がやや小さい可能性があります。梅酒・梅ジュース・梅サワーなどに
お使いいただける青梅です。色づきが進めば、梅干しを作ることもできます。

はさみこみチラシをご覧下さい！

★予約最終★　梅酒用・梅干し用の有機梅（予約）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

59783 ￥7467予約  ﾑｿｰ 有機・南高梅〈梅酒用〉
常
温
お早
めに5kg

原:有機南高梅(和歌山)　説: 6月中旬~和歌山より直送｡紀州で四代続く梅屋さん｡梅畑は世
界遺産･熊野古道の玄関口に位置する大自然の恩恵をうけた山奥にあります｡自然に近い厳
しい環境で育てた無農薬の南高梅をひとつひとつ手摘みで丁寧に収穫しました｡※収穫後

予約

59784 ￥1723予約  ﾑｿｰ 有機・南高梅〈梅酒用〉
冷
蔵
お早
めに1kg

原:有機南高梅(和歌山)　説:紀州で四代続く梅屋さん｡梅畑は世界遺産･熊野古道の玄関口
に位置する大自然の恩恵をうけた山奥にあります｡自然に近い厳しい環境で育てた無農薬
の南高梅をひとつひとつ手摘みで丁寧に収穫しました｡※収穫後すぐに発送しております

予約

57582 ￥2000予約  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅干し用〉
冷
蔵
お早
めに1kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡梅干し
用に適度に色づいたものになります｡

予約

57585 ￥2000予約  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅酒用〉
冷
蔵
お早
めに1kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡収穫の
ﾀｲﾐﾝｸﾞにより梅酒用の方がやや小さい可能性があります｡梅酒･梅ｼﾞｭｰｽ･梅ｻﾜｰなどにお使

予約

57581 ￥10000直送  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅干し用〉
常
温
お早
めに5kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡梅干し
用に適度に色づいたものになります｡

翌週

57580 ￥17000直送  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅干し用〉
常
温
お早
めに10kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡梅干し
用に適度に色づいたものになります｡

翌週

57584 ￥10000直送  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅酒用〉
常
温
お早
めに5kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡収穫の
ﾀｲﾐﾝｸﾞにより梅酒用の方がやや小さい可能性があります｡梅酒･梅ｼﾞｭｰｽ･梅ｻﾜｰなどにお使

翌週

57583 ￥17000直送  ﾑｿｰ  有機・吉野の梅〈梅酒用〉
常
温
お早
めに10kg

　説:有機JAS認定梅｡品種名：南高梅｡奈良県吉野町の契約農園｢大和まごころ会｣で有機
栽培された梅です｡有機栽培のため多少外見の悪いものもありますがご了承下さい｡収穫の
ﾀｲﾐﾝｸﾞにより梅酒用の方がやや小さい可能性があります｡梅酒･梅ｼﾞｭｰｽ･梅ｻﾜｰなどにお使

翌週

こだわりの調味料を使って梅干し・梅酒作り（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

58576 ￥550ﾑｿｰ  有機もみしそ　※数量限定
常
温
6ヶ月

300g
原:有機紫蘇(奈良)､食塩(沖縄ｼﾏﾏｰｽ塩)､有機梅酢　説:奈良県産有機赤紫蘇をｼﾏﾏｰｽ塩で漬け
た有機JAS認定のもみしそです｡原料の赤紫蘇はﾑｿ ｰの有機梅干しの原料である梅を製造し
ている｢大和まごころ会｣さんです｡梅干し作りやおにぎり､紅しょうが作りに｡

翌週

1302 ￥700王隠堂  もみしそ
常
温
1年

500g
原:和歌山産赤ｼｿ /沖縄産ｼﾏﾏｰ ｽ塩 /梅酢　説:化学農薬･化学肥料不使用栽培の赤ｼｿを使用し
ています｡着色料･保存料不使用｡しそ漬け梅干しや紅生姜づくりにご利用下さい｡梅2~3㎏
分として使えます｡

翌週

51079 ￥840浜松氷糖  氷砂糖（ロック）中角
常
温

̶

1kg
原:北海道産甜菜糖　説: 3~4週間かけてじっくり結晶を育てた手作り自然結晶氷砂糖で
す｡梅酒､梅ｼﾛｯﾌﾟ作りにお使い下さい｡（お酢を使った梅ｼﾛｯﾌﾟ作り：(材料)梅1   kgに対し氷
砂糖1~1 . 5kg､お酢100~200m l　(手順)①容器を煮沸消毒する｡②青梅をきれいに洗い､水

翌週

58575 ￥500浜松氷糖  氷砂糖（ロック）中角
常
温

̶

500g
原:北海道産甜菜糖　説: 3~4週間かけてじっくり結晶を育てた手作り自然結晶氷砂糖で
す｡梅酒､梅ｼﾛｯﾌﾟ作りにお使い下さい｡（お酢を使った梅ｼﾛｯﾌﾟ作り：(材料)梅1   kgに対し氷
砂糖1~1 . 5kg､お酢100~200m l　(手順)①容器を煮沸消毒する｡②青梅をきれいに洗い､水

翌週

59781 ￥680ﾑｿｰ  有機　梅フレーク　※数量限定
常
温
1年

40g
原:有機梅(和歌山)､漬け原材料(食塩(天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ) ) )　説:和歌山県にある自社農園にて
農薬･化学肥料を使わずに実生の梅の木から収穫した梅を塩漬け｡梅干しの種と皮を取り除
いた練り梅をﾌﾘｰｽﾞ ﾄ ﾞ ﾗ ｲ乾燥させました｡ご飯のお供や､お出しに入れてｽｰﾌﾟとしても｡栄養

翌週

59782 ￥500ﾑｿｰ  有機　しそフレーク　※数量限定
常
温
1年

30g
原:有機赤ｼｿ(和歌山)､漬け原材料(食塩(天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) )､有機梅酢(有機青梅(奈良)､食塩(天
日塩(ﾒｷｼｺ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)､海水(沖縄))､有機ｼｿ(奈良)))　説:和歌山県産の有機栽培にて育てた赤
紫蘇を食塩と有機梅酢でもみこみました｡風味豊かな赤紫蘇をｴｱｰ ﾄ ﾞ ﾗ ｲ乾燥させて作るﾜﾝﾗ ﾝ

翌週

1714 ￥390ﾑｿｰ  梅しそひじきふりかけ
常
温
6ヶ月 毎号

35g
原:ﾋｼﾞｷ (九州･愛媛･山口) /だし(鰹節:日本/真昆布:北海道/椎茸:北海道/乾帆立貝柱:北海道) /
砂糖(甜菜:北海道)/有機白ｺﾞﾏ(ﾎﾞﾘﾋﾞｱ他) /根昆布(北海道)/ﾔﾏﾋｻ本醸造醤油(大豆:福岡/小麦:
北海道･香川/食塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) /乾燥梅肉(梅干:和歌山/ｼｿ梅酢:愛知)/食塩(ｼﾏﾏｰｽ(沖縄･ﾒｷｼ

翌週

58109 ￥620ﾑｿｰ 有機　ねり梅
常
温
1年

100g
原:有機梅(奈良･和歌山) /食塩(ﾒｷｼ ｺ ･国産海水)　説:国産有機梅を天日塩のみで漬けた昔な
がらの梅干し(白干し)を丁寧にねり梅にしました｡使いやすいｽﾀｳﾄ ﾊ ﾟ ｳ ﾁ入りです｡おにぎ
り､手巻き寿司､梅しそ巻､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ･つゆ･たれの材料に｡栄養成分(100gあたり)熱量44kca l /

翌週

32565 ￥280ﾑｿｰ  しその粉ふりかけ
常
温
6ヶ月 奇週

号50g
原:和歌山県産しそ/梅酢/ ｼ ﾏ ﾏ ｰ ｽ塩　説:和歌山県産の赤しそを塩漬けにし､天日干しにして
乾燥させ､細粉しました｡ふりかけ､おむすび､しそﾋﾟﾗﾌに｡ 翌週

4151 ￥3980ﾑｿｰ 有機・梅干＜徳用＞　2022年産
常
温
2年

1kg
原:奈良県吉野郡産有機梅/奈良･和歌山産赤しそ/沖縄ｼﾏﾏｰ ｽ塩　説:塩分18~20％｡昔ながら
の伝統製法で仕上げました｡ 翌週

59804 ￥3582ﾑｿｰ 有機・梅干＜徳用＞　2021年産
常
温
1年

1kg
原:奈良県吉野郡産有機梅/奈良･和歌山産赤しそ/沖縄ｼﾏﾏｰ ｽ塩　説:塩分18~20％｡昔ながら
の伝統製法で仕上げました｡ 翌週

922 ￥850ﾑｿｰ 有機・梅干し
冷
蔵
2年 ４週

号180g
原:有機梅(奈良) /食塩(ｼﾏﾏｰｽ ) /漬け原材料(有機梅酢/有機ｼｿ)　説:製造工場地:奈良｡塩分約19
％ 翌週

58500 ￥870ﾑｿｰ  有機　小梅・塩味控えめ
対
外
6ヶ月 毎号

100g
原:有機梅(和歌山)/食塩(天日海水塩:   ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) /漬け原材料(梅酢(有機梅:奈良/天日塩:沖縄･ﾒ
ｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ /有機紫蘇:奈良)/紫蘇(有機紫蘇:和歌山/天日海水塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ) /梅酢(有機梅:和歌
山) )　説:和歌山県産の有機栽培南高梅を100％使用し､伝統製法で仕上げた梅干しで､塩味

翌週

58499 ￥920ﾑｿｰ  有機　南高梅・塩味控えめ　※数量限定
対
外
6ヶ月 毎号

180g
原:有機梅(和歌山)/食塩(天日海水塩:   ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) /漬け原材料(梅酢(有機梅:奈良/天日塩:沖縄･ﾒ
ｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ /有機紫蘇:奈良)/紫蘇(有機紫蘇:和歌山/天日海水塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ) /梅酢(有機梅:和歌
山) )　説:和歌山県産の有機栽培南高梅を100％使用し､伝統製法で仕上げた梅干しで､塩味

翌週

44308 ￥500ﾑｿｰ  有機・梅酢〈赤〉
常
温
8ヶ月

200ml
原:有機梅（国産）/食塩（ｼﾏﾏｰｽ）/有機しそ（国産）　説:手作りﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやﾏﾖﾈｰｽﾞ､お寿
司のｼｬﾘなどに｡野菜､煮魚､炒め物などに使うとｸｾを和らげます｡ 翌週

44309 ￥480ﾑｿｰ  有機・梅酢〈白〉
常
温
8ヶ月

200ml
原:有機梅（国産）/食塩（ｼﾏﾏｰｽ）　説:手作りﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやﾏﾖﾈｰｽﾞ､お寿司のｼｬﾘなどに｡野
菜､煮魚､炒め物などに使うとｸｾを和らげます｡ 翌週

新登場!

新登場!

梅酒・梅干し・梅ジャム・梅シロップなどに（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

36961 ￥3000海の精  漬物塩
常
温
長期 偶週

号1.5kg
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 . 2 5現在) :検出限界値約1Bq /kgで不検出｡ 翌週

予約最終! 予約最終!
ちらしURL  https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm

ちらしURL  https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm

https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/muso_ume1.jpg
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/konnsyuunotirasi.htm
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/muso_ume1.jpg
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/muso_ume2.jpg


-4- ※表示価格は全て税抜き価格です。

小正醸造 玄米焼酎 35度 紙パック（39170の一升瓶入りと中身は同じです）
鹿児島産玄米使用。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。35度の玄米焼酎で果実酒をつくると、ひと味違うコクのある果実酒に仕上がります。

浸漬に備長炭を使用することで不要な香りを吸着してから蒸し上げます。玄米を使用することで酵母菌が作り出す香味成分も
また独特のものとなります。香味もリッチなもろみを低温蒸留することで軽快でありながらも個性的な玄米焼酎です。

果実酒や薬草木を漬けるベースとしていただくことで、素材の個性と調和した風味をお楽しみ頂けます。
特製玄米焼酎には35度と25度の2種類ありますが、特に35度は水分の多い果実を漬けるのに最適です。
水分が出てきてもあまり度数が低くならずに果実酒が作れます。

フルーツビネガー 有機りんごの酢
酸度4.5％。有機リンゴ果汁を発酵させた、
飲用酢としてだけでなくドレッシングにも
ぴったりのフルーツビネガーです。
水で4~6倍にお好みで薄めてお飲み下さい。

有機アップルビネガー
有機栽培りんごの果汁のみを原料とし昔ながらの静置発酵法で作った
純りんご酢です。ドレッシングやマリネ、手づくりマヨネーズに。
バーモントドリンク⋯りんご酢＋ハチミツを水で5倍程度に薄めて。

海の精・あらしお　500g

　説:伊豆大島の海水から直接生産した昔ながらの自然塩です｡海水中のﾐﾈﾗﾙがﾊﾞﾗﾝｽよく含まれ
ており､一度味わうと良さがよく分かります｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kg
で不検出｡

￥1200　常温　賞味：1年　偶週号  翌週海の精
3942

沖縄の塩　シママース　1kg

原:海水塩（天日塩）　説:製造工場地:沖縄｡輸入の天日塩を沖縄の海水で溶かし､平釜でじっく
りと煮詰めて造りました｡まろやかな塩味が特徴です｡放射能検査結果:2011.11検出限界約1Bq/kg
で不検出

￥450　常温　賞味：長期　奇週号  翌週ｼﾏﾏｰｽ
2775

土佐の海の天日塩　あまみ　500g

原:高知県海水　説:製造工場地:高知｡高知の美しい海から採った海水を太陽の熱でゆっくりと
乾燥しました｡結晶粒が大きくまろやかな味です｡

￥1630　常温　賞味：長期　  翌週命と塩の会
23631

海の精　あらしお　760g

　説:伊豆大島の海水から直接生産した昔ながらの自然塩です｡海水中のﾐﾈﾗﾙがﾊﾞﾗﾝｽよく含まれ
ており､一度味わうと良さがよく分かります｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kg
で不検出｡

￥1720　常温　賞味：長期　  翌週海の精
43545

天塩　1kg

原:ｵｰｽﾄﾗﾘｱの塩田産天日原塩/中国産天然ﾆｶﾞﾘ　説:製造工場地:兵庫｡赤穂の伝統技術で塩田製塩
にもっとも近いものを再現｡放射能検査結果:2012.3.5検出限界約1Bq/kgで不検出

￥380　常温　賞味：長期　奇週号  翌週赤穂
615

土佐の山塩小僧　400g

　説:製造工場地:高知｡海で生まれて山で育った天日塩｡製造過程：濃縮過程-ﾊｳｽ式噴霧装置で
夏場は主に太陽熱を利用して水分を蒸発させます｡結晶過程-3~5倍に濃縮された海水を結晶ﾊｳ
ｽの72枚の結晶皿(ｶﾞﾗｽ製)に入れ毎日撹拌します｡海のﾐﾈﾗﾙが出来るだけお塩の中に取り込まれ
るよう結晶皿に入れる海水濃度もあまり高くせずこまめに結晶皿へ海水を補充する等の工夫

￥1490　常温　賞味：長期　毎号  翌週塩の邑
2257

天日手揉み塩　美味海(うまみ)　500g

　説:製造工場地:高知｡土佐の海水を風と太陽のｴﾈﾙｷﾞｰでｶﾝ水にし､塩を結晶化させながら手で
もみほぐして造ります｡夏場は約10日､冬場は約4週間かけてゆっくり結晶化させます｡海水の
成分を壊さないように急がずゆっくり自然のﾘｽﾞﾑに合わせた塩づくりをしています｡　産:高知
県幡多郡大方町　生:海工房(かいこうぼう)

￥1429　常温　賞味：長期　毎号  翌週海工房
28967 自然海塩　りぐる　230g

　説:製造工場地:高知｡｢りぐる｣とは土佐弁でこだわるという意味です｡海水を天日で濃縮し､昔
ながらの薪の釜でじっくり炊きあげて作った自然海塩です｡　産:高知県　生:海工房

￥571　常温　賞味：長期　毎号  翌週海工房
32564

最進の塩　600g

　説:製造工場地:山口｡山口県下関市吉母浜の透明度18ｍというきれいな海水からつくられた
自然海塩｡海水を段階的に平釜で煮詰めていく多段式平釜製法によって､海水の微量元素を残
したまま生成しました｡

￥1150　常温　賞味：長期　３週号  翌週最進
1246

鹿児島県産　三温糖　500g

原:ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島)　説:鹿児島産ｻﾄｳｷﾋﾞから精製を抑えた原料糖を釜で炊きあげて作りました｡色
づけをしていない自然な色合い､風味が特徴です｡

￥520　対外　賞味：̶　毎号  翌週ﾑｿｰ
55291

有機本格　三河みりん　1.8L

原:有機無農薬栽培もち米(宮城･山形)/米こうじ(愛知)/自家醸造本格焼酎(山形)　説:自然の生態
系の中で育てられた国内の有機米を原料に本場三河伝承の醸造法で造られ濃醇で深い味わい
に仕上がりました｡素材を引き立て旨み､ｺｸに優れる割烹調味料だけでなく､餅米の爽やかな甘
さと芳醇な味わいは｢和のﾘｷｭｰﾙ｣としてもお召し上がりください｡製造工場地:愛知｡14.3.11最終製

￥3240　常温　賞味：1年　毎号  翌週角谷商店
1002

純米 富士酢　1.8L

原:国産農薬不使用栽培米　説:製造工場地:京都｡静置発酵法の天然醸造でじっくり造った純米
酢｡明治26年の創業より変わらぬ製法で造った看板商品｡原料は農薬を使わずに育てた米と山
から湧き出た伏流水だけ｡酢1ﾘｯﾄﾙにつき200gという｢米酢｣と表示できる量の5倍ものお米を使
用｡たっぷりのお米を原料にしているため､うまみが強く濃厚な味わいが特長｡お料理に深みと

￥2000　常温　賞味：2年　毎号  翌週飯尾
40753

粗精糖　1kg

原:鹿児島産さとうきび　説:製造工場地:鹿児島(包装:大阪)鹿児島県種子島産のｻﾄｳｷﾋﾞから作り
ました｡しっとりとした茶褐色で光沢のある結晶の風味豊かな粗精製糖です｡

￥570　常温　賞味：長期　毎号  翌週ﾑｿｰ
921

有機　砂糖　400g

原:ﾌﾞﾗｼﾞﾙｻﾝﾊﾟｳﾛ産有機ｻﾄｳｷﾋﾞ　説:製造工場地:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ｡有機JAS規格に沿って栽培されたｻﾄｳｷﾋﾞから
作られた粗精糖です｡独特の風味があり､ｺｰﾋｰ､紅茶､料理やお菓子作りなどに幅広くご利用下さ
い｡※砂糖に含まれる黒い粒はｻﾄｳｷﾋﾞ由来のものですので安心してお召し上がり下さい｡

￥500　常温　賞味：長期　奇週号  翌週むそう商事
41392

三河みりん　1.8L

原:精製吟味餅米(佐賀/北海道)/米こうじ(愛知)/自家醸造本格焼酎(山形)　説:餅米由来の甘さは上
品できれがよく､お米自体の旨みとあわせて素材のおいしさを一段と引き立てます｡割烹調味
料だけでなく滋養豊かなお酒としても楽しめます｡製造工場地:愛知｡14.3.11最終製品段階での放
射能測定結果：検出下限値(I-131)１Bq/kg･(Cs-137)１Bq/kg･(Cs-134)１Bq/kgで検出せず｡※酒類は未

￥2320　常温　賞味：1年　毎号  翌週角谷商店
1014

純米 富士酢　900ml

原:国産農薬不使用栽培米　説:製造工場地:京都｡静置発酵法の天然醸造でじっくり造った純米
酢｡明治26年の創業より変わらぬ製法で造った看板商品｡原料は農薬を使わずに育てた米と山
から湧き出た伏流水だけ｡酢1ﾘｯﾄﾙにつき200gという｢米酢｣と表示できる量の5倍ものお米を使
用｡たっぷりのお米を原料にしているため､うまみが強く濃厚な味わいが特長｡お料理に深みと

￥1200　常温　賞味：2年　毎号  翌週飯尾
34836

40839 ￥745内掘  フルーツビネガー　有機りんごの酢
常
温
2年 毎号

360ml
原:ﾄﾙｺ産またはﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産有機ﾘﾝｺﾞ果汁　説:酸度4.5％｡有機ﾘﾝｺﾞ果汁を発酵させた､飲
用酢としてだけでなくﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞにもぴったりのﾌﾙｰﾂﾋﾞﾈｶﾞｰです｡水で4~6倍にお好みで薄
めてお飲み下さい｡製造工場地:岐阜｡

翌週

9689 ￥380ﾑｿｰ  有機アップルビネガー
常
温
2年 毎号

360ml
原:有機ﾘﾝｺﾞ果汁(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾄﾙｺ､ｾﾙﾋﾞｱ他産)　説:有機栽培りんごの果汁のみを原料とし､昔
ながらの静置発酵法で作った純りんご酢です｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやﾏﾘﾈ､手づくりﾏﾖﾈｰｽﾞに｡ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾄﾞ
ﾘ ﾝ ｸ⋯りんご酢＋ﾊﾁﾐﾂを水で5倍程度に薄めてください｡製造工場地:福岡｡

翌週

39170 ￥3350小正醸造  特製　玄米焼酎35
常
温

̶

1800ml
原:玄米(鹿児島産減農薬減化学肥料栽培) /米麹(白麹)　説:鹿児島産玄米使用｡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｡3 5度の玄米焼酎で果実酒をつくると､ひと味違うｺｸのある果実酒に仕上がります｡

翌週

57348 ￥3350小正醸造  玄米焼酎　35度　紙パック
常
温

̶

1800ml
原:玄米(鹿児島産減農薬減化学肥料栽培) /米麹(白麹)　説:鹿児島産玄米使用｡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｡3 5度の玄米焼酎で果実酒をつくると､ひと味違うｺｸのある果実酒に仕上がります｡

翌週

ほろよい梅酒（リキュール）数量限定品
アルコール度数16度。島根県産の農薬・化学肥料不使用の南高梅を、島根県産の農薬・化学肥料不使用の米で醸造した「ほろよい
自然酒」に1年漬け込んだ特別な梅酒です。通常の梅酒は砂糖を使用しますが、本商品は砂糖を一切不使用で仕上げています。
ほろよい自然酒がフルーティな味わいのため、その自然な甘さと梅本来の爽やかな酸味がマッチし、すっきりとした飲み口です。
食前酒としてはもちろん、食中酒としてもおすすめできる自然派リキュール。梅由来のピンク色がかわいらしく、女性に人気です。

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。

ほろよい自然酒（日本酒/純米吟醸）

青砥酒造　ほろよい梅酒・ほろよい自然酒（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

55481 ￥1800青砥酒造  ほろよい梅酒（ﾘｷｭｰﾙ）数量限定品
常
温

̶

720ml
原:米(島根) /米こうじ(島根) /梅(島根)　説:ｱﾙｺｰﾙ度数16度｡島根県産の農薬･化学肥料不使用
の南高梅を､島根県産の農薬･化学肥料不使用の米で醸造した｢ほろよい自然酒｣に1年漬け
込んだ特別な梅酒です｡通常の梅酒は砂糖を使用しますが､本商品は砂糖を一切不使用で仕

翌週

55482 ￥1800青砥酒造  ほろよい自然酒（日本酒/純米吟醸）
常
温

̶ 毎号

720ml
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

翌週



-5- ※表示価格は全て税抜き価格です。

★スポット企画★ 四万十川 うなぎ蒲焼き（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

58844 ￥2583加持  四万十川優化イオンうなぎ　蒲焼き
冷
凍
6ヶ月

約130g
原:ｳﾅｷﾞ (高知県四万十市)､本醸造再仕込み醤油(小豆島：ﾔﾏﾋｻ醤油(大豆(遺伝子組み換えで
ない)､小麦を含む)､粗糖(鹿児島)､発酵調味料(埼玉：味の一(味の母))､麦芽糖水飴(国内産甘
藷澱粉)､甜菜糖(北海道)､ｳﾅｷﾞの骨ｴｷｽ (加持養鰻場の鰻の骨を焼き､炊き込んで作ったｴｷｽ )

翌週

58847 ￥58加持  うなぎのたれ・山椒付き
冷
凍
6ヶ月

15ml
原:本醸造再仕込み醤油(小豆島：ﾔﾏﾋｻ醤油)､発酵調味料(埼玉：味の一(味の母))､粗糖(鹿児
島)､山椒(和歌山)､ (原材料の一部に大豆･小麦を含む) 翌週

四万十川優化イオンうなぎ 蒲焼き 約130g　※タレ別売り

『ウナギ焼き工程』
開かれたウナギは、加持養鰻場独自の焼き行程ライン
に乗せられ、表面・裏面、満遍なく焼かれます。

次に、温度９０℃のイオン水の蒸気で、
２分３０秒ほど蒸されます。

蒸し機を出たウナギは、更なる焼き
工程を経て、「白焼き」になります。

「蒲焼き」は、焼きあがった「白焼き」を
再度蒸し機のラインから乗せ、タレを漬け
ながら、何度かの焼き工程を経て、
仕上げに炭火で焼き上げられます。

健康に育てた鰻を国産原料にこだわった自家製鰻の骨エキス入りのタレをつけながら炭火で焼き上げた蒲焼きです。
フライパンで表裏交互に焼き、別売りのタレをたっぷりつけるとさらに風味が増します。硬めの皮と引き締まった
厚い身を持った、歯応えのある天然に近い鰻です。四万十川河口付近で捕れた稚魚のみを育てています。
四万十川に流れ込む支流「深木川」の伏流水を優化イオン水にし、養殖池の下に活性炭を埋設して、
マイナスイオン化した磁場を作り、良く運動できるように密飼いしない、鰻にとって最良の環境を作ることで、
薬品を一切使用しないでも健康に鰻が育つ養殖を実現しています。
調理法：解凍後袋から取り出し、オーブンかガスレンジ（グリル）で焼くとおいしく頂けます（※タレは別売りです）。

さぬき「こだわり市」農産物栽培表示
●AAA：化学合成農薬・化学肥料を3年以上使用していない。
●AA：化学合成農薬・化学肥料を6カ月以上使用していない。

●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。
●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。
●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。

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。

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5月11日（木）～5月13日（土）にお届けしたセットの一例です。ご参考までに。

野菜セットAAAの1例（予定ではありません）  野菜セットの1例（予定ではありません）
椎茸・穂先たけのこ・リーフレタス
小松菜・スナップエンドウ

アスパラガス・玉ねぎ　
ほうれん草・スナップエンドウ

さぬきこだわり市より廃業及び事業体変更のおしらせ
　　昨年秋より、香川産業支援財団のアドバイスで、コロナ収束に向け前向きに頑張ってきましたが、
コロナの余波は深刻で、飲食店の注文は元には戻って来ません。こうした状況で現状を維持しての経営
は難しいと判断しました。いろいろ悩みましたが廃業の結論に至り、現在弁護士に相談しております。
会員の皆様には、これまでご支援を頂きましたが、このような結果となり、大変申し訳なく思います。
今後は、弁護士の指導の下、手続きを進めてまいります。尚、一定の時間を置いてにはなると思います
が、さぬきこだわり市の想いは引き継ぐ中で、個人事業で再出発したいと考えております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さぬきこだわり市　取締役　臼杵英樹

会員様へ

　さぬきこだわり市からの知らせを受け、地元の生産者の野菜や果物をより多くの方のもとに届けようと

奮闘する臼杵さんの姿を見てきた身としてはとても複雑な心境です（生産者のまとめ役に始まり、栽培方法

のランクづけや、メジャーでない野菜に興味を持っていただけるようキャッチーな呼び名をつける等々）。

ですが「再出発」の言葉があることに希望を持っております。さぬきこだわり市が新たなスタートを切った

際には、生産者と消費者をつなげる立場としておつき合いが続けられればと思っております。　ちろりん村

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

31823 ￥1280こだわり市  こだわり野菜セットAAA
冷
蔵
お早
めに

毎号

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
ｾｯﾄ ｡　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

翌週

31822 ￥980こだわり市  こだわり野菜セット
冷
蔵
お早
めに

毎号

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 ｡　栽培:C（生産過程において農薬と化
学肥料の使用が慣行の５割以内）以上　産:香川県　生:さぬきこだわり市 翌週
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よしむら農園の野菜セット（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

46929 ￥2000よしむら農園  よしむら農園の野菜セット
冷
蔵
お早
めに

毎号

1セット
　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｡　栽培:有
機栽培･有機移行中　産:香川県　生:よしむら農園 翌週

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。

下記は5月11日（木）~5月13日（土）にお届け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。
大根（三太郎）・赤玉ねぎ・レモン・ラディッシュ・レッドリーフレタス　
小松菜・チンゲン菜・赤茎水菜・ルッコラ・はまみなと

野菜（根菜類）（翌週）商品番号

玉ねぎ　1kg
ﾕｳｷ八百屋

　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
了承ください｡ｻﾗﾀﾞ･煮物･ﾌﾗｲ･かき揚げなどに｡

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥440

32297
人参　500g
ﾕｳｷ八百屋

　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｡

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥333

32299
じゃがいも　1kg
ﾕｳｷ八百屋

　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｡

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥453

32296

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。

切り干し大根

野菜（果菜類）（翌週）商品番号

C　空豆（乾燥）　100g
こだわり市

　説:空豆を乾燥させたもので､煮豆やｽｰﾌ ﾟ ､お菓子づくりに｡香
川の郷土料理｢しょうゆ豆｣は乾燥空豆を使います｡　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

常温　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥269

57921
かぼちゃ　1個
ﾕｳｷ八百屋

　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｡

常温　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥855

32298
C　ハウスきゅうり（曲がり）　3本
こだわり市

　説:多少曲がっているため割安です｡曲がり具合も本当に多少
なのでお買い得かも｡｡ ｡　栽培:C（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

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥280

44592

旬は春から初夏にかけて。さっと茹でてサラダに。ベーコン巻きやグラタン、スープなどにも。グリーンアスパラ

麹屋甚平・熟成ぬか床
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。お好みの野菜を漬け込んで下さい。

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。

有機ＪＡＳ ほうれん草
有機JAS圃場から出る出荷には至らないほうれん草、小松菜、水菜の残渣などを圃場由来の酵母などで
発酵堆肥化し肥料として使用します。化学肥料、化学農薬、その他の微生物農薬や天敵なども一切不使用。

野菜（香味野菜）（翌週）商品番号

宮崎産　特別栽培　大葉　10枚
ｱﾙﾌｧｰ

　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

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥146

27031
しょうが　80g
ｱﾙﾌｧｰ

　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

冷蔵　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥161

7313
C　黒ニンニク　100g
こだわり市

　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｡

常温　賞味：お早めに
毎号　翌週
￥1033

55467

45784 ￥315星空農園  切り干し大根
常
温
お早
めに

毎号

50g
　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
す｡機械乾燥よりも美味しさをｷｰﾌ ﾟしているのが特長です｡　栽培:農薬･化学肥料不使用　
産:香川県　生:星空農園

翌週

59695 ￥325こだわり市  C　グリーンアスパラ　Ｌサイズ
冷
蔵
お早
めに

毎号

100g
　説:旬は春から初夏にかけて｡さっと茹でてｻﾗﾀﾞに｡ﾍﾞｰｺﾝ巻きやｸﾞﾗﾀﾝ､ｽｰﾌﾟなどにも｡　
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 翌週

59696 ￥358こだわり市  C　グリーンアスパラ　2Ｌサイズ
冷
蔵
お早
めに

毎号

100g
　説:Lｻｲｽﾞより太めで食べ応えあり｡さっと茹でてｻﾗﾀﾞに｡ﾍﾞｰｺﾝ巻きやｸﾞﾗﾀﾝ､ｽｰﾌﾟなどに
も｡　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

翌週

自家製ぬか漬けでお腹の調子もバッチリ！（翌週）商品番号

麹屋甚平・熟成ぬか床　1kg
ﾏﾙｱｲ

原:米ぬか(主に長野)/食塩(ﾒｷ
ｼ ｺ岩塩/沖縄海水) /栃木産唐辛
子　説: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｡ご家庭の容器にあ
けるだけでぬか床が出来上が
ります｡お好みの野菜を漬け
込んで下さい｡製造工場地:長
野｡2011 . 8 . 1 1放射能測定結果:
検出限界10Bq / k g未満で不検

常温　賞味：1年
毎号　翌週
￥650

34266
麹屋甚平・熟成ぬか床（容器
入）　1.2kg

ﾏﾙｱｲ

原:米ぬか(主に長野)/食塩(ﾒｷ
ｼ ｺ岩塩/沖縄海水) /栃木産唐辛
子　説: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｡お好みの野菜を漬
け込むだけで簡単にぬか漬け
ができる便利なﾌﾟ ﾗ容器入り
のぬか床です｡製造工場地:長
野｡2011 . 8 . 1 1放射能測定結果:
検出限界10Bq / k g未満で不検

常温　賞味：1年
毎号　翌週
￥900

45820
麹屋甚平・補充用熟成ぬか　
400g

ﾏﾙｱｲ

原:米ぬか(主に長野産､2012
年3月頃201 0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 . 1 1放射
能測定結果:検出限界10Bq / k g
未満で不検出､201 2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

常温　賞味：1年
毎号　翌週
￥370

45821

野菜（葉菜類）（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

48742 ￥324ﾌﾛｰﾗﾙみき 有機JAS　ほうれん草
冷
蔵
お早
めに

毎号

150g
　説:有機JAS圃場から出る出荷には至らないほうれん草､小松菜､水菜の残渣などを圃場
由来の酵母などで発酵堆肥化し､肥料として使用します｡化学肥料､化学農薬､その他の微生
物農薬や天敵なども一切不使用｡　栽培:有機栽培　産:香川県木田郡三木町　生:小林さん

翌週
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★期間限定★　楠さんの新にんにく（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

わがヤマサ有機農園（楠さんの農園の名前）のニンニクづくりを紹介しますと、
肥料は秋に発酵籾殻牛ふん堆肥を全面に施用し、それに発酵米糠を入れて数回耕耘しています。
土壌改良としてカキ殻石灰を投入してあります。
それ以外に定植1ヶ月前に発酵魚粕と海藻粉末、炭を施用してよく耕耘しています。最後に発酵油粕を投入してあります。

農薬は一切使用していません。除草については黒のマルチングをし、それでも生えてくる雑草は手で抜きます。
一度ニンニクを作付けした田は5年以上はニンニクを作付けしません。そのため病気の発生もほとんどありません。

注意事項としましては、生ニンニクなのでカビが発生したり、皮が黒や茶、赤に変色しますが、皮をむくか、
変色やカビの部分を取り除けば生食用にはなんら問題ありません。
保存は日陰の風通しの良いところに吊すか、冷蔵庫等でもわりと日持ちがすると思います。

にんにくの効用
百薬の長ともいわれるにんにく。生のままでは辛くて食べにくいものですが、醤油などに漬けると
口当たりがよくなり、特有の臭いもおさえられ、食べやすくなります。
にんにくの主要な成分はアリシンと呼ばれるもので、増血・強肝に効果があり、さらに糖質、脂質、
蛋白質といっしょに摂ることで、カゼの予防、疲労回復、高血圧の改善によいそうです。

漬ける前に「下ごしらえ」
包丁の刃元の部分を肉片の分かれ目に入れて１個ずつ小分けにし、根をそぎ切ってそのまま外皮をむき、薄皮もむく。

500gで7房前後、1kgで14房前後です（大きさによって多少前後します）。

にんにく風味の醤油は、炒め物の味付けや醤油味のタレにたいへん便利。にんにくはみじん切りにして
炒飯に混ぜたり、スライスして肉のソテーにも合います。

新にんにく・・・・・・300g
醤油・・・・・・・・・約１カップ

漬け方
熱湯消毒して水気を拭いた容器ににんにくを入れ、
醤油をかぶるくらいに注ぎ入れ、ふたをして漬けます。

食べ頃
５～６日頃から食べられるが、３カ月くらい漬けると、にんにくに醤油がしみ込んで

おいしくなる。漬け汁が少なくなったら、ひたひた程度に醤油を足しておきます。

味噌風味のカリカリした味をそのまま酒の肴にしたり、また、ちょっと火にあぶってもおいしいものです。
味噌は中華風の炒め物や豚汁の風味づけに少し加えたり、味噌ダレにも利用できます。

新にんにく・・・・・・・・300g
味噌（中辛口）・・・・・・300g

②残りの味噌を入れ、押さえながら
なじませ、表面を平らにならす。

漬け方

①容器に、味噌の分量の1/3量を敷き、

下ごしらえしたにんにくを押し込む
ようにしながら詰める。

③きつく絞ったガーゼを表面にぴったり
張りつけ、ふたをして漬ける。

食べ頃
１カ月目頃から浅漬けの味が楽しめます。味噌が少なくなったら、全体にからまる

程度に味噌を足しておきます。

新にんにく・・・・・・300g
梅酢・・・・・・・・・約１カップ

漬け方
容器ににんにくを入れ、梅酢ををかぶるくらいに
注ぎ入れ、ふたをして漬けます。

酢の作用で、他のにんにく漬けより臭みがやわらぎ、食べやすくなります。漬け汁は浅漬けや
酢の物の香りづけに、にんにくは刻んでドレッシングに混ぜたりと、いろいろに利用できます。

食べ頃
梅酢の色はだんだん色あせてきますが、１カ月もすると食べ頃になります。

新にんにくの醤油漬け

新にんにくの味噌漬け

新にんにくの梅酢漬け

　スタミナ食品としてのイメージが強い野菜です。特有のにおいのもと、アリシンには強い殺菌力があり、
さらにビタミンB1と結びついてB1の効力をつよめます。その他、新陳代謝を活発にし、ビタミンB1の働きを助ける
成分が含まれます。昔から薬用や保健野菜として使われていたのも頷けます。
　ただし食べ過ぎは禁物。胃痛や吹き出物の原因になったり、ひどいときは貧血を起こします。個性の強い香りから、
好きな人と嫌いな人の差が激しいようですが、中国料理やフランス料理では欠かせない香味野菜です。
　油と相性がよいので、炒めて香りを出して使うことが多く、肉の臭みを消して味にコクを加えます。香りを押さえ、
味に深みをつけたいときは、皮つきのまま用いることも。サラダには、ドレッシングに加えるほか、ドレッシングを
つくる器に切り口をこすりつけて香りを移すとよいでしょう。和風では、かつおのたたきの薬味に欠かせません。

毎年好評！クスノキさんの新にんにくです！！
9478 ￥2083楠  新にんにく（農薬・化学肥料不使用）

冷
蔵
お早
めに

毎号

1kg
　説:皮をむき､醤油･食用油･味噌･酢などに漬け込んでおくといつでも使えて便利｡ばらし
て保存袋に入れ冷凍保存も可能｡炒め物･隠し味･薬味などいろいろなお料理にご利用下さ
い｡大きさは大小入ります｡　栽培:化学農薬化学肥料不使用　産:徳島県　生:楠正人

翌週

26997 ￥1167楠  新にんにく（農薬・化学肥料不使用）
冷
蔵
お早
めに

毎号

500g
　説:皮をむき､醤油･食用油･味噌･酢などに漬け込んでおくといつでも使えて便利｡ばらし
て保存袋に入れ冷凍保存も可能｡炒め物･隠し味･薬味などいろいろなお料理にご利用下さ
い｡大きさは大小入ります｡　栽培:化学農薬化学肥料不使用　産:徳島県　生:楠正人

翌週

36986 ￥250楠  新にんにく（農薬・化学肥料不使用）
冷
蔵
お早
めに

毎号

100g
　説:皮をむき､醤油･食用油･味噌･酢などに漬け込んでおくといつでも使えて便利｡ばらし
て保存袋に入れ冷凍保存も可能｡炒め物･隠し味･薬味などいろいろなお料理にご利用下さ
い｡大きさは大小入ります｡　栽培:農薬化学肥料不使用　産:徳島県　生:楠さん

翌週
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きのこ（翌週）
奈良県産　長期熟成　ぶなしめじ　170g

　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ち｡　
栽培:農薬･化学肥料不使用　産:奈良県　生:ｱﾙﾌｧｰ

￥392　冷蔵　賞味：お早めに　毎号  翌週ｱﾙﾌｧｰ
54995 奈良県産　長期熟成　エリンギ　150g

　説:菌床は和歌山産（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ち｡　
栽培:農薬･化学肥料不使用　産:奈良県　生:ｱﾙﾌｧｰ

￥392　冷蔵　賞味：お早めに　毎号  翌週ｱﾙﾌｧｰ
54994

オーガニック サンゴールドキウイ
鮮やかな黄色い果肉のサンゴールド。外皮は毛が薄く、俵型をしています。グリーンよりも酸味が少なく
ジューシーな甘さが特徴です。ビタミンCを豊富に含み、デザートやスムージーに最適です。

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。
有機栽培バナナ

甘夏
ジューシーでさっぱりとしたおいしさです。皮はマーマレードにぜひどうぞ。

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。

もずくうどん（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

52169 ￥352ｾｲﾜ食品  もずくうどん　2食分
常
温

̶ 毎号

160g
原:小麦粉（北海道産）/もずく（沖縄県産）　説: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､塩を入れなくてもﾌﾟ 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

翌週

44502 ￥431ｱﾙﾌｧｰ 有機栽培バナナ
冷
蔵
お早
めに

毎号

600g
　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
た場合は欠品します｡　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)　
生:ｲﾝｶﾊﾞﾅﾅ社

翌週

6269 ￥767舛谷 甘夏
冷
蔵
お早
めに

毎号

2kg
　説:ｼﾞｭｰ ｼ ｰでさっぱりとしたおいしさです｡皮はﾏｰﾏﾚｰﾄ ﾞにぜひどうぞ｡　栽培:自然農法
（農薬･化学肥料不使用）　産:愛媛県西宇和郡瀬戸町　生:舛谷美香 翌週

果物　バナナ・キウイなど（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

55326 ￥791ﾌｪｱ  オーガニック　サンゴールドキウイ
冷
蔵
お早
めに

毎号

3個入
原:有機ｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞｷｳｲ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)　説:ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産｡鮮やかな黄色い果肉のｻﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ｡外皮
は毛が薄く､俵型をしています｡ｸﾞﾘｰﾝよりも酸味が少なくｼﾞｭｰｼｰな甘さが特徴です｡ﾋﾞﾀﾐﾝ
Cを豊富に含み､ﾃﾞｻﾞｰﾄやｽﾑｰｼﾞｰに最適です｡

翌週

大分県下郷農協　プレーンヨーグルト・飲むヨーグルト（翌々週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

44841 ￥295下郷  プレーンヨーグルト　130g×2
冷
蔵
14日 毎号

1組
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｡

翌々
週

こちらの商品は翌々週お届けです

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。

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。

下郷 プレーンヨーグルト

53465 ￥233下郷  飲むヨーグルト
冷
蔵
お早
めに

毎号

150ml
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)　説:製造工場
地:大分｡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

翌々
週

53466 ￥566下郷  飲むヨーグルト
冷
蔵
お早
めに

毎号

500ml
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)　説:製造工場
地:大分｡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

翌々
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。

こちらの商品は翌々週お届けです

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

山重食品 カップ納豆（タレなし）40g×3

大阪　山重食品カップ納豆（翌々週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

45104 ￥165山重食品  カップ納豆（タレなし）40g×3
冷
蔵
お早
めに

毎号

1パック
原:滋賀､兵庫産大豆　説: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）｡食べやすいｶｯﾌ ﾟ入り｡ 翌々

週

下郷農協　二代目もみじ納豆（翌々週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

45281 ￥145下郷  二代目　もみじ納豆（タレなし）
冷
蔵
お早
めに

毎号

50g
原:大豆(北海道:遺伝子組み換えでない) /納豆菌　説:小粒ﾀｲﾌﾟ ｡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､きざみﾈｷ ﾞ ､卵などお好みの味つけでどうぞ｡栄養
成分(1個50gあたり)熱量100kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質8.3g /脂質g5 .0 /炭水化物6.1g /食塩相当量0g｡製造工

翌々
週
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5週号企画　ライフプロポーションセンター（翌々週）商品番号
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

53447 ￥750ﾗｲﾌﾌﾟﾛ ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ　白いちじく
常
温
365日

110g
原:白ｲﾁｼﾞ ｸ ( ｲ ﾗ ﾝ )　説:化学農薬･化学肥料不使用栽培｡素材のうまみが凝縮された天日干し
白ｲﾁｼﾞｸ ｡一つのｻｲｽﾞは小さめです｡そのままお召し上がりいただくか､ﾊﾟﾝ作りや､お菓子作
りに｡栄養成分表示(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ372kca l /ﾀﾝﾊﾟｸ質3.4g /脂質2.6g /炭水化物83.8g /食塩相当

翌々
週

53448 ￥650ﾗｲﾌﾌﾟﾛ ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ　デーツ（ｽﾀﾒﾗﾝ種）
常
温
365日

130g
原:ﾃﾞ ｰ ﾂ ( ｲ ﾗ ﾝ )　説:化学農薬･化学肥料不使用栽培｡素材のうまみが凝縮された天日干し白
ﾃﾞｰﾂ｡そのままお召し上がりいただくか､ﾊﾟﾝ作りや､お菓子作りに｡栄養成分表示(100g当)ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ329kca l /ﾀﾝﾊﾟｸ質1.6g /脂質0.3g/炭水化物85.8g /食塩相当量0.04g/ｶﾙｼｳﾑ100mg/ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ

翌々
週

53449 ￥750ﾗｲﾌﾌﾟﾛ ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ　マンゴー
常
温
365日

60g
原:ﾏﾝｺﾞｰ (ｽﾘﾗﾝｶ )　説:化学農薬･化学肥料不使用栽培｡素材のうまみが凝縮されたﾄﾞﾗｲﾏﾝ
ｺﾞｰ｡そのままお召し上がりいただくか､ｻﾗﾀﾞやﾃﾞｻﾞｰﾄなどに｡栄養成分表示(100g当)ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ348kca l /ﾀﾝﾊﾟｸ質1.9g /脂質1.6g /炭水化物81.5g /食塩相当量0.0g｡

翌々
週

53450 ￥650ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ　グリーンレーズン
常
温
365日

120g
原:ｸﾞﾘｰﾝﾚｰｽﾞﾝ ( ｲ ﾗﾝ )　説:化学農薬･化学肥料不使用栽培｡素材のうまみが凝縮された天日干
しｸﾞﾘｰﾝﾚｰ ｽ ﾞ ﾝ ｡そのままお召し上がりいただくか､ﾊﾟﾝ作りや､お菓子作りなどに｡栄養成分
表示(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ351kca l /ﾀﾝﾊﾟｸ質3.0g /脂質0.3g /炭水化物84.0g /食塩相当量0.08g /ｶﾘｳﾑ

翌々
週

※ライフプロポーションセンターの下記商品は本号5月5週号より価格変更となります。何卒ご了承下さい。
49614 あごだし 10g×8 ￥600→￥660
51629 デボラの塩 450g→400g（※容量変更のみ）

55620 天然だしパック かつお味 8g×16 ￥460→￥550
55621 天然だしパック いりこ味 8g×16 ￥430→￥500

素材のうまみが凝縮された天日干し白イチジク。一つのサイズは小さめです。
そのままお召し上がりいただくか、パン作りや、お菓子作りに。

白いちじく

素材のうまみが凝縮された天日干し白デーツ。
そのままお召し上がりいただくか、パン作りや、お菓子作りに。

デーツ

素材のうまみが凝縮されたドライマンゴー。
そのままお召し上がりいただくか、サラダやデザートなどに。

マンゴー

素材のうまみが凝縮された天日干しグリーンレーズン。
そのままお召し上がりいただくか、パン作りや、お菓子作りなどに。

グリーンレーズン

49614 ￥660ﾗｲﾌﾌﾟﾛ あごだし
常
温
10ヶ
月10g×8

原:長崎産ｱｺﾞ(飛魚)　説:上質の焼きあご(長崎県産ﾄﾋﾞｳｵ )を粉末加工し､ﾃｨｰﾊﾟｯｸ方式で包装
しておりますので､手軽に焼きあご10 0％のだしが取れます｡深い旨味のだしを様々な料理
にご活用下さい｡

翌々
週

55620 ￥550ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  天然だしパック　かつお味（8g×16包）
常
温
1年

128g
原:ｶﾂｵ節(九州) /ｻﾊﾞ節(九州) /昆布(北海道)　説:製造工場地:鹿児島｡煮物､お味噌汁などに！
ｶﾂｵ節､ｻﾊﾞ節､昆布をほどよくﾌﾞﾚﾝﾄﾞした自然の風味たっぷりの本格派だしﾊﾟｯｸです｡おい
しいだしの取り方：①水400~50 0 c cに本品1袋を入れて火にかけます｡②沸騰したら3~5

翌々
週

55621 ￥500ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  天然だしパック　いりこ味（8g×16包）
常
温
1年

128g
原:ｲﾜｼ煮干(九州) /ｻﾊﾞ節(九州) /昆布(北海道)　説:製造工場地:鹿児島｡煮物､お味噌汁など
に！青菜の煮浸し､うどんやにゅうめんのだしにも｡いりこ､ｻﾊﾞ節､昆布をほどよくﾌﾞﾚﾝ ﾄ ﾞ
した自然の風味たっぷりの本格派だしﾊﾟｯ ｸです｡おいしいだしの取り方：①水400~500 c c

翌々
週

上質の焼きあご（長崎県産トビウオ）を粉末加工し、ティーパック方式で
包装しておりますので、手軽に焼きあご100％のだしが取れます。
深い旨味のだしを様々な料理にご活用下さい。

あごだし

煮物、お味噌汁などに！カツオ節、サバ節、昆布をほどよく
ブレンドした自然の風味たっぷりの本格派だしパックです。

天然だしパック かつお味

煮物、お味噌汁などに！青菜の煮浸し、うどんやにゅうめんの
だしにも。いりこ、サバ節、昆布をほどよくブレンドした
自然の風味たっぷりの本格派だしパックです。

天然だしパック いりこ味

￥600
常
温
1年

160g
原:ｶﾂｵ節(ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ) /宗田節(九州)/ｲﾜｼ煮干(九州)/ｻﾊﾞ節(九州)/昆布(北海道)　説:製造工場地:
鹿児島｡煮物､麺類､出汁巻き卵などに！ｶﾂｵ節､宗田節､ｲﾜｼ､ｻﾊﾞ節､昆布をほどよくﾌﾞﾚﾝﾄﾞし
た自然の風味たっぷりの本格派だしﾊﾟｯ ｸです｡おいしいだしの取り方：①水400~500 c cに

翌々
週

煮物、麺類、出汁巻き卵などに！カツオ節、宗田節、イワシ、サバ節、昆布を
ほどよくブレンドした自然の風味たっぷりの本格派だしパックです。

天然素材 和風だし

55622 ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 天然素材　和風だし（8g×20包）

51078 ￥550ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 塩･胡椒(ﾃﾞﾎﾞﾗ湖の塩45g×2･ﾏﾚｰｼｱ黒胡椒15g×2)
常
温
2年

1セット
　説:ﾃﾞﾎﾞﾗ湖の塩45g×2･ﾏﾚｰｼｱ黒胡椒15g×2｡ﾐﾙは付いておりませんのでご用意下さい｡

翌々
週

51629 ￥270ﾗｲﾌﾌﾟﾛ デボラの塩
常
温
長期

400g
原:西ｵｰｽﾄﾗﾘｱの塩湖､ﾃﾞﾎﾞﾗ湖で500万年かけて自然の力で結晶化した塩｡塩の味を作用する
結晶は非常に綺麗でまろやかさとさっぱりとした後味がﾚｽﾄ ﾗ ﾝのｼｪ ﾌにも好評｡単純に
しょっぱいだけではなく､ほのかな甘みさえ感じます｡ｵｰｽﾄﾗﾘｱで初､世界で2番目にｵｰｶﾞﾆｯｸ

翌々
週

西オーストラリアの塩湖、デボラ湖で500万年かけて自然の力で結晶化した塩。
塩の味を作用する結晶は非常に綺麗でまろやかさとさっぱりとした後味がレストランのシェフにも好評。
単純にしょっぱいだけではなく、ほのかな甘みさえ感じます。

デボラの塩

デボラ湖の塩45g×2・マレーシア黒胡椒15g×2。ミルは付いておりませんのでご用意下さい。塩・胡椒

49615 ￥600ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  原木・乾しいたけ微粉末
常
温
1年

50g
原:大分･熊本産ｼｲﾀｹ　説:ｼｲ ﾀ ｹは生のものより乾燥ｼｲﾀｹの方が栄養価が高く美味しいと言
われています｡そのｼｲﾀ ｹを焙煎することにより三大旨味成分のひとつｸﾞｱ ﾆ ﾙ酸を増加させま
した｡他にもｼｲﾀｹにはﾋﾞﾀﾐﾝB1･B2･D､ｶﾘｳﾑ､亜鉛､鉄などもﾊﾞﾗﾝｽよく含まれ､さらに食物繊

翌々
週

シイタケは生のものより乾燥シイタケの方が栄養価が高く美味しいと言われています。
そのシイタケを焙煎することにより三大旨味成分のひとつグアニル酸を増加させました。
他にもシイタケにはビタミンB1・B2・D、カリウム、亜鉛、鉄などもバランスよく含まれ、さらに食物繊維も豊富。
使い方：湯呑みに小さじ1杯入れシイタケ茶に（梅干し、昆布粉を入れても）。
みそ汁、お吸物に。餃子、ハンバーグ、肉団子、お好み焼きなどに混ぜ込む。天ぷら、唐揚げ、フライの衣に。

原木・
乾しいたけ微粉末

57107 ￥1100ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 天白どんこ
常
温
365日

50g
原:原木椎茸(大分･熊本)　説:天白どんこは椎茸の中でも最高級品｡歯ごたえを楽しむ鍋や
煮物､椎茸ｽﾃ ｰ ｷなど単体料理でも十分な存在感があります(調理の前日から水に浸けて冷蔵
庫に保存し､軸までしっかり柔らかくなってからお使い下さい)｡別名､花どんことも言われ

翌々
週

天日どんこ
天白どんこは椎茸の中でも最高級品。歯ごたえを楽しむ鍋や煮物、椎茸ステーキなど単体料理でも十分な存在感があります
（調理の前日から水に浸けて冷蔵庫に保存し、軸までしっかり柔らかくなってからお使い下さい）。
別名、花どんことも言われるように傘のおもてがまるで白い花のようになっています。これは冬の凍てつく寒さの時に縮み、
日中の柔らかい日差しをうけるという様々な自然環境が整った時にだけできるもので年間を通じてその量は限られている
希少性の高い特別な椎茸です。



-10- ※表示価格は全て税抜き価格です。

57109 ￥1700ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 徳用香信　割れ椎茸
常
温
365日

150g
原:原木椎茸(大分･熊本)　説:選別の際､かけたり､割れたりした香信椎茸をたっぷり詰め込
んだお徳用ﾊﾟ ｯ ｸです｡様々な形､大きさの乾椎茸が入っているので､見た目を気にせず沢山
使いたい時におすすめです｡ちらし寿司､炒め物やお出汁など普段使いに最適です｡香信(こ

翌々
週

徳用香信 割れ椎茸
選別の際、かけたり、割れたりした香信椎茸をたっぷり詰め込んだお徳用パックです。様々な形、大きさの乾椎茸が入って
いるので、見た目を気にせず沢山使いたい時におすすめです。ちらし寿司、炒め物やお出汁など普段使いに最適です。
香信（こうしん）とは⋯肉厚は薄めでカサが開ききり、気温が上がってから採取されたものが多く、どんこが高級品なら
香信は一般的ではありますが、平たく薄いので戻りも早く、食材の組み合わせで旨味を互いに引き出すのが得意な椎茸です。

48965 ￥700ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  西の線香花火（スボ手牡丹）
対
外

̶

15本入
　説:3 0 0年変わらない線香花火の原型です｡米作りが盛んだった関西はﾜﾗの線香花火｡現
在､国内で手作り線香花火を作っている所は僅か3ヶ所｡そのうちの１ヶ所､伝統の光を守る
筒井時正花火製作所(福岡県高田町)の作品です｡

翌々
週

48966 ￥700ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  東の線香花火（長手牡丹）
対
外

̶

15本入
　説:関東地方では米作りが少なく紙すきが盛んだったためﾜﾗの代用品として紙で火薬を
包んで作られました｡現在､国内で手作り線香花火を作っている所は僅か3ヶ所｡そのうちの
１ヶ所､伝統の光を守る筒井時正花火製作所(福岡県高田町)の作品です｡

翌々
週

37084 ￥1100ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 線香花火（巧）
対
外

̶

12本入
　説:手漉き和紙を使用｡宵闇に咲く線香花火｡真っ赤な火花を飛ばしながら､はかなく燃え
尽きる姿は日本人の夏に欠かせません｡今では日本に出回る花火のほとんどが中国産｡ひと
つひとつ手作業で作られる国産の線香花火は長年の経験が生んだ芸術品です｡

翌々
週

48963 ￥1270ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 東の花火セット
対
外

̶

1個
　説:東の線香花火(15本)､手持ち花火(九州炭火2本､炎龍舞2本)､ﾚｲﾝﾎﾞｰｶﾗｰ(ﾄﾞﾗｺﾞﾝ1個)のｾｯ
ﾄです｡職人が一つ一つ手作りしました｡現在､国内で手作り線香花火を作っている所は僅か
3ヶ所｡そのうちの１ヶ所､伝統の光を守る筒井時正花火製作所(福岡県高田町)の作品です｡

翌々
週

48964 ￥1270ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 西の花火セット
対
外

̶

1個
　説:西の線香花火(15本)､手持ち花火(九州炭火2本､炎龍舞2本)､ﾚｲﾝﾎﾞｰｶﾗｰ(ﾄﾞﾗｺﾞﾝ1個)のｾｯ
ﾄです｡職人が一つ一つ手作りしました｡現在､国内で手作り線香花火を作っている所は僅か
3ヶ所｡そのうちの１ヶ所､伝統の光を守る筒井時正花火製作所(福岡県高田町)の作品です｡

翌々
週

￥1100
対
外

̶

1個
　説:その名の通りﾅｲｱｶﾞﾗの滝をｲﾒｰｼﾞした仕掛け花火です｡迫力のあるﾅｲｱｶﾞﾗの花火の滝
が楽しめます｡※大人の目線以上の高さの棒2本を約7mの幅で立て､花火を結びｾｯ ﾄする必
要があります｡現在､国内で手作り線香花火を作っている所は僅か3ヶ所｡そのうちの１ヶ

翌々
週

西の線香花火（スボ手牡丹）
300年変わらない線香花火の原型です。米作りが盛んだった関西はワラの線香花火。

東の線香花火（長手牡丹）
関東地方では米作りが少なく紙すきが盛んだったためワラの代用品として紙で火薬を包んで作られました。

現在、国内で手作り線香花火を作っている所は僅か3ヶ所。
そのうちの１ヶ所、伝統の光を守る筒井時正花火製作所（福岡県高田町）の作品です。線香花火（巧）

手漉き和紙を使用。宵闇に咲く線香花火。真っ赤な火花を飛ばしながら、はかなく燃え尽きる姿は日本人の夏に
欠かせません。火をつけると「牡丹」→「松葉」→「柳」→「ちり菊」と４段階に変化する美しさを楽しめます。
今では花火のほとんどが中国産。ひとつひとつ手作業で作られる国産の線香花火は長年の経験が生んだ芸術品です。

東の花火セット
東の線香花火（15本）、手持ち花火（九州炭火２本、炎龍舞２本）、
レインボーカラー（ドラゴン１個）のセットです。

西の花火セット
西の線香花火（15本）、手持ち花火（九州炭火２本、炎龍舞２本）、
レインボーカラー（ドラゴン１個）のセットです。

仕掛け花火 ナイアガラ
その名の通りナイアガラの滝をイメージした仕掛け花火です。迫力のあるナイアガラの花火の滝が楽しめます。
※大人の目線以上の高さの棒2本を約7mの幅で立て、花火を結びセットする必要があります。

48962 ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  仕掛け花火　ナイアガラ

飲む酢・ブルーベリー黒酢
300年の歴史を持つ福岡県・酢屋「庄分酢」の飲む酢シリーズ。有機玄米黒酢にブルーベリー果汁とはちみつを加え
すっきりとした飲み口に。冷水、お湯、炭酸水で5倍ほどに薄めてお飲み下さい。

54516 ￥1310庄分酢  飲む酢・ブルーベリー黒酢
常
温
540日

200ml
原:有機玄米黒酢(福岡)/濃縮ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ果汁(ｱﾒﾘｶ /ｶﾅﾀﾞ) /ﾊﾁﾐﾂ(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ)　説:製造工場地:福
岡｡300年の歴史を持つ福岡県･酢屋｢庄分酢｣の飲む酢ｼﾘｰｽﾞ｡有機玄米黒酢にﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ果汁
とはちみつを加えすっきりとした飲み口に｡冷水､お湯､炭酸水で5倍ほどに薄めてお飲み下

翌々
週

51074 ￥700ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 麦の膳
常
温
1年

300g
原:もち麦(愛媛産) /裸麦(愛媛産) /押麦(愛媛産)　説:普段のお米に1~3割ほど混ぜて炊いて
ください｡また茹でてｽｰﾌﾟやｻﾗﾀ ﾞなどに入れても｡白米と比べて食物繊維は20倍以上､玄米
の4倍以上､ごぼうの2倍以上｡白米の食物繊維は100gあたり0 .5g､玄米が100gあたり3 .0g､麦

翌々
週

51301 ￥800ﾗｲﾌﾌﾟﾛ はと麦茶（12g×25包）
常
温
6ヶ月

1袋
原:島根産ﾊﾄﾑｷﾞ　説:ﾊﾄ ﾑ ｷ ﾞは穀物の王様と呼ばれるくらい栄養価の高い薬草漢方名はﾖｸｲﾆ
ﾝ ｡豊かな自然に囲まれた環境の中で太陽の光を充分に浴びて育った｢ﾊﾄ ﾑ ｷ ﾞ ｣ ｡香ばしくまろ
やかな味わいです｡日本での歴史は約三百年ですが､やはり日本でも病気のためなどに強壮

翌々
週

麦の膳
普段のお米に1~3割ほど混ぜて炊いてください。また茹でてスープやサラダなどに入れても。
白米と比べて食物繊維は20倍以上、玄米の4倍以上、ごぼうの2倍以上。白米の食物繊維は100gあたり0.5g、玄米が
100gあたり3.0g、麦の膳はなんと100gあたり12.1gもの食物繊維(水溶性食物繊維5.0g)を含み、しかも低カロリーです。
もち麦単体(12.9g)と同程度含まれている上に、もち麦、裸麦、押麦の3種類の麦を配合してありますので、ほのかな
甘みと香ばしさが広がり、バランス良く栄養素を摂ることができます。しかもタンパク質やミネラル、ビタミン類も
豊富。麦の膳で最も注目すべき点は腸内細菌を良くする最強の食材「水溶性食物繊維β-グルカン」という成分が豊富
だということです。水溶性食物繊維は消化が遅く、胃の中でゼリー状になり腸まで届き、脂質や糖質を包み込んで
消化吸収を遅らせ余分なコレステロールは体外へ排出します。その為、食後の血糖値抑制効果があり、内臓脂肪や
コレステロールを減少させますので通常の食物繊維よりも高いダイエット効果を得られることでも知られています。

はと麦茶
ハトムギは穀物の王様と呼ばれるくらい栄養価の高い薬草漢方名はヨクイニン。豊かな自然に囲まれた環境の中で太陽
の光を充分に浴びて育った「ハトムギ」。香ばしくまろやかな味わいです。日本での歴史は約三百年ですが、やはり
日本でも病気のためなどに強壮剤・栄養剤として煎じてお茶としてのんだり、非常用の食用としても使われていたよう
です。江戸時代は病を患った後や産後の体力回復にハトムギを処方していたという。近年ではハトムギに含まれる
コイクセノライドという成分が医学界からも注目され健康に対するハトムギへの期待がますます高まっています。

57603 ￥400ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 鉄釜・砂炒り麦茶
常
温
1年

300g
原:二条大麦(熊本:農薬･化学肥料不使用)　説:農薬･化学肥料に頼らずに栽培された二条大
麦を､砂と一緒に全長10mもの大きな鉄釜｢五百木式｣(いおきしき)で炒って作るこだわりの
麦茶｡B級品やくず状のもを粉砕して不織布に詰めたﾃｨｰ ﾊ ﾞ ｯ ｸ式とは違い､品質のいい丸麦

翌々
週

鉄釜・砂炒り麦茶
農薬・化学肥料に頼らずに栽培された二条大麦を、砂と一緒に全長10mもの大きな鉄釜「五百木式」(いおきしき)で
炒って作るこだわりの麦茶。B級品やくず状のもを粉砕して不織布に詰めたティーバック式とは違い、品質のいい
丸麦をそのまま使い、昔ながらにやかんで煮出す商品で、懐かしく美味しい麦茶を堪能できます。麦茶の味は苦みと
甘みのバランスで決まります。砂から発せられる遠赤外線が大麦の芯まで充分に炒り上げて風味を増します。



57601 ￥3600ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 奈良えごま油
常
温
1年

120g
原:ｴｺﾞﾏ (奈良)　説:奈良産の農薬不使用･有機栽培のｴｺﾞﾏを使用｡焙煎していないｴｺﾞﾏを低
温圧縮で圧搾しています｡生活習慣病改善が期待できるｵﾒｶ ﾞ 3と呼ばれるαﾘﾉﾚ ﾝ酸を豊富に
含有しています(αﾘﾉ ﾚ ﾝ酸は人体では作れない必須脂肪酸｡一部が体内でDHAやEPAに変

翌々
週

57602 ￥1800ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 奈良えごま油
常
温
1年

50g
原:ｴｺﾞﾏ (奈良)　説:奈良産の農薬不使用･有機栽培のｴｺﾞﾏを使用｡焙煎していないｴｺﾞﾏを低
温圧縮で圧搾しています｡生活習慣病改善が期待できるｵﾒｶ ﾞ 3と呼ばれるαﾘﾉﾚ ﾝ酸を豊富に
含有しています(αﾘﾉ ﾚ ﾝ酸は人体では作れない必須脂肪酸｡一部が体内でDHAやEPAに変

翌々
週

奈良えごま油
奈良産の農薬不使用・有機栽培のエゴマを使用。焙煎していないエゴマを低温圧縮で圧搾しています。
生活習慣病改善が期待できるオメガ3と呼ばれるαリノレン酸を豊富に含有しています(αリノレン酸は
人体では作れない必須脂肪酸。一部が体内でDHAやEPAに変換されます)。酸化に弱いので開封後は
冷暗所でなるべく空気に触れぬようお早めにお召し上がり下さい。生食が向いていますのでサラダや
和え物に使用するなど加熱せずにお召し上がり下さい。１日の摂取目安は小さじ1杯程度です。

50394 ￥1400ﾗｲﾌﾌﾟﾛ デイリーミスト
対
外

̶

300ml
　説:成分がすべて食品から作られているためｽﾌ ﾟ ﾚ ｰ後に拭き取ったり洗い流す必要がな
く､きわめて安全性の高い除菌､抗菌ｽﾌﾟﾚｰです｡約300回ｽﾌﾟﾚｰ可能｡塩素系漂白剤のように
薄める手間がないだけでなく､食器や食べ物のあるところでも気にすることなくｽﾌ ﾟ ﾚ ｰでき

翌々
週

51073 ￥800ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  デイリーミスト　携帯用
対
外

̶

50ml
　説:成分がすべて食品から作られているためｽﾌ ﾟ ﾚ ｰ後に拭き取ったり洗い流す必要がな
く､きわめて安全性の高い除菌､抗菌ｽﾌﾟﾚｰです｡狭い範囲(お皿など)に約300回ｽﾌﾟﾚｰ可能｡
塩素系漂白剤のように薄める手間がないだけでなく､食器や食べ物のあるところでも気に

翌々
週

50395 ￥2200ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  デイリーミスト　詰め替え用
対
外

̶

600ml
　説:詰替用｡成分がすべて食品から作られているためｽﾌ ﾟ ﾚ ｰ後に拭き取ったり洗い流す必
要がなく､きわめて安全性の高い除菌､抗菌ｽﾌ ﾟ ﾚ ｰです｡塩素系漂白剤のように薄める手間が
ないだけでなく､食器や食べ物のあるところでも気にすることなくｽﾌﾟ ﾚ ｰできます｡まな板､

翌々
週

￥2500
対
外

̶

500ml
　説:使用期限は開封後540日｡除菌ﾍﾟｰﾊ ﾟ ｰと違い､その都度ｺﾞﾐが出ませんので災害時にも
便利です｡除菌ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰはｱﾙｺｰﾙだけでなく､ﾊﾞﾗの女王と言われいるﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞのﾛｰｽﾞ
ｳｫｰﾀｰを配合しました｡使用後はほのかなﾛｰｽﾞが香ります｡　成分:ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ /ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ /

翌々
週

￥1300
対
外

̶

100ml
　説:使用期限は開封後540日｡除菌ﾍﾟｰﾊ ﾟ ｰと違い､その都度ｺﾞﾐが出ませんので災害時にも
便利です｡除菌ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰはｱﾙｺｰﾙだけでなく､ﾊﾞﾗの女王と言われいるﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞのﾛｰｽﾞ
ｳｫｰﾀｰを配合しました｡使用後はほのかなﾛｰｽﾞが香ります｡　成分:ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ /ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ /

翌々
週

48961 ￥1200ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  ﾌﾘｰﾏﾑ　ランドリーソーダ（重曹洗剤）
対
外

̶

1.2kg
　説:製造する過程において電子の力で重曹の濃度を高めた衣類洗浄剤｡仕上がりも自然の
柔らかさで柔軟剤はいりません｡敏感肌の方､台所､壁､ｸ ﾛ ｽ ､お風呂の掃除にもご使用いただ
けます｡綿･麻･合成繊維用｡通常すすぎは1回でOK｡酸素系漂白剤(過炭酸塩)を約20％配合

翌々
週

57428 ￥5400ﾗｲﾌﾌﾟﾛ  ﾌﾘｰﾏﾑ　ランドリーソーダ（重曹洗剤）
対
外

̶

6kg
　説:製造する過程において電子の力で重曹の濃度を高めた衣類洗浄剤｡仕上がりも自然の
柔らかさで柔軟剤はいりません｡敏感肌の方､台所､壁､ｸ ﾛ ｽ ､お風呂の掃除にもご使用いただ
けます｡綿･麻･合成繊維用｡通常すすぎは1回でOK｡酸素系漂白剤(過炭酸塩)を約20％配合

翌々
週

デイリーミスト
成分がすべて食品から作られているためスプレー後に拭き取ったり洗い流す必要がなく、きわめて安全性の高い除菌、
抗菌スプレーです。塩素系漂白剤のように薄める手間がないだけでなく、食器や食べ物のあるところでも気にする
ことなくスプレーできます。まな板、冷蔵庫内、トイレ、子どものおもちゃ、長期収納する衣類や寝具にも。

天然ローズウォーター 除菌アルコールスプレー
除菌ペーパーと違い、その都度ゴミが出ませんので災害時にも便利。除菌アルコールスプレーはアルコールだけでなく、
バラの女王と言われいるダマスクローズのローズウォーターを配合しました。使用後はほのかなローズが香ります。

56802 ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 天然ﾛｰｽﾞｳｫｰﾀｰ　除菌ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ

56803 ﾗｲﾌﾌﾟﾛ 天然ﾛｰｽﾞｳｫｰﾀｰ　除菌ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ

￥1500
対
外

̶

60ml
原:長崎県五島列島産椿油　説:髪と肌にﾂﾔとﾊﾘを与えるだけでなく､強い紫外線ｶﾞｰﾄ ﾞ（ｼﾐ
防止）の働きもあります｡主成分は肌の主成分と同じｵﾚ ｲ ﾝ酸なので赤ちゃんや敏感肌の方
でも安心してご使用になれます｡

翌々
週

ランドリーソーダ
製造する過程において電子の力で重曹の濃度を高めた衣類洗浄剤。仕上がりも自然の柔らかさで柔軟剤はいりません。
敏感肌の方、台所、壁、クロス、お風呂の掃除にもご使用いただけます。綿・麻・合成繊維用。通常すすぎは1回でOK。
酸素系漂白剤（過炭酸塩）を約20％配合で白さUP！（色柄物OK）。標準使用量は水1Lに対して1g、水40Lで付属の
スプーン2杯（スプーン1杯＝約20g）。洗濯石けんと一緒に使うことも可能（石けんとランドリーソーダの割合1：9）。
洗濯槽の臭いの原因はカビ、カビのエサは洗剤のタンパク質、フリーマムランドリーソーダにはタンパク質は含まれて
いません。だから洗濯槽のカビや部屋干し臭のバクテリアの繁殖を抑制します。石油系原料不使用。

つばき油
髪と肌にツヤとハリを与えるだけでなく、強い紫外線ガード（シミ防止）の働きもあります。
主成分は肌の主成分と同じオレイン酸なので赤ちゃんや敏感肌の方でも安心してご使用になれます。

49943 ﾗｲﾌﾌﾟﾛ つばき油

57429 ￥2800ﾗｲﾌﾌﾟﾛ ぶらんばーゆ
対
外

̶

60ml
原:馬油(福岡･熊本) /米ﾇｶ油(山形:機械圧搾搾り)　説:国産原料100％｡無香料･無着色･添加
物無し｡馬油に昔ながらの圧搾法で搾った米油をﾌﾟﾗ ｽすることで酸化しにくい馬油ｽｷﾝ ｹ ｱに
なりました｡馬油は人間の皮脂によく似ているため､肌にｽｰ ｯとなめらかに伸び馴染み､お肌

翌々
週

ぶらんばーゆ
国産原料100％。無香料・無着色・添加物無し。馬油に昔ながらの圧搾法で搾った米油をプラスすることで酸化しにくい
馬油スキンケアになりました。馬油は人間の皮脂によく似ているため、肌にスーッとなめらかに伸び馴染み、お肌の
柔軟性や潤いを保ちます。期待できる効能：肌荒れを防ぐ。皮膚に潤いを与え柔軟性を保つ。皮膚をすこやかに保つ。
皮膚を保護して乾燥を防ぐ。日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ。使用期限：開封後6~12ヶ月。

5週号企画　まるは油脂の石けん（翌々週）
こちらの商品は翌々週お届けです

人にやさしく自然にやさしく「石けんづくり一筋70年の思い。」
●まるは油脂化学は創業以来７０年、「人と自然にやさしい石けんを」という先代からの精神を受け継ぎ、いまも天然素材だけを使い、「釜だき」
「自然乾燥」という昔ながらの枠練り製法で石けんづくりに取り組んでいます。完成までに９０日という手間ひまかけた石けんづくりは全てが
機械化された現代には不似合いかもしれませんが、この手間ひまこそが皆さんの健康を保ち、地球環境を守るとわたしたちは信じるからです。

重曹せっけん えりそで洗い
重曹のスクラブ効果で汚れを落とす！
主婦歴35年の石鹸屋のおかみが作り
ました。

衣類の汚れた部分（えり、そで）を水で濡らし、
重曹せっけんでこすり落とし洗濯機へ！使いやすいスティックタイプです。

-11- ※表示価格は全て税抜き価格です。

53200 重曹せっけん　えりそで洗い　100g

　説:重曹のｽｸﾗﾌﾞ効果で汚れを落とす！主婦歴35年の石鹸屋のおかみが作りました｡衣類の汚
れた部分(えり､そで)を水で濡らし､重曹せっけんでこすり落とし洗濯機へ！使いやすいｽﾃｨｯｸﾀｲ
ﾌﾟです｡　成分:純石けん分(80％脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ)/研磨剤(重曹)

￥250　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ

3139 ハーブの香り洗濯用　粉石けん　1.8kg

原:純石けん分70％/炭酸塩/珪酸塩/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｵｲﾙ/ﾐﾝﾄｵｲﾙ　説:洗い上がりはほのかに天然ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香
り｡赤ちゃんのおむつや肌着､お肌の弱い方の衣類洗いに最適です｡

￥1200　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ



-12- ※表示価格は全て税抜き価格です。

台　所　用

九州南部に広く分布する白色の火山灰シラスを研磨剤としてブレンド。自然素材で手肌にやさしく、しかも汚れ落ち抜群です。
洗い流された石けんは生分解して自然に戻り、水を汚しません。食器についた茶渋や鍋・フライパンのしつこい汚れなどに。

合成界面活性剤を含まない分解性に優れた台所用液体石けん。
オレンジオイルにはリフレッシュ効果があり、油汚れもすっきり落とします。

◆石けんクリーナー

オレンジパワー液体石けん

洗顔・浴用石けん
昔ながらの「釜だき」製法だから自然なままの保湿成分がたっぷり。
天然ハーブの働きで、お肌のダメージを回復。しっとりと健やかに洗い上げます。

あぶらとり紙がくっつく、化粧のりが悪い、、そんな方におすすめです。香りのいいラベンダーのパウダーと
オイルをブレンド。保湿効果のあるスクワラン、カミツレエキスを配合しました。
天然の保湿成分で洗い上がりはしっとり。すぐれた洗浄力でメイク汚れもすっきり。

さらっと洗顔石鹸
ラベンダー＆カモミール

顔がテカる、顔がぬめって気持ち悪い、、そんな方におすすめです。清涼感があり、お肌を引き締めてくれる
ミントオイルとお肌を健やかに保つローズマリーエキスを配合しました。天然の保湿成分で洗い上がりはしっとり。

顔が粉をふく、肌がごわつく、、そんな方におすすめです。保湿効果のあるハチミツをたっぷり配合しました。
お肌に潤いとつやを与えます。※ハチミツがたっぷり入っているので石けんの色が濃い色に変わっていきます。

きゅっと洗顔石鹸
ミント＆ローズマリー

ぷるっと洗顔石鹸
たっぷりはちみつ

　無添加石けん素地と自然の有効成分だけで作りました。◆お風呂の石けんシリーズ

柿渋石けんは気になる臭いをすっきり落としてくれるので、体のにおいが気になる方にも人気の石けんです。
たくさん汗を流した後など、さっぱりしたい方におすすめの石けんです。

無添加石けんにオリーブ油を加えました。乾燥肌の方や冬場など乾燥しやすい時期に最適。
無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです。

オレンジ皮粉末でオレンジ色の石けん。乾燥する季節には特におすすめです。洗顔にも使えます。

柿渋 お風呂の石けん

オリーブ（しっとりタイプ）お風呂のセッケン

オレンジ＆グレープフルーツ お風呂のセッケン

くるめのやさしい石けんでつくったシャボン玉
川をできるだけ汚さないように人にやさしい石けん造りにこだわって創業80余年。

みんなが安心して遊べるように石けんでシャボン玉液を作りました。
ミント＆ティーツリーの香り。吹き具つき。

3122 ハーブの香り洗濯用　液体石けん　800ml

原:水/純石けん分35％/水/ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/炭酸塩/ﾐﾝﾄｵｲﾙ　説:ﾎﾟﾘﾎﾞﾄﾙ入り｡洗浄力をｱｯﾌﾟした液体石
けん｡天然ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰのさわやかな香りで衣類を気持ちよく洗い上げます｡ﾄﾞﾗﾑ式洗濯乾燥機の場
合は洗剤投入口には入れず､洗濯物と一緒に入れて下さい｡

￥1000　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ

3125 ハーブの香り洗濯用　液体石けん詰替用　2kg

原:水/純石けん分35％/水/ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/炭酸塩/ﾐﾝﾄｵｲﾙ　説:洗浄力をｱｯﾌﾟした液体石けん｡天然ﾗﾍﾞﾝ
ﾀﾞｰのさわやかな香りで衣類を気持ちよく洗い上げます｡ﾄﾞﾗﾑ式洗濯乾燥機の場合は洗剤投入口
には入れず､洗濯物と一緒に入れて下さい｡

￥2000　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ

40848 ￥650ﾏﾙﾊ  ハーブの香り洗濯用　液体石けん　詰替
対
外

̶ ５週
号500ml

原:水/純石けん分35％/塩化ｶﾘｳﾑ /炭酸塩/ｱﾙｺｰﾙ /ﾐﾝﾄｵｲﾙ　説:ﾎﾟﾘﾎﾞﾄﾙ入り｡洗浄力をｱｯﾌﾟした
液体石けん｡天然ﾗﾍﾞﾝ ﾀ ﾞ ｰのさわやかな香りで衣類を気持ちよく洗い上げます｡ﾄﾞﾗ ﾑ式洗濯
乾燥機の場合は洗剤投入口には入れず､洗濯物と一緒に入れて下さい｡

翌々
週

3184 石けんクリーナー　ボトル　280g

原:研磨剤(火山灰/70％)/純石けん分(20％)/炭酸塩　説:九州南部に広く分布する白色の火山灰｢ｼﾗ
ｽ｣を研磨剤としてﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡自然界の成分が優しく作用します｡鍋･ﾌﾗｲﾊﾟﾝのしつこい汚れ､焦げつ
きに｡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品も洗えます｡

￥420　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ

3185 石けんクリーナー　詰替用　280g

原:研磨剤(火山灰/70％)/純石けん分(20％)/炭酸塩　説:九州南部に広く分布する白色の火山灰｢ｼﾗ
ｽ｣を研磨剤としてﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡自然界の成分が優しく作用します｡鍋･ﾌﾗｲﾊﾟﾝのしつこい汚れ､焦げつ
きに｡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品も洗えます｡　備: 販売 安全食品の宅配ちろりん村

￥300　対外　賞味：̶　５週号  翌々週ﾏﾙﾊ

40846 ￥450ﾏﾙﾊ  オレンジパワー　液体石けん　ﾎﾞﾄﾙ
対
外

̶ ５週
号280ml

原:純石けん分30％/水/ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ /炭酸塩/ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ /ﾘﾓﾈﾝ /ｸﾞﾘｾﾘﾝ　説:合成界面活性剤を含ま
ない分解性に優れた台所用液体石けん｡ｵﾚﾝｼ ﾞ ｵ ｲ ﾙにはﾘﾌﾚｯｼ ｭ効果があり､油汚れもすっきり
落とします｡

翌々
週

40847 ￥380ﾏﾙﾊ  オレンジパワー　液体石けん　詰替
対
外

̶ ５週
号250ml

原:純石けん分30％/水/ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ /炭酸塩/ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ /ﾘﾓﾈﾝ /ｸﾞﾘｾﾘﾝ　説:合成界面活性剤を含ま
ない分解性に優れた台所用液体石けん｡ｵﾚﾝｼ ﾞ ｵ ｲ ﾙにはﾘﾌﾚｯｼ ｭ効果があり､油汚れもすっきり
落とします｡

翌々
週

53202 ￥500ﾏﾙﾊ シャボン玉
対
外

̶ ５週
号50ml

　説:吹き具つき｡川をできるだけ汚さないように人にやさしい石けん造りにこだわって創
業80余年｡みんなが安心して遊べるように石けんでｼｬﾎﾞﾝ玉液を作りました｡ﾐﾝﾄ＆ﾃｨｰﾂﾘｰの
香り｡　成分:液体石けん/精製水

翌々
週

40845 ￥550ﾏﾙﾊ ｵﾚﾝｼﾞ＆ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ　お風呂のｾｯｹﾝ100g×3
対
外

̶ ５週
号1組

　説:ｵﾚ ﾝ ｼ ﾞ皮粉末でｵﾚﾝｼ ﾞ色の石けん｡乾燥する季節には特におすすめです｡洗顔にも使え
ます｡　成分:植物製油脂石けん素地(大豆･菜種･ﾊﾟｰﾑ) /ﾘﾓﾈﾝ(ｵﾚﾝｼﾞ抽出液)/ﾁﾝﾋﾟ(ｵﾚﾝｼﾞ皮粉
末)/ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ(ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｴｷｽ由来)/水

翌々
週

53197 ￥1000ﾏﾙﾊ さらっと洗顔石鹸（ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ＆ｶﾓﾐｰﾙ）
対
外

̶ ５週
号80g

　説:洗顔用｡あぶらとり紙がくっつく､化粧のりが悪い､､そんな方におすすめです｡香りの
いいﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰのﾊﾟｳﾀﾞｰとｵｲﾙをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡保湿効果のあるｽｸﾜﾗﾝ､ｶﾐﾂﾚｴｷｽを配合しました｡天然
の保湿成分で洗い上がりはしっとり｡すぐれた洗浄力でﾒｲ ｸ汚れもすっきり｡　成分:石けん

翌々
週

53198 ￥1000ﾏﾙﾊ きゅっと洗顔石鹸（ﾐﾝﾄ＆ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ）
対
外

̶ ５週
号80g

　説:洗顔用｡顔がﾃｶる､顔がぬめって気持ち悪い､､そんな方におすすめです｡清涼感があ
り､お肌を引き締めてくれるﾐﾝﾄｵｲﾙとお肌を健やかに保つﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽを配合しました｡天然
の保湿成分で洗い上がりはしっとり｡　成分:石けん素地(植物油脂製) /ｾｲﾖｳﾊｯｶ油/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴ

翌々
週

53199 ￥1000ﾏﾙﾊ  ぷるっと洗顔石鹸（たっぷりはちみつ）
対
外

̶ ５週
号80g

　説:洗顔用｡顔が粉をふく､肌がごわつく､､そんな方におすすめです｡保湿効果のあるﾊﾁﾐ ﾂ
をたっぷり配合しました｡お肌に潤いとつやを与えます｡※ﾊﾁ ﾐ ﾂがたっぷり入っているので
石けんの色が濃い色に変わっていきます｡　成分:石けん素地(植物油脂製) / ﾊ ﾁ ﾐ ﾂ

翌々
週

53201 ￥550ﾏﾙﾊ ｵﾘｰﾌﾞ(しっとりﾀｲﾌﾟ)お風呂のｾｯｹﾝ100g×3
対
外

̶ ５週
号1組

　説:無添加石けんにｵﾘ ｰ ﾌ ﾞ油を加えました｡乾燥肌の方や冬場など乾燥しやすい時期に最
適｡無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです｡　成分:石けん素地(植物油脂製(大豆･
菜種･ﾊﾟｰﾑ)) /ｵﾘｰﾌﾞ油

翌々
週

45905 ￥550ﾏﾙﾊ 柿渋　お風呂の石けん　100g×3
対
外

̶ ５週
号1組

　説:柿渋石けんは気になる臭いをすっきり落としてくれるので､体のにおいが気になる方
にも人気の石けんです｡たくさん汗を流した後など､さっぱりしたい方におすすめの石けん
です｡　成分:石けん素地(植物油脂(大豆･菜種･ﾊﾟｰﾑ) ) /ｶｷﾀﾝﾆﾝ /ﾘﾓﾈﾝ /ｶｷ葉

翌々
週

お風呂のせっけん・ラベンダー
　100g

ﾏﾙﾊ

原:植物油脂製石けん素地/ ﾗ
ﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ･ｵｲﾙ　説:ﾘﾗｯｸｽ
効果のある天然のﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｳ
ﾀﾞｰとﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｵｲﾙをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡
ゆったりした気分でﾊﾞｽﾀ ｲ ﾑを
お楽しみ下さい｡

対外　賞味：̶
５週号　翌々週

￥300

27354
お風呂のせっけん・よもぎ　
100g

ﾏﾙﾊ

原:植物油脂製石けん素地/ｶ ﾜ
ﾗ ﾖ ﾓ ｷ ﾞ粉末　説:保湿効果のあ
るよもぎﾊﾟｳﾀﾞｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしま
した｡よもぎの成分がお肌に
優しく作用します｡年輩の方
や乾燥肌の人にもﾋﾟｯﾀ ﾘです｡

対外　賞味：̶
５週号　翌々週

￥300

27355
お風呂のせっけん・炭　100g

ﾏﾙﾊ

原:植物油脂製石けん素地/薬
用炭　説:ｽｸ ﾗ ﾌ ﾞ効果のある炭
をﾌﾞﾚﾝﾄﾞしました｡たっぷり
泡立ててやさしく洗って下さ
い｡汗かきや油肌の人もこれ
でｻｯﾊﾟ ﾘ ｡薬用炭のはたらきで
毛穴の汚れもすっきり｡

対外　賞味：̶
５週号　翌々週

￥300

27356
ミントの香り　お風呂の石けん
100g×3　1組

ﾏﾙﾊ

　説:天然ﾐﾝﾄｵｲﾙ配合でさわ
やかにﾐﾝﾄが香ります｡　成
分:植物油脂製石けん素地(大
豆･菜種･ﾊﾟｰﾑ) /ｾｲﾖｳﾊｯｶ油

対外　賞味：̶
５週号　翌々週

￥550

3108
生石鹸　100g

ﾏﾙﾊ

原:植物油脂製石けん素地　
説:創業以来､代々受け継がれ
ている純粋な生石けん｡釜炊
き･枠練り･自然乾燥など90日
間の工程を経て作りました｡
添加剤や香料を一切使わず､
より刺激を抑えたﾃﾞﾘｹ ｰ ﾄな石
けんです｡

対外　賞味：̶
５週号　翌々週

￥350

2783
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59845 ￥9,500ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 七分袖ﾄﾞﾛｯﾌﾟｼｮﾙﾀﾞｰﾜﾝﾋﾟｰｽ　きなり 1枚▼￥10000→

59846 ￥27,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 七分袖ﾄﾞﾛｯﾌﾟｼｮﾙﾀﾞｰﾜﾝﾋﾟｰｽ　藍 1枚

59847 ￥17,100ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 長袖ﾛｰﾝﾌﾞﾗｳｽ　薄手/120番手　きなり 1枚▼￥18000→

59848 ￥25,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 長袖ﾛｰﾝﾌﾞﾗｳｽ　薄手/120番手　藍 1枚

48295 ￥5,320ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ペチコートパンツ 薄手天竺/きなり 1枚▼￥5600→

58777 ￥4,750ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 薄手ﾌﾚﾝﾁ袖ｲﾝﾅｰ･ﾌﾗｲｽ　Mきなり 1枚▼￥5000→

58778 ￥4,750ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 薄手ﾌﾚﾝﾁ袖ｲﾝﾅｰ･ﾌﾗｲｽ　Lきなり 1枚▼￥5000→

43869 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ﾎﾞｰﾀﾞｰ･茶 1枚▼￥1000→

44493 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ﾎﾞｰﾀﾞｰ･ｸﾞﾘｰﾝ 1枚▼￥1000→

44494 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　天竺･きなり 1枚▼￥1000→

44492 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　太ﾎﾞｰﾀﾞｰ･茶 1枚▼￥1000→

43870 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ｶﾞｰｾﾞﾊﾟｲﾙ･茶 1枚▼￥1000→

49795 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ｶﾞｰｾﾞ水玉･茶 1枚▼￥1000→

49793 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ｶﾞｰｾﾞﾁｪｯｸ･茶 1枚▼￥1000→

49794 ￥950ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾘﾄﾙ布ﾅﾌﾟｷﾝ　ｶﾞｰｾﾞｽﾄﾗｲﾌﾟ･茶 1枚▼￥1000→

59849 ￥9,690ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 布ﾅﾌﾟｷﾝ　基本8点ｾｯﾄ　ﾁｪｯｸ＆ｽﾄﾗｲﾌﾟｽ 1ｾｯﾄ▼￥10200→
47451 ￥9,690ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 布ﾅﾌﾟｷﾝ　基本8点セット　ﾌﾟﾚｰﾝ 1ｾｯﾄ▼￥10200→

57730 ￥24,700ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 長袖ﾛﾝｸﾞｼｬﾂﾜﾝﾋﾟｰｽ ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰｸﾛｽ きなり 1枚▼￥26000→

59850 ￥35,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 長袖ﾛﾝｸﾞｼｬﾂﾜﾝﾋﾟｰｽ ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰｸﾛｽ 藍 1枚

58759 ￥6,650ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽのTｼｬﾂ　きなり　M 1枚▼￥7000→

58760 ￥6,650ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽのTｼｬﾂ　きなり　L 1枚▼￥7000→

58757 ￥18,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽのTｼｬﾂ　藍　M 1枚

58758 ￥18,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽのTｼｬﾂ　藍　L 1枚

59851 ￥5,700ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ半袖ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ/天竺　Mきなり 1枚▼￥6000→

59859 ￥5,700ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ半袖ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ/天竺　Lきなり 1枚▼￥6000→

59852 ￥14,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ半袖ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ/天竺　藍 1枚

59860 ￥14,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ半袖ﾌﾟﾙｵｰﾊﾞｰ/天竺　L藍 1枚

58753 ￥12,825ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾛｰﾝﾌﾞﾗｳｽ　薄手/120番手　きなり 1枚▼￥13500→

58752 ￥20,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾛｰﾝﾌﾞﾗｳｽ　薄手/120番手　藍 1枚

46384 ￥1,900ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  アームカバー　薄手　きなり 1組▼￥2000→

46385 ￥1,900ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ アームカバー　薄手　茶 1組▼￥2000→

57736 ￥3,600ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ アームカバー　薄手　藍 1組

56149 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  リブソックス　薄手　Mきなり 1足▼￥1300→

56150 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　M茶 1足▼￥1300→

56151 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　Mｸﾞﾘｰﾝ 1足▼￥1300→

59853 ￥3,600ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　M藍 1足

56152 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　Lきなり 1足▼￥1300→

56153 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　L茶 1足▼￥1300→
56154 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　Lｸﾞﾘｰﾝ 1足▼￥1300→

59854 ￥3,600ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ リブソックス　薄手　L藍 1足

47433 ￥19,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ｶﾞｰｾﾞﾊﾟｼﾞｬﾏ(上下ｾｯﾄ)M/茶/ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰｾﾞ 1枚▼￥20000→

47434 ￥19,000ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ｶﾞｰｾﾞﾊﾟｼﾞｬﾏ(上下ｾｯﾄ)L/茶/ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰｾﾞ 1枚▼￥20000→

1878 ￥8,550ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾍﾞﾋﾞｰﾊﾟｰｶﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ50~90cmきなり 1枚▼￥9000→

58781 ￥6,460ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 三重織ｶﾞｰｾﾞｽﾘｰﾊﾟｰ　きなり50~90cm 1枚▼￥6800→

57705 ￥9,500ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 三重織ガーゼケット シングル きなり 1枚▼￥10000→

57706 ￥11,400ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  タオルケット　シングル　きなり 1枚▼￥12000→

57707 ￥11,400ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  タオルケット　シングル　茶 1枚▼￥12000→

59855 ￥4,500ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ﾒｲﾄﾞ･ｲﾝ･ｱｰｽのミニ織り機キット 1台

21055 ￥3,420ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 液体せっけん（1.2Lボトル） 1本▼￥3600→

21056 ￥2,052ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ 液体せっけん（詰替用900mlパック） 1個▼￥2160→

59856 ￥1,425ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ ほのせっけんシャンプー 500ml▼￥1500→

59857 ￥1,425ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  ぼのせっけんシャンプー用リンス 500ml▼￥1500→

59858 ￥665ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  ぼのぼのコンパクトセット 1ｾｯﾄ▼￥700→

52572 ￥1,235ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  まあるいせっけん　プレーン 120g▼￥1300→

52571 ￥1,330ﾒｲﾄﾞｲﾝｱｰｽ  まあるいせっけん　ラベンダー 120g▼￥1400→

ライブコットン　エコお掃除カタログ（翌々週）
こちらの商品は翌々週お届けですはさみこみチラシをご覧ください！

２ページ
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57672 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  電解水キッチン　シュ！シュ！本体 500ml

57673 ￥980ﾗｲﾌﾞ  電解水キッチン　シュ！シュ！付替用 500ml

57674 ￥350ﾗｲﾌﾞ  tidy　ボーダースポンジ　グリーン 1個

57675 ￥350ﾗｲﾌﾞ  tidy　ボーダースポンジ　イエロー 1個

54484 ￥980ﾗｲﾌﾞ  超電水クリーン　シュシュ 500ml

54485 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  超電水クリーン　シュシュ　詰替用 1000ml

54486 ￥600ﾗｲﾌﾞ  ウェットワイパー　シュ！シュ！ 20枚入

54488 ￥450ﾗｲﾌﾞ  自動製氷機洗浄剤アイスフレッシュ 10g×3

54490 ￥680ﾗｲﾌﾞ Washing Craftsman食洗機用洗剤 550g

54482 ￥680ﾗｲﾌﾞ  電解水食器用シュ！シュ！ 300ml

54483 ￥880ﾗｲﾌﾞ  電解水食器用シュ！シュ！詰替用 500ml

54487 ￥850ﾗｲﾌﾞ  ワサビヌメリトール 13g×5

３ページ
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54491 ￥980ﾗｲﾌﾞ  ランドリークリーナー（洗濯槽ｸﾘｰﾅｰ） 500g×2

57676 ￥900ﾗｲﾌﾞ  ランドリーソープ（洗濯用粉せっけん） 1kg

54500 ￥980ﾗｲﾌﾞ Softener(柔軟仕上剤)ﾎﾞﾄﾙやさしいﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り 520ml

54501 ￥800ﾗｲﾌﾞ  Softener(柔軟仕上剤)詰替用やさしいﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り 500ml

59837 ￥1,650ﾗｲﾌﾞ エコウォッシュ4+ 1個

54492 ￥1,886ﾗｲﾌﾞ  ヨウ素デクリーンNEO 1ｾｯﾄ

57677 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  ヨウ素デクリーンNeo　排水口用 1個

57678 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  ヨウ素デクリーンNeo　トイレ用 1個

57679 ￥500ﾗｲﾌﾞ ｱﾙｶﾘｳｫｯｼｭL　ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊﾟｳﾀﾞｰ　無香料ﾀｲﾌﾟ 600g

54502 ￥598ﾗｲﾌﾞ  スポットクリーナー 150ml

57681 ￥1,800ﾗｲﾌﾞ そうじの神様　ｼｭｰｽﾞ丸洗いﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞﾈｯﾄ 1枚

54504 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  電解水トイレシュ！シュ！泡タイプ 500ml

57683 ￥980ﾗｲﾌﾞ 電解水トイレシュ！シュ！泡ﾀｲﾌﾟ 付替用 500g

54506 ￥900ﾗｲﾌﾞ  リフレッシュハーブ（消臭＆除菌ミスト） 200ml

56420 ￥1,100ﾗｲﾌﾞ  tidyプラタワ・フォートイレ　ブラウン 1個

56421 ￥1,100ﾗｲﾌﾞ  tidyプラタワ・フォートイレ　ホワイト 1個

56422 ￥1,100ﾗｲﾌﾞ  tidyプラタワ・フォートイレ　ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ 1個

57684 ￥1,180ﾗｲﾌﾞ  防カビシール　お風呂用　くじら 1個

57685 ￥900ﾗｲﾌﾞ  カビ取り　泡スプレー　本体 300ml

57686 ￥780ﾗｲﾌﾞ  カビ取り　泡スプレー　取替用 300ml

５ページ
56418 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  電解水お風呂シュ！シュ！泡タイプ 500ml

57687 ￥980ﾗｲﾌﾞ 電解水お風呂シュ！シュ！泡ﾀｲﾌﾟ 付替用 500ml

57688 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  tidy　スキージーミニ　ブルー 1個

57689 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  tidy　スキージーミニ　グレー 1個

57690 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  tidy　スキージーミニ　ホワイト 1個

57691 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  tidy　スキージーミニ　イエロー 1個

59838 ￥1,000ﾗｲﾌﾞ  RETTOトイレクリーナー　白 1ｾｯﾄ

57692 ￥900ﾗｲﾌﾞ  tidy　ウォッシュクロス（お掃除クロス） 1個
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57693 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  tidy　ハンディスポンジ（バス用） 1個

56419 ￥836ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様　ﾊﾞｽﾙｰﾑ用おそうじミトン 1枚

54503 ￥2,100ﾗｲﾌﾞ  AURO　カビ取り 350ml

59839 ￥1,990ﾗｲﾌﾞ インフクリン（ｳｲﾙｽ対策ｽﾌﾟﾚｰ） 250ml

59840 ￥1,780ﾗｲﾌﾞ インフクリン 付替用（ｳｲﾙｽ対策ｽﾌﾟﾚｰ） 250ml

59841 ￥540ﾗｲﾌﾞ  インフクリン  ウエットシート（ｳｲﾙｽ対策） 20枚

59842 ￥1,800ﾗｲﾌﾞ ノロクリン（ｳｲﾙｽ対策ｽﾌﾟﾚｰ） 300ml

59843 ￥1,680ﾗｲﾌﾞ ノロクリン 付替用（ｳｲﾙｽ対策ｽﾌﾟﾚｰ） 300ml

59844 ￥540ﾗｲﾌﾞ ノロクリン ウエットシート（ｳｲﾙｽ対策） 20枚

54510 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  エアコン内部クリーナー　シュシュ 420ml

57694 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  電解水フローリングワックス  シュ！シュ！ 300ml

54512 ￥1,500ﾗｲﾌﾞ AURO フローリングワックスｽﾌﾟﾚｰ ﾎﾞﾄﾙ 350ml

54513 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  AURO フローリングワックスｽﾌﾟﾚｰ 詰替用 350ml

54514 ￥500ﾗｲﾌﾞ  AURO　フローリングワックスシート 10枚入

54507 ￥3,000ﾗｲﾌﾞ  アレルGプラス　ミスト 300ml

57695 ￥1,180ﾗｲﾌﾞ  防カビシール　エアコン用　クローバー 1個

53600 ￥1,091ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様　窓・網戸用お掃除クロス 1枚

57696 ￥836ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様　リビング用おそうじミトン 1枚

54508 ￥1,200ﾗｲﾌﾞ  抗アレルゲン配合　ダニ取りシート 1枚

54509 ￥3,000ﾗｲﾌﾞ  抗アレルゲン配合　ダニ取りシート 3枚ｾｯﾄ

57698 ￥980ﾗｲﾌﾞ  ピカQ　石けんクレンザー 250g

57699 ￥836ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様･肌触りが優しい食器拭きｸﾛｽ 1枚

57700 ￥1,164ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様･食器拭きにもなる水切りﾏｯﾄ 1枚

57701 ￥409ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様　極ラクブラシ･キッチン用 1個

54489 ￥836ﾗｲﾌﾞ  そうじの神様  キッチン用おそうじクロス 3枚

57702 ￥1,400ﾗｲﾌﾞ  バイオデオ　冷蔵庫用 1個

41104 ￥650地の塩社  アルカリウォッシュ 1kg

57703 ￥1,000ﾗｲﾌﾞ  いろいろ使えるクエン酸 800g

57704 ￥300ﾗｲﾌﾞ くまモンの重曹 600g

こちらの商品は翌々週お届けです
さぷ　生活雑貨（翌々週）商品番号

温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

すっきりとして爽やかな香りのブレンド
エッセンシャルオイルです。芳香浴や、
ルームスプレーなどのアロマクラフトに。

ブレンドエッセンシャルオイル
レスピレーション

ナチュラルアロマ ボディーパウダーＳ
サノフロール社のエッセンシャルオイルを配合した100％天然由来のお肌にやさしい
ボディパウダー。使用方法：少量を手に取りそのままお肌におつけ下さい。
入浴後や外出前だけでなく、赤ちゃんの繊細なお肌を清潔に保つためにも安心して
使用できます。またスポーツ前後やフットケアにも最適。さらっとした使用感と
天然ならではの香りをお楽しみ下さい。

季節の変わり目、外出先でも快適な毎日を過ごせるようにブレンドされた携帯用コロン。手や首、鼻の頭、鼻の下に1プッシュして深呼吸。
すっきりとしたハーバルな香りがリフレッシュさせる。また、マスクやハンカチにつけて、自分にむけて芳香浴にお使いいただけます。
ユーカリ（ラジアタ）は呼吸器の炎症緩和、ペパーミントは抗炎症作用・殺菌作用・爽快感、
ティートリーは抗ウイルス・抗菌作用・感染症予防、カユプテは呼吸器の感染防止、抗菌作用、ラベンダーは鎮静作用。

ハーブスプレー レスピレーション

ばらの町ムゴナ
ムゴナはアトラス山脈の南面にある小さな町。豊かな水と一年を通じて乾燥し涼しい気候から、古くからばらの産地として
知られた場所です。美しいムゴナの村で、早朝村人たちによって摘み取られたばらは、ナイアードのモロッコ工場へと運ばれ、
厳しい花の選別と時間をかけた丁寧な蒸留をへて豊かな香りの上質なばら水へと生まれ変わります。

素朴さと優雅さを持つばらの原形・ダマスカス・ローズ
朝摘みばら水で使用しているばらは、ダマスカス・ローズという原種に近いばらです。原産は中近東周辺と言われていますが、
そのすばらしい香りゆえ、紀元前からヨーロッパを始め、様々な地域へと運ばれ、今も栽培されています。蜂蜜に似た重厚で
甘く野趣溢れる香りが特徴です。ひとびんに六十輪のばらのエッセンスを詰めてお届けします。

モロッコ・ムゴナより、ひとびんに六十輪の花のエッセンスを詰めてお届けします。
朝摘みのダマスカス・ローズをたっぷり使ってハンドメイドしたピュアで香り豊かなばら水です。普通肌、脂性肌、敏感肌など
様々なタイプの肌にお使いいただける化粧水です。ばらの優雅な香りとこくのある滑らかな使い心地は、お肌を穏やかに
引き締めながら潤いを与えます。化粧水の他、コロンとして、またリネンウォーター、ルームフレグランスとして
お使いいただけます。優しい香りに包まれながら、心とお肌をリフレッシュしてください。

26142 ￥1600ﾊｲﾊﾟｰﾌﾟﾗﾝﾂ ハーブスプレー　ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ※品薄
対
外

̶

30ml
原:ｴﾀﾉｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ /ﾕｰｶﾘ油/ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ油/ｶﾕﾌﾟﾃ油/ﾃｨｰﾄﾘｰ油/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油　説:季節の変わり目､外
出先でも快適な毎日を過ごせるようにﾌﾞﾚﾝ ﾄ ﾞされた携帯用ｺﾛﾝ｡手や首､鼻の頭､鼻の下に1
ﾌﾟｯｼｭして深呼吸｡すっきりとしたﾊｰﾊﾞﾙな香りがﾘﾌﾚｯｼｭさせる｡また､ﾏｽｸやﾊﾝｶﾁにつけて､

翌々
週

48726 ￥1300ﾊｲﾊﾟｰﾌﾟﾗﾝﾂ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ　ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ※品薄
対
外

̶

5ml
原:ﾕｰｶﾘ(ﾗｼﾞｱﾀ) /ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ /ｶﾕﾌﾟﾃ /ﾃｨｰﾄﾘｰ /ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ(真正)　説:すっきりとして爽やかな香りの
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙです｡芳香浴や､ﾙｰﾑｽﾌﾟﾚｰなどのｱﾛﾏｸﾗﾌﾄに｡ 翌々

週

34303 ￥1900ﾊｲﾊﾟｰﾌﾟﾗﾝﾂ  ナチュラルアロマ　ボディパウダーS
対
外

̶

70g
原:ﾊﾟｳﾀﾞｰ:ﾀﾙｸ/ﾏｲｶ/ｶｵﾘﾝ　香り:ｻｲﾌﾟﾚｽ/ﾃｨｰﾄﾘｰ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ/ﾚﾓﾝ/ｵﾚﾝｼﾞ/ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ　説:ｻﾉﾌﾛｰﾙ社
のｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙを配合した100％天然由来のお肌にやさしいﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ｡使用方法：少量を
手に取りそのままお肌におつけ下さい｡入浴後や外出前だけでなく､赤ちゃんの繊細なお肌

翌々
週

33716 ￥2000ﾅｲｱｰﾄﾞ 朝摘みばら水
対
外

̶

100ml
原:ﾓﾛｯｺ産ﾀﾞﾏｽｶｽﾛｰｽﾞ　説:EUのｵｰｶﾞﾆｯｸ認定であるｴｺｾｰﾙ取得｡時間をかけてゆっくりと蒸
留し収量を限定することで爽やかさに加え香り高くしっとりとこくのある使用感のばら水
になりました｡成分比：水分99 . 2％その他の成分0 . 8％

翌々
週

50133 ￥900ﾅｲｱｰﾄﾞ  アルガンオイル（小）
対
外

̶

7ml
原:ｱﾙｶﾞﾆｱｽﾋﾟﾉｻ核油(ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ)　説:ﾓﾛｯｺ製｡肌にﾊﾘと潤いを与える美容ｵｲﾙ｡毎日朝晩2回､3
~4滴のﾌｪｲｼｬﾙｹｱで約3ヶ月使えます｡ｵﾚｲﾝ酸やﾘﾉｰﾙ酸等不飽和脂肪酸が大半を占め､そして
肌に良い効果を与えるｶﾛﾁﾝ､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ類(ﾋﾞﾀﾐﾝE)を豊富に含みます｡角質層への浸透が高い

翌々
週

50134 ￥3400ﾅｲｱｰﾄﾞ  アルガンオイル（大）
対
外

̶

30ml
原:ｱﾙｶﾞﾆｱｽﾋﾟﾉｻ核油(ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ)　説:ﾓﾛｯｺ製｡肌にﾊﾘと潤いを与える美容ｵｲﾙ｡毎日朝晩2回､3
~4滴のﾌｪｲｼｬﾙｹｱで約3ヶ月使えます｡ｵﾚｲﾝ酸やﾘﾉｰﾙ酸等不飽和脂肪酸が大半を占め､そして
肌に良い効果を与えるｶﾛﾁﾝ､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ類(ﾋﾞﾀﾐﾝE)を豊富に含みます｡角質層への浸透が高い

翌々
週

アルガンクリーム
アルガンオイル83％・蜜ろう17％。
モロッコ産のアルガンという木の実のオイルと北タイ産の果物ラムヤイの花の香りのする蜜ろうだけで作ったクリーム。
ビタミンEを多く含み、肌を乾燥から守り、いきいきとさせます。顔、全身の乾燥部分、ナイトクリームにも使えます。

モロッコ製。肌にハリと潤いを与える美容オイル。毎日朝晩2回、3~4滴のフェイシャルケアで約3ヶ月使えます。
オレイン酸やリノール酸等不飽和脂肪酸が大半を占め、そして肌に良い効果を与えるカロチン、
トコフェロール類(ビタミンE)を豊富に含みます。角質層への浸透が高いためなじみが良く、肌をふっくらみずみずしく整えます。

アルガンオイル

30321 ￥3000ﾅｲｱｰﾄﾞ アルガンクリーム
対
外

̶

35ml
原:ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ /蜜ろう　説:ﾓﾛｯｺ産のｱﾙｶﾞﾝという木の実のｵｲﾙと北ﾀｲ産の果物ﾗﾑﾔｲの花の香り
のする蜜ろうだけで作ったｸﾘｰﾑ ｡ ﾋ ﾞ ﾀ ﾐ ﾝEを多く含み､肌を乾燥から守り､いきいきとさせま
す｡顔､全身の乾燥部分､ﾅｲﾄｸﾘｰﾑにも使えます｡

翌々
週

https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/eco5.jpg
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/eco6.jpg
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/eco7.jpg
https://www.niji.or.jp/chirorin/TIRASI/eco8.jpg
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モロッコだけで取れるアルガンの木の実から絞ったオイルを使ったハンドメイド石鹸。熱をかけないコールド製法。アルガン石鹸

オリーブオイル：ローレルオイル=９：１。オリーブオイルをふんだんに使用したスタンダードな石けん。
洗顔から洗髪までお使いいただけます。人の肌と似たオレイン酸を多く含んでいるためお肌にやさしい石けんです。
汚れを落としつつも洗い上がりはしっとりなめらか。デリケートなお肌の方におすすめです。
地中海に面したシリアのアレッポという町で生まれたオリーブオイルを原料とした純粋な石けん。
古くからの伝統的な手法で作られています。※手作りのため色、重さ、大きさなどにばらつきがあります。

アレッポの石鹸（ノーマル）

オリーブオイル：ローレルオイル=98：２。オリーブオイルたっぷりで、よりマイルドな石けん。
５年以上熟成され、溶けにくく、洗髪も含め全身にお使いいただけます。デリケートなお肌の方に特におすすめです。

アレッポの石鹸（ライト）

オリーブオイル：ローレルオイル=６：４。希少なローレル（月桂樹）オイルを40％と贅沢に使用した石けん。ローレルオイルはさっぱり
とした爽快感のある洗い上がりで体臭を抑えます。洗髪ではフケ、かゆみを抑える効果もあります。ウッディな香りで森林浴をしたかの
ようです。オイリーなお肌の方、汗をかく時期、特に洗髪におすすめです。シリアの伝統的な手法で、釜で3昼夜もの間熱を加えながら
練り上げると、オリーブオイルはゆっくりと鹸化し石鹸になってゆきます。さらに風通しのよい室内で自然乾燥、熟成させます。
１~２年の熟成により表面が深緑色からアメ色に変わっていきます。※手作りのため色、重さ、大きさなどにばらつきがあります。

アレッポの石鹸（EXTRA40）

オーガニックコットン使用/繊細な肌部分に安心な綿棒。
1本でスタンダードの丸形と筆先と呼ばれる細い先端の両方が
使い分けられ、細かな部分のお手入れやメイク時に便利。8×10cm。オーガニックコットン100％。

48枚入。大判なので化粧用だけでなく赤ちゃんのお尻拭き等用途いろいろ。
1枚を薄くはがすようにして使えばお顔のパックにも。

オーガニック多目的コットン

綿棒 7.8cm 70本

6×6㎝。60枚。原綿の柔らかさをそのままに、肌触りのやさしいオーガニックコットン使用の化粧用
コットン。繊維が細く蜜に絡み合った毛羽立ちの少ない上質なカット面に仕上げました。

化粧用コットン

直径約2.5㎝。40個。オーガニックコットン使用。綿球の芯の密度がしっかりしているのでマニキュア
落とし、メイク落とし、パッティングなど液を充分含ませお手入れするときにおすすめです。

マシュマロコットン

23×20㎝。10枚。オーガニックコットン使用/繊維の目を詰め、肌になめらかになじみ吸着力が強く
はがれにくいフェイスマスクです。お手持ちの美容液などを含ませてじっくりとお顔のパックを。

フェイスマスク

7×3cm。30枚。オーガニックコットン使用。センシティブな目元や口元のお肌をいたわるシート。
充填力、吸収力に優れているので美容液を含ませ、しっかりお肌に密着させてください。

目もとシート

モロッコで伝統的に使われてきた石鹸のように汚れをとる、粘土そのものです。
ミネラルの吸着力で汚れをすっきり落とし、お肌も髪もしっとりすべすべに潤します。
水に溶くだけでメイク落としや洗顔、リンスを兼ねたシャンプーはもちろん、
化粧水・入浴剤としても使えます。敏感肌の方にもおすすめ。

石鹸のように汚れをとる粘土「ガスール」

32320 ￥1200ﾅｲｱｰﾄﾞ  アルガン石鹸・レギュラー
対
外

̶

145g
原:石鹸素地(ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ30％/ｺｺﾅﾂｵｲﾙ30％/ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ20％/ﾊﾟｰﾑｵｲﾙ20％)　説:ﾓﾛｯｺだけで取れ
るｱﾙｶﾞﾝの木の実から搾ったｵｲﾙをﾍﾞｰｽにしたﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ石鹸｡熱をかけないｺｰﾙﾄﾞ製法｡ﾀｲ産｡ 翌々

週

4133 ￥630ﾗｲﾌﾞ  アレッポの石鹸（ノーマル）B3ﾀｲﾌﾟ
対
外

̶

約200g
原:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ/ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ/苛性ｿｰﾀﾞ/水　説:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ:ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ=9:1｡ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙをふんだんに使用
したｽﾀﾝﾀ ﾞ ｰ ﾄ ﾞな石けん｡洗顔から洗髪までお使いいただけます｡人の肌と似たｵﾚｲﾝ酸を多く
含んでいるためお肌にやさしい石けんです｡汚れを落としつつも洗い上がりはしっとりな

翌々
週

24149 ￥900ﾗｲﾌﾞ アレッポの石鹸（EXTRA40）B11ﾀｲﾌﾟ
対
外

̶

約180g
原:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ /ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ　説:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ :ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ=6:4｡希少なﾛｰﾚﾙｵｲﾙを40％と贅沢に使用した
石けん｡ﾛｰﾚﾙ ｵ ｲ ﾙ (月桂樹ｵｲﾙ )はさっぱりとした爽快感のある洗い上がりで体臭を抑えます｡
洗髪ではﾌｹ､かゆみを抑える効果もあります｡ｳｯ ﾃ ﾞ ｨな香りで森林浴をしたかのようです｡ｵｲ

翌々
週

51093 ￥500ﾗｲﾌﾞ  アレッポの石鹸（ライト）
対
外

̶

約180g
原:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ/ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ/苛性ｿｰﾀﾞ/水　説:ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(98)：ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ(2)｡ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙたっぷりで､よ
りﾏｲﾙ ﾄ ﾞな石けん｡5年以上熟成され､溶けにくく､洗髪も含め全身にお使いいただけます｡ﾃﾞ
ﾘｹｰﾄなお肌の方に特におすすめです｡地中海に面したｼﾘｱのｱﾚｯﾎﾟという町で生まれたｵﾘｰﾌﾞ

翌々
週

32707 ￥530ﾗｲﾌﾞ ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　多目的コットン(715508)
対
外

̶

48枚
　説:8×10cm｡ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ100％｡48枚入｡大判なので化粧用だけでなく赤ちゃんのお尻拭
き等用途いろいろ｡1枚を薄くはがすようにして使えばお顔のﾊﾟｯ ｸにも｡ 翌々

週

34355 ￥400ﾗｲﾌﾞ ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　綿棒　(715510)
対
外

̶

70本入
　説:7 .8㎝/70本/ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ使用/繊細な肌部分に安心な綿棒｡1本でｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞの丸形と筆
先と呼ばれる細い先端の両方が使い分けられ､細かな部分のお手入れやﾒｲ ｸ時に便利｡ 翌々

週

34353 ￥400ﾗｲﾌﾞ ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　化粧用コットン （箱入）(715511)
対
外

̶

60枚入
　説:6×6㎝/60枚/原綿の柔らかさをそのままに､肌触りのやさしいｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ使用の化粧
用ｺｯﾄ ﾝ ｡繊維が細く蜜に絡み合った毛羽立ちの少ない上質なｶｯﾄ面に仕上げました｡ 翌々

週

34354 ￥500ﾗｲﾌﾞ  ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　Pcareマシュマロコットン
対
外

̶

40個入
　説:直径約2.5㎝｡40個｡ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ使用｡綿球の芯の密度がしっかりしているのでﾏﾆｷｭｱ
落とし､ﾒｲｸ落とし､ﾊﾟｯ ﾃ ｨ ﾝ ｸ ﾞなど液を充分含ませお手入れするときにおすすめです｡ 翌々

週

34356 ￥600ﾗｲﾌﾞ ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　フェイスマスク約23×20cm(715509)
対
外

̶

10枚入
　説:23×20㎝/10枚/ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ使用/繊維の目を詰め､肌になめらかになじみ吸着力が強
くはがれにくいﾌｪｲｽ ﾏ ｽ ｸです｡お手持ちの美容液などを含ませてじっくりとお顔のﾊﾟｯｸを｡ 翌々

週

34357 ￥400ﾗｲﾌﾞ ﾌﾟﾘｽﾃｨﾝ　Pcare目もとシート
対
外

̶

30枚入
　説:7×3cm｡30枚｡ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ使用｡ｾﾝｼﾃｨﾌﾞな目元や口元のお肌をいたわるｼｰﾄ｡充填力､
吸収力に優れているので美容液を含ませ､しっかりお肌に密着させてください｡ 翌々

週

30785 ￥700ﾅｲｱｰﾄﾞ  ガスール　タブレット（固形）150g
対
外

̶

1個
　説:ｶﾞｽｰﾙはﾓﾛｯｺ産の粘土（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ）そのもの｡優しい感触と吸着力で汚れもすっきり｡
ﾐﾈﾗﾙ分でお肌も髪もすべすべに潤わせます｡水に溶かしてｸﾘｰﾑ状にし石鹸､ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾛｰｼｮﾝ､
入浴剤としてお使い下さい｡

翌々
週

30786 ￥1600ﾅｲｱｰﾄﾞ  ガスール　タブレット（固形）徳用500g
対
外

̶

1個
　説:ｶﾞｽｰﾙはﾓﾛｯｺ産の粘土（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ）そのもの｡優しい感触と吸着力で汚れもすっきり｡
ﾐﾈﾗﾙ分でお肌も髪もすべすべに潤わせます｡水に溶かしてｸﾘｰﾑ状にし石鹸､ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾛｰｼｮﾝ､
入浴剤としてお使い下さい｡

翌々
週

30787 ￥800ﾅｲｱｰﾄﾞ ガスール　粉末　150g
対
外

̶

1個
　説:ｶﾞｽｰﾙはﾓﾛｯｺ産の粘土（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ）そのもの｡優しい感触と吸着力で汚れもすっきり｡
ﾐﾈﾗﾙ分でお肌も髪もすべすべに潤わせます｡水に溶かしてｸﾘｰﾑ状にし石鹸､ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾛｰｼｮﾝ､
入浴剤としてお使い下さい｡

翌々
週

30788 ￥1800ﾅｲｱｰﾄﾞ ガスール　粉末　徳用　500g
対
外

̶

1個
　説:ｶﾞｽｰﾙはﾓﾛｯｺ産の粘土（ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ）そのもの｡優しい感触と吸着力で汚れもすっきり｡
ﾐﾈﾗﾙ分でお肌も髪もすべすべに潤わせます｡水に溶かしてｸﾘｰﾑ状にし石鹸､ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾛｰｼｮﾝ､
入浴剤としてお使い下さい｡

翌々
週
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蚊など虫が嫌がると言われている香りをブレンドしたエッセンシャルオイル。
使いやすくさっぱりとした香りに仕上げました。
使い方
１、フットライト等の上部に4~5滴垂らし電気の熱で芳香成分を室内に拡散。
２、コットン等に2~3滴垂らし枕元に。
３、スプレー容器に精製水100mlとアンチ20滴入れルームスプレーとして。
※使用上の注意・高濃度ゆえ本品を直接肌につけたり内服することはご遠慮下さい。

アンチＭ（アンチモスキート）ハーブガード
有機ハーブをタイで栽培、栽培農園内で全てのエキスを
抽出しボトルに詰めました。携帯性を考慮し従来品より
小型化しました。柑橘の香りで爽やかな使い心地です。
よく振って、こまめにスプレーして香りを持続させて
ください。

32545 ￥1680ﾔﾑﾔﾑ ハーブガード
対
外

̶

110cc
原:有機ｼﾄﾛﾈﾗｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ/有機ｺﾌﾞﾐｶﾝｴｷｽ/有機ｳｺﾝｴｷｽ/水/ﾚﾓﾝﾊﾞｼﾞﾙｴｷｽ/植物性ｸﾞﾘｾﾘﾝ/有機ｼﾄﾛ
ﾈﾗ油/有機ｺﾌﾞﾐｶﾝ油/有機ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ油/ﾚﾓﾝﾊﾞｼﾞﾙ油　説:有機ﾊｰﾌﾞをﾀｲで栽培､栽培農園内で全
てのｴｷｽを抽出しﾎﾞﾄ ﾙに詰めました｡携帯性を考慮し従来品より小型化しました｡柑橘の香

翌々
週

41099 ￥1200ﾊｲﾊﾟｰﾌﾟﾗﾝﾂ アンチM（ｱﾝﾁﾓｽｷｰﾄ）
対
外

̶

5ml
原:ｼﾄﾛﾈﾗ /ﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ /ﾃｨｰﾄﾘｰ　説:蚊など虫が嫌がると言われている香りをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｴｯｾﾝｼｬﾙ
ｵ ｲ ﾙ ｡使いやすくさっぱりとした香りに仕上げました｡使い方1 . ﾌ ｯ ﾄ ﾗ ｲ ﾄ等の上部に4~5滴垂
らし電気の熱で芳香成分を室内に拡散｡2 . ｺ ｯ ﾄ ﾝ等に2~3滴垂らし枕元に｡3 . ｽ ﾌ ﾟ ﾚ ｰ容器に精

翌々
週

32543 ￥470紀陽  小巻ちゃん（夕顔蚊とり線香Nミニ）
対
外

̶

20巻
原:除虫菊末0.56％(天然ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ) /木粉/ﾀﾌﾞ粉/ｿﾙﾋﾞﾝ酸他1成分　説:天然ﾋﾟﾚﾄﾘﾝ（除虫菊末）
主体の無添加なので､目･鼻･のどに刺激が少ない蚊取り線香です｡1巻の燃焼時間は約2時
間｡使い切りﾀｲ ﾌ ﾟです｡無着色｡天然除虫菊を配合した効き目の速いすぐれた殺虫力のある

翌々
週

りんねしゃ 蚊取りせんこうmoneもね
ブリキ製線香立具付き。
合成アレスリンピレスロイド系殺虫剤を使用せず天然原料のみで作りました。
当社従来品より除虫菊の割合を増やしているので蚊成虫の駆除に最適です。燃焼時間は約4時間30分。

小巻ちゃん（夕顔蚊とり線香Ｎミニ）
天然ピレトリン（除虫菊末）主体の無添加なので、目・鼻・のどに刺激が少ない蚊取り線香です。
一巻の燃焼時間は約2時間。使い切りタイプです。無着色。天然除虫菊を配合した効き目の速いすぐれた殺虫力の
ある蚊取り線香です。化学合成物質のアスレリンピレスロイド系殺虫剤不使用。防カビ剤としてソルビン酸使用。

51083 ￥462夏期商品  りんねしゃ  蚊取りせんこうmoneもね
対
外

̶

10巻
原:植物混合粉､除虫菊末　説:ﾌﾞﾘｷ製線香立具付き｡合成ｱﾚｽﾘﾝﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫剤を使用せ
ず天然原料のみで作りました｡当社従来品より除虫菊の割合を増やしているので蚊成虫の
駆除に最適です｡燃焼時間は約4時間30分｡

翌々
週

59750 ￥946夏期商品  りんねしゃ  蚊取りせんこうmoneもね
対
外

̶

20巻
原:植物混合粉､除虫菊末　説:ﾌﾞﾘｷ製線香立具付き｡合成ｱﾚｽﾘﾝﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫剤を使用せ
ず天然原料のみで作りました｡当社従来品より除虫菊の割合を増やしているので蚊成虫の
駆除に最適です｡燃焼時間は約4時間30分｡

翌々
週

★価格変更前セール★ 創健社（翌々週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

▼￥349
常
温
1年 毎号

25g
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: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｡本品を軽く水洗いし､

翌々
週￥360→

59074 ▼￥233創健  さらさら粗糖
常
温
360日 毎号

200g
原:原料糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ (南西諸島(沖縄､鹿児島))　説:南西諸島産のｻﾄｳｷﾋﾞ原料を100％使用し､職
人が釜で焚き上げ､細かく粉砕したさらさら･粉末ﾀｲﾌﾟのｻﾄｳ ｷ ﾋ ﾞの粗糖です｡溶けやすくて
使いやすく､料理の味を引き立たせます｡ｸ ｾや苦みがないまろやかで上品な甘さです｡お料

翌々
週￥240→

▼￥407
常
温
1年半 毎号

180g
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

翌々
週

58839 ▼￥310創健  さば味付（固形量140g）
常
温
1080
日

毎号

190g
原:ｻﾊﾞ (西日本)､醤油(大豆･小麦を含む)､砂糖(鹿児島県喜界島)　説:西日本で水揚げされた
鯖を寛政元年創業･じっくり発酵熟成させた本醸造醤油､みりんいらずの調味料といわれる
ほど味に深みのある鹿児島県喜界島産粗糖のみであっさりと味付けしました｡骨までやわ

翌々
週￥320→

58840 ▼￥301創健  さば水煮（固形量140g）
常
温
1080
日

毎号

190g
原:ｻﾊﾞ (西日本) /食塩(ｲﾀﾘｱ )　説:西日本で水揚げされた鯖を､南ｲﾀﾘｱの海水を伝統的な天日
塩田で長時間かけて天日乾燥･結晶化させた｢地中海の天日塩｣でまろやかに水煮にしまし
た｡骨までやわらかく調理されていますので､骨も丸ごとお召し上がりいただけます｡その

翌々
週￥310→

国産 五彩ひじき
５種類の国産原料のみを限定使用しました。バランス良くブレンドした便利な乾燥調理用素材です。
もどした具材を、煮物を始めサラダ、炊込ご飯、オムレツ、チャーハン、チラシ寿司などに。

南西諸島産のサトウキビ原料を100％使用し、職人が釜で焚き上げ、細かく粉砕したさらさら・粉末タイプ
のサトウキビの粗糖です。溶けやすくて使いやすく、料理の味を引き立たせます。クセや苦みがない
まろやかで上品な甘さです。お料理、お菓子作り、コーヒー、紅茶など多様にお使いいただけます。

さらさら粗糖

チキンカレー（レトルト）
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。

35230 創健  国産　五彩ひじき

1151

こちらの商品は翌々週お届けです

さば味付
西日本で水揚げされた鯖を寛政元年創業・じっくり発酵熟成させた本醸造醤油、みりんいらずの
調味料といわれるほど味に深みのある鹿児島県喜界島産粗糖のみであっさりと味付けしました。

さば水煮
西日本で水揚げされた鯖を、南イタリアの海水を伝統的な天日塩田で長時間かけて
天日乾燥・結晶化させた「地中海の天日塩」でまろやかに水煮にしました。

骨までやわらかく調理されていますので、骨も丸ごとお召し上がりいただけます。そのままおかずや
おつまみとしてお召し上がりいただけますが、お料理の素材としてもご使用いただけます。

▼￥359
常
温
540日 毎号

180g
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)/
青森産鶏肉/有機紅花油/沖縄産砂糖/澱粉/ｺﾞﾏ油/味噌/ﾎﾀﾃｴｷｽ / ﾗｰｼﾞｬﾝ /酵母ｴｷｽ /食塩/米酢/赤
唐辛子　説:放射能検査結果(2012 . 6 . 1 8 ) :検出限界1.5~1 . 8Bq / kgで不検出｡豆腐を一丁ご用

翌々
週￥370→

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。

1622 創健  麻婆豆腐の素（ﾚﾄﾙﾄ）

※創健社の下記商品は次号6月1週号より価格変更となります。何卒ご了承下さい。
35230 国産 五彩ひじき 25g ￥360→￥430
59074 さらさら粗糖 200g ￥240→￥260
01151 チキンカレー（レトルト）180g ￥420→￥440
01622 麻婆豆腐の素（レトルト）180g ￥370→￥390

58839 さば味付（固形量140g）190g ￥320→￥420
58840 さば水煮（固形量140g）190g ￥310→￥410
05866 翁豆 150g ￥400→￥440
01234 べに花一番 オー・ツナ缶 90g ￥430→￥450

セール!

セール!

セール!

セール!

セール!

セール!

￥420→創健  チキンカレー（レトルト）
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▼￥388
常
温
6ヶ月 毎号

150g
原:国産non - gmo大豆/北海道産真昆布/焼塩/三温糖　説:国産大豆と国産昆布の素朴で深い
味わいの豆菓子｡放射能検査結果(2012 . 6 . 18 ) :検出限界2.3~3 .1Bq /kgで不検出｡ 翌々

週￥400→

翁豆
国産大豆と国産昆布の素朴で深い味わいの豆菓子。

5866 創健 翁豆 セール!

創健社（翌々週）

国産はと麦（ひき割）　220g

創健

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｡

常温　賞味：1年
毎号　翌々週
￥650

46429
押麦（七分づき）　800g

創健

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｡

常温　賞味：360日
毎号　翌々週
￥380

5706
永倉の米粒麦（丸麦）　1kg

創健

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｡

常温　賞味：1年
毎号　翌々週
￥472

46430
愛媛県産　もち麦　300g

創健

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

常温　賞味：360日
毎号　翌々週
￥460

52868
国内産　薄力完粒粉　500g

創健

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(100 g
あたり)熱量320kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質
8.7g /脂質2.0g /炭水化物76 .1g /
糖質66 . 8 g /食物繊維9.3g /食塩
相当量0g ｡放射性物質測定結

常温　賞味：6ヶ月
毎号　翌々週
￥420

5659

こちらの商品は翌々週お届けです

57951 ￥340創健  国内産　薄力粉
常
温
180日 毎号

300g
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338kca l / 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

翌々
週

57950 ￥350創健  国内産　強力粉
常
温
180日 毎号

300g
原:小麦(北海道･岩手)　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｡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339kca l / 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

翌々
週

36197 ￥370創健  国内産　全粒粉
常
温
180日 毎号

300g
原:小麦(岩手)　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％
使用しています｡麺､ｷﾞｮｳｻﾞ､ﾊﾟﾝなどさまざまな料理のお使いいただけます｡栄養成分(100g
あたり)熱量357kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質12 .0g /脂質2.7g /炭水化物71 .1g /食塩相当量0g｡放射性物質測定

翌々
週

5660 国内産　薄力粉　500g

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｡

￥400　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

5662 国内産　強力粉　500g

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
(I-131)1.9Bq/kg･(Cs-134)2.7Bq/kg･(Cs-137)3.0Bq/kgで不検出｡

￥420　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

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。

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。

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。

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。

クッキーミックス 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。
パウンドケーキミックス プレーン

57595 ￥400創健  山芋入りお好み焼きミックス
常
温
180日 毎号

200g
原:小麦粉(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
15 cm×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

翌々
週

35579 有機栽培小麦＆国産小麦使用パン粉　130g

原:国産小麦粉､北米産有機栽培小麦粉､国産白神こだま酵母､鹿児島産粗糖､兵庫県産海水塩､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｡2023.3月上旬以降､ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ不使用になります｡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｡

￥230　常温　賞味：240日　毎号  翌々週創健

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

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/

￥440　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

5663 国内産小麦粉100％使用　パン粉　150g

原:北海道･愛知産小麦粉､国産白神こだま酵母､鹿児島産粗糖､兵庫県産海水塩､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産ｱｾﾛﾗ果
汁粉末　説: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｡2023.3月上旬以降､ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ不使用になります｡放射能検査結果(2012.6.18):検出限界2.2
~4.3Bq/kgで不検出｡

￥195　常温　賞味：240日　毎号  翌々週創健

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

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
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

￥430　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

57338 ￥360創健  クッキーミックス（プレーン）
常
温
180日 毎号

200g
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
産小麦の小麦粉を使用したｼﾝﾌﾟﾙなｸｯｷｰﾐｯｸｽ｡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｡用意するもの：本品袋､お好

翌々
週

57341 ￥360創健  パウンドケーキミックス（プレーン）
常
温
180日 毎号

200g
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
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)　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
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

翌々
週

57344 ￥400創健  全粒粉入りピザミックス
常
温
180日 毎号

200g
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
塩)/ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ　説:国産小麦の小麦粉を使用したﾋﾟｻﾞﾐｯｸｽ｡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 ﾊ ﾟ ﾝでも手軽に作れます｡ご家庭で手作りﾋﾟｻﾞをお楽

翌々
週

57345 ￥390創健  もちもちチヂミミックス
常
温
180日 毎号

200g
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
(伯方の塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･日本)　説:国産小麦の小麦粉とﾀﾋﾟｵｶ澱粉を使用したﾁﾁﾞﾐﾐｯｸｽ｡も
ちもち食感のﾁﾁﾞﾐをご家庭でお楽しみ下さい｡直径24cm･2枚分｡用意する材料(直径24cm･1

翌々
週

5619 とろろうどん　330g

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｡

￥370　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

30692 ひえめん（乾燥）　200g

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｡

￥440　常温　賞味：540日　毎号  翌々週創健

30693 あわめん（乾燥）　200g

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｡

￥440　常温　賞味：1年半　毎号  翌々週創健

5657 国内産小麦粉使用ロングパスタ(旧ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ)　300g

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｡

￥385　常温　賞味：3年　毎号  翌々週創健

33101 きびめん（乾燥）　200g

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｡

￥440　常温　賞味：1年半　毎号  翌々週創健

36593 ﾃﾞｭﾗﾑ小麦  有機スパゲッティ1.7mm　500g

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｡

￥479　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ



-18- ※表示価格は全て税抜き価格です。

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

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：720日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

43017 デュラム小麦 有機ﾘﾝｸﾞｲﾈ2.95×1.2mm　500g

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

￥479　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

52491 ﾃﾞｭﾗﾑ小麦  有機スパゲットーニ2.1mm　500g

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｡

￥479　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

51080 デュラム小麦  有機ファルファッレ　250g

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｡

￥345　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

37574 デュラム小麦  有機ペンネ　250g

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：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

5642 味噌らーめん　104g

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

5641 醤油らーめん　99.5g

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

￥175　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

43016 デュラム小麦 有機ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨｰﾆ  1.4mm　500g

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

43018 デュラム小麦  有機フジッリ　250g

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｡

￥345　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

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

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

￥479　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

5658 国内産小麦粉使用ショートパスタ(旧ﾏｶﾛﾆ)　300g

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｡

￥385　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週創健

37575 全粒粉デュラム小麦  有機ペンネ　250g

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

￥345　常温　賞味：720日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

5643 塩らーめん　102g

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

1636 四川風らーめん　110g

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｡

￥185　常温　賞味：180日　毎号  翌々週創健

50658 ￥275創健  有機　ノンフライ醤油ラーメン
常
温
180日 毎号

110g
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
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

翌々
週

50659 ￥275創健  有機　ノンフライ味噌ラーメン
常
温
180日 毎号

121g
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
(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

翌々
週

50660 ￥275創健  有機　ノンフライ塩ラーメン
常
温
180日 毎号

110g
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

翌々
週

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。
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。

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。

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。

有機ノンフライラーメン
醤油ラーメン

味噌ラーメン

塩ラーメン

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。

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。

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。

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。

50661 ￥178創健  有機　即席ラーメン（スープなし）
常
温
360日 毎号

75g
原:有機麺(有機小麦粉(北米) /食塩(香川) )　説: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認定のｵｰｶﾞﾆｯｸ 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 ﾌ ﾟは付けておりません｡放射性

翌々
週

57590 ￥215創健  ベジとんこつ風ラーメン
常
温
180日 毎号

100g
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

翌々
週

57591 ￥215創健  酸辣湯麺（サンラータンメン）
常
温
180日 毎号

111g
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)/

翌々
週

57593 ￥220創健  湯麺（タンメン）
常
温
180日 毎号

112g
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)/
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

翌々
週
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麺は国内産小麦粉を使用、かん水を使用せずコシとツルツルの食感を出しました。
揚げ油は100％植物油。牛・鶏を使わず、豚と魚介の旨みのとんこつスープ。

博多風らーめん

53516 ￥185創健  博多風らーめん
常
温
180日 毎号

106g
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

翌々
週

5646 ソース焼きそば　111.3g

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｡

￥175　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

36913 無漂白のかんぴょう　30g

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｡

￥420　常温　賞味：360日　毎号  翌々週創健

46434 本枯れ　かつお節　30g

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｡

￥490　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

8997 長崎　皿うどん　134g

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｡

￥330　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

46432 花かつお　25g

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｡

￥300　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

46435 天日干し桜えび　5g

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｡

￥520　常温　賞味：5ヶ月　毎号  翌々週創健

46424 地中海の天日塩　700g

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｡

￥320　常温　賞味：̶　毎号  翌々週創健

39099 越前小京都の有機純米酢　500ml

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

￥460　常温　賞味：2年　毎号  翌々週創健

58468 ￥280創健  地中海の天日塩　さらさら
常
温

̶ 毎号

200g
原:ｲﾀﾘｱ (ﾌﾟｰﾘｱ州)の海水　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
けて天日乾燥･結晶化した｢地中海の天日塩｣を使いやすいさらさらﾀｲﾌ ﾟに仕上げました｡ま
ろやかな旨味が特長で､和洋中どんなお料理とも合います｡溶けやすいのでﾄﾞﾚ ｯ ｼ ﾝ ｸ ﾞに､ま

翌々
週

有精卵マヨネーズ（ﾁｭｰﾌﾞ）　
300g

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｡

常温　賞味：6ヶ月
毎号　翌々週
￥510

5293
有機ｴｷｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝ オリーブオイル
　250ml

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

常温　賞味：720日
毎号　翌々週
￥1350

38515
有機ｴｷｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝ オリーブオイル
　500ml

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

常温　賞味：720日
毎号　翌々週
￥2450

38516
有機バルサミコ酢　250ml

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

常温　賞味：1800日
毎号　翌々週
￥1700

43019
越前小京都の すし酢　360ml

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

常温　賞味：360日
毎号　翌々週
￥580

42390

50655 ￥570創健  えごま一番　マヨネーズ
常
温
6ヶ月 毎号

205g
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
(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

翌々
週

50656 ￥490創健  えごま一番　胡麻ドレッシング
常
温
240日 毎号

150ml
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
ﾌﾘｶ他海外産ｺﾞﾏ) /醤油(ｱﾒﾘｶ産non-gmo大豆/小麦/ｲﾀﾘｱ産天日塩)/ｺﾞﾏ(中国他海外)　説:えご
ま一番油を使用し､まろやかでｺｸのある練りｺﾞﾏをﾍﾞｰｽにした風味豊かな胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ｡ｵﾒ

翌々
週

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。

えごま一番 マヨネーズ

えごま一番 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。

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。

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。

トマト＆オニオン ドレッシング

イタリアン 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。

有精卵シーザーサラダドレッシング

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。

有機ピザソース

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、
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。

ジロロモーニ
有機トマトケチャップ

48624 ￥470創健  トマト＆オニオンドレッシング
常
温
360日 毎号

150ml
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
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

翌々
週

50657 ￥470創健  イタリアンドレッシング
常
温
360日 毎号

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

翌々
週

52864 ￥420創健  有精卵シーザーサラダドレッシング
常
温
180日 毎号

180ml
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
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

翌々
週

54389 ￥460創健  有機　ピザソース
常
温
540日 毎号

180g
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
塩)/有機ｵﾘｰﾌﾞ油(ｲﾀﾘｱ) /有機香辛料(ﾊﾞｼﾞﾙ /ｵﾚｶﾞﾉ /唐辛子)/有機ﾆﾝﾆｸ /※一部に小麦を含む　
説: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ｷﾞの甘みを加え､ｲﾀﾘｱ産

翌々
週

52865 ￥440ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ 有機トマトケチャップ
常
温
540日 毎号

300g
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) /
有機香辛料　説:南ｲﾀﾘｱ産有機栽培ﾄﾏﾄをｹﾁｬｯﾌﾟに最適なﾎｯﾄﾌﾞﾚｲｸ製法(ﾄﾏﾄを粉砕した後､
高温で加熱し濃厚な食感と旨みを引き出す)によりﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄにして作ったｹﾁｬｯﾌﾟです｡ﾄﾏﾄ

翌々
週



-20- ※表示価格は全て税抜き価格です。

中濃ソース・濃厚ソース・ウスターソース
国産野菜・果実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。

有機プレミアムソース
砂糖を使わず果実と野菜で甘みを出した中濃タイプの有機ソースです。

5536 ￥460創健  中濃ソース
常
温
1年 毎号

300ml
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: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｡放射能検査結果(2012 . 6 . 1 8 ) :検出限界

翌々
週

1590 ￥460創健  濃厚ソース
常
温
3年 毎号

300ml
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 . 1 8 ) :共通原料のｳｽﾀｰｿｰｽで検査｡検
出限界1.0̃1.2Bq /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

翌々
週

6401 ￥460創健  ウスターソース
常
温
3年 毎号

300ml
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 . 1 8 ) :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

翌々
週

52867 ￥600創健  有機プレミアムソース
常
温
1080
日

毎号

200ml
原:有機ﾃﾞｰﾂ濃縮果汁(ｲﾀﾘｱ) /有機ﾄﾏﾄ(ｱﾒﾘｶ) /有機りんご(ﾄﾙｺ) /有機ﾌﾞﾄﾞｳ濃縮果汁(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) /
有機醸造酢(ﾄﾞｲﾂ･国内･ｱﾒﾘｶ) /食塩(ｲﾀﾘｱ) /有機ﾊﾞﾙｻﾐｺ酢(ｲﾀﾘｱ) /有機小麦澱粉(ｲﾀﾘｱ) /有機香辛
料　説:砂糖を使わず果実と野菜で甘みを出した中濃ﾀｲﾌ ﾟの有機ｿｰｽです｡放射性物質測定

翌々
週

35954 新・だし一番　8g×10　1箱

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･

￥400　常温　賞味：360日　毎号  翌々週創健

34025 チキンコンソメ　4.5g×10個　45g

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｡

￥290　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

35956 新・中華風だし一番　8g×10　1箱

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

￥420　常温　賞味：360日　毎号  翌々週創健

5613 いちごジャム　200g

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｡

￥380　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

1618 国内産　ブルーベリージャム　200g

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｡

￥510　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

5603 ふりかけ　45　45g

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

￥230　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

42188 ミネストローネ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ）　6.5g×4袋

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｡

￥600　常温　賞味：10ヶ月　毎号  翌々週創健

35955 新・和風だし一番　8g×10　1箱

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

￥430　常温　賞味：360日　毎号  翌々週創健

35957 新・洋風だし一番　8g×10　1箱

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

￥420　常温　賞味：360日　毎号  翌々週創健

46419 つゆの素ストレート　300ml

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｡

￥340　常温　賞味：2年　毎号  翌々週創健

5614 マーマレード　200g

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｡

￥370　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

1554 しそもみじ　30g

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｡

￥260　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

3684 五穀大黒スープ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ）　6.5g×4袋

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｡

￥580　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

42187 オニオンスープ（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ）　6g×4袋

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｡

￥550　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

5096 けんちん汁みそ仕立て（ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ）　10g×4袋

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｡

￥580　常温　賞味：10ヶ月　毎号  翌々週創健

58561 植物素材のホワイトソース風ルウ(ﾌﾚｰｸ)　110g

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

￥440　常温　賞味：240日　毎号  翌々週創健

33266 ￥370創健  インドカレー（辛口）
常
温
9ヶ月 毎号

115g
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

翌々
週

￥370
常
温
9ヶ月 毎号

115g
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

翌々
週

インドカレー（辛口）36種類のスパイスを使用した本格的な辛口タイプのカレールウ。

マイルドカレー（甘口）29種類のスパイスを使用した甘口のカレールウ。

植物素材の本格カレーフレーク甘口
25種類のオリジナルブレンドスパイスに4種類のフルーツ果汁を加えた風味豊かな本格派甘口カレー。マイルドな口当たりは
お子さまから大人の方までどなたでもお楽しみいただけます。コクがあり、まろやかな味わいですので、季節の野菜と合わせて
ベジタリアンも納得の野菜カレーはもちろんのこと、お好みのお肉や魚介類と組み合わせても美味しくお召し上がり頂けます。

植物素材の本格カレーフレーク中辛・辛口
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。25種類（辛口は30種類）のオリジナル
ブレンドスパイス、丹念に直火焙煎した国産小麦100％、有機栽培紅花油高オレイン酸(76.2％含有)タイプを
はじめとする植物油の絶妙な組み合わせ、北海道産の砂糖大根から絞ったてんさい糖、海の恵みのミネラル
たっぷりの塩、濃厚な風味を醸し出す天然調味料酵母エキス、全ての素材の味を束ね、美味しさを演出する
名脇役麦芽エキス、全てが植物素材からできたほど良い辛さのグルメ思考の自然派カレールウです。

グルメカレー（中辛）
29種類のスパイスをブレンドして作ったカレールウです。

33267 ￥370創健  グルメカレー（中辛）
常
温
9ヶ月 毎号

115g
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

翌々
週

31683 ￥450創健  植物素材の本格カレーフレーク甘口
常
温
8ヶ月 毎号

135g
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

翌々
週

31682 ￥450創健  植物素材の本格カレーフレーク中辛
常
温
8ヶ月 毎号

135g
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

翌々
週

33265 ￥450創健  植物素材の本格カレーフレーク辛口
常
温
8ヶ月 毎号

135g
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

翌々
週

3310 創健  マイルドカレー（甘口）



-21- ※表示価格は全て税抜き価格です。

ベジタブルカレーＲＥＧＵＬＡＲ中辛・ＭＩＬＤ甘口（レトルト）
国産野菜、一番しぼり紅花油など植物素材のみを使用しています。植物素材100％ならではの野菜のおいしさ、
深みのあるコクをお楽しみいただけます。化学調味料・乳化剤・着色料・酸味料は使用しておりません。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

コーンクリームシチュー
べに花一番油、国産小麦粉使用。チキンブイヨンの旨味をベースにしたコーンの風味豊かなシチュールウです。

コーンクリームシチュー フレーク
肉エキスや、ラード、牛脂、ゼ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プラスしたまろやかなシチュールウです。

植物素材のデミグラス風ソース（フレークタイプ）
動物性原料不使用で仕上げた深いコクと豊かな風味のデミグラス風ソース。使いやすいフレークタイプ。
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)。

ハヤシライスルウ
ビーフエキス不使用。トマト、リンゴ果汁、ポークエキス等でハヤシ特有の酸味と旨みを出しました。

42190 ￥440創健  米粉でつくった本格カレールウ
常
温
8ヶ月 毎号

135g
原:ﾏﾚ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
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

翌々
週

33263 ￥330創健  ベジタブルカレーREGULAR中辛（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
1年半 毎号

210g
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

翌々
週

33264 ￥330創健  ベジタブルカレーMILD甘口（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
1年半 毎号

210g
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

翌々
週

57610 ￥500創健  植物素材　オーガニックカレー　中辛
常
温
270日 毎号

100g
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
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･

翌々
週

58385 ￥430創健  ひよこ豆粉のカレールウ（中辛）
常
温
240日 毎号

110g
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
［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

翌々
週

58559 ￥430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)
常
温
240日 毎号

110g
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
ｺ )､桑の葉粉(国内産)､酵母ｴｷｽ､ﾘﾝｺﾞ果汁(国内産)､粉末醤油(国内産他海外)､ひじき粉(国内
産)､ﾄﾏﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ (ｽﾍﾟｲﾝ他海外)　説:5皿分｡辛みの少ないｽﾊﾟｲｽと､りんご果汁で仕上げた植物

翌々
週

58560 ￥550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)
常
温
240日 毎号

110g
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
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)/

翌々
週

42387 ￥460創健  お米と大豆のコーンシチュールウ
常
温
240日 毎号

135g
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
ﾄﾞ産ｾﾛﾘ ) /国産米粉/国産大豆粉末/鹿児島産砂糖/ﾒｷｼｺ産塩/国産白ﾜｲﾝ /日本他産昆布粉末/醤
油(米･ｶﾅﾀﾞ･中国･ﾒｷｼｺ他産原料使用)/ﾏﾚｰｼｱ･米産白胡椒　説:約6皿分｡化学調味料､酵母ｴｷｽ

翌々
週

58386 ￥450創健  ひよこ豆粉のシチュールウ
常
温
240日 毎号

110g
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
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｡小麦

翌々
週

5566 ￥370創健  コーンクリームシチュー
常
温
360日 毎号

115g
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｡

翌々
週

31684 ￥470創健  コーンクリームシチュー　フレーク
常
温
8ヶ月 毎号

180g
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

翌々
週

23698 ￥405創健  ハヤシライスルウ
常
温
360日 毎号

115g
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｡

翌々
週

38744 ￥450創健  植物素材のデミグラス風ソース(ﾌﾚｰｸﾀｲﾌﾟ)
常
温
8ヶ月 毎号

120g
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

翌々
週

51944 有機ホールトマト缶　400g

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｡

￥250　常温　賞味：810日　毎号  翌々週創健

51945 有機ダイストマト缶　400g

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｡

￥180　常温　賞味：810日　毎号  翌々週創健



-22- ※表示価格は全て税抜き価格です。

38517 有機トマトピューレ  バジル葉入り　350g

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

￥460　常温　賞味：3年　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

38519 有機パスタソース  アラビアータ　300g

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

38518 有機トマトソース  トマト&バジル　300g

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

￥650　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

52493 有機パスタソース  トマト&ナス　300g

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

52494 有機パスタソース  トマト&ズッキーニ　300g

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

￥650　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週ｼﾞﾛﾛﾓｰﾆ

5607 のり佃煮（岩のり入）　95g

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｡

￥340　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

46426 国内産特別栽培　南高梅梅干し　白干　120g

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｡

￥600　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

5602 福神漬　80g

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｡

￥236　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

36176 愛媛産牛　無塩せきコンビーフ　80g

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
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｡

￥1020　常温　賞味：720日　毎号  翌々週創健

42388 国産野菜の五目炊込み御飯の素　2合用

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｡

￥460　常温　賞味：540日　毎号  翌々週創健

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。

38334 ￥490創健  国産野菜の五目ちらし寿司
常
温
360日 毎号

150g
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
塩/ﾀｲ ･国産鰹ｴｷｽ /欧州産酵母ｴｷｽ　説: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

翌々
週

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。

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。

植物素材のキーマ風カレー（中辛）レトルト

植物素材のボロネーゼ風パスタソース(レトルト)

植物素材のカルボナーラ風パスタソース（レトルト）
国産大豆の豆乳をベースにコーンの甘みと練り胡麻のコクを加えクリーミーに仕上げました。植物素材100％のカルボナーラ風
パスタソースです。通常カルボナーラに使用される「パンチェッタ(生ベーコン)」の代わりに「エリンギ」を使用しました。

植物素材のチリコンカン風パスタソース（レトルト）
お肉のような味わいの国産大豆から作った大豆ミートを挽き肉状にし、3種類の豆(ひよこ豆、青えんどう豆、赤いんげん豆)
を使用し、チリコンカン風にスパイシーに仕上げました。

植物素材のハヤシライス風ソース（レトルト）
お肉のような味わいの国産大豆から作った大豆ミートをスライスし、エリンギと玉ネギを赤ワインで煮込み、深い味わいと
コクを引き出したハヤシライス風ソース。

植物素材のバターチキン風カレー・中辛（レトルト）
中辛。一人前。ココナッツミルクとカシューナッツでバター風味に仕上げた、植物素材だけで作った
バターチキン風カレー。化学調味料・酸味料・香料・着色料は使用しておりません。

48863 ￥410創健  植物素材のキーマ風カレー（中辛）ﾚﾄﾙﾄ
常
温
1年半 毎号

170g
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
(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

翌々
週

48864 ￥420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
温
1年半 毎号

140g
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
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) /

翌々
週

59588 ￥530創健 植物素材のｶﾙﾎﾞﾅｰﾗ風ﾊﾟｽﾀｿｰｽ（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
540日 毎号

150g
原:野菜(玉ﾈｷﾞ､ｴﾘﾝｷﾞ､人参)(国内産)､豆乳(大豆(国内産))､ﾄｳﾓﾛｺｼﾍﾟｰｽﾄ(ﾄｳﾓﾛｺｼ(ｱﾒﾘｶ))､ﾍﾞﾆﾊﾞ
ﾅ油(ｱﾒﾘｶ､ﾒｷｼｺ)､練りｺﾞﾏ(ｸﾞｱﾃﾏﾗ他海外)､食塩(国内産)､小麦粉(国内産)､砂糖(甜菜(北海道))､
野菜ｴｷｽ(中国､国内産)､ﾘﾝｺﾞ酢(ﾁﾘ他海外)､黒ｺｼｮｳ(ﾏﾚｰｼｱ他海外)､(一部に小麦･大豆･ﾘﾝｺﾞ･ｺﾞ

翌々
週

59589 ￥520創健 植物素材のﾁﾘｺﾝｶﾝ風ﾊﾟｽﾀｿｰｽ（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
540日 毎号

150g
原:ゆでﾐｯｸｽﾋﾞｰﾝｽﾞ(ひよこ豆､ﾏﾛｰﾌｧｯﾄﾋﾟｰｽ､赤いんげん豆､食塩)(国内製造)､ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(中国
他海外)､ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)､野菜(人参､玉ﾈｷﾞ)(国内産)､ﾜｲﾝ(海外)､ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ油(ｱﾒﾘｶ､ﾒｷｼｺ)､ｳｽ
ﾀｰｿｰｽ (ｲﾀﾘｱ他海外､国内産)､粒状大豆たんぱく(大豆(分別生産流通管理済み)(青森､岩手､北

翌々
週

59590 ￥510創健  植物素材のハヤシライス風ソース（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
540日 毎号

150g
原:野菜(ｴﾘﾝｷﾞ､玉ﾈｷﾞ)(国内産)､ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ(ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)､板状大豆たんぱく(大豆(富山))､豆乳(大
豆(国内産))､小麦粉(国内産)､紅花油(ｱﾒﾘｶ､ﾒｷｼｺ)､砂糖(甜菜(北海道))､ﾜｲﾝ(海外)､ｳｽﾀｰｿｰｽ(ｲﾀ
ﾘｱ他海外)､ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(ｱﾒﾘｶ他海外)､野菜ｴｷｽ(中国､国内産)､味噌(ｱﾒﾘｶ他海外､国内産)､醤油

翌々
週

54391 ￥530創健 植物素材のﾊﾞﾀｰﾁｷﾝ風ｶﾚｰ・中辛（ﾚﾄﾙﾄ）
常
温
720日 毎号

170g
原:ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(ﾄﾏﾄ(日本)) /大豆ﾀﾝﾊﾟｸ(大豆(日本):遺伝子組み換えでない)/植物油脂(菜種油(日
本))/ｺｺﾅｯﾂﾐﾙｸ(ﾀｲ)/ｿﾃｰｵﾆｵﾝ(淡路島)/ｶｼｭｰﾅｯﾂ(ｲﾝﾄﾞ/ﾍﾞﾄﾅﾑ)/ｼｮｳｶﾞ(日本)/ﾆﾝﾆｸ(日本)/ｶﾞﾗﾑﾏｻﾗ/ｳ
ｺﾝ(中国)/喜界島粗糖(鹿児島)/食塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ/日本)/ｼﾅﾓﾝ(中国)/ｶﾙﾀﾞﾓﾝ(ｸﾞｱﾃﾏﾗ)　説:中辛｡一

翌々
週

国産鶏の胸肉を使用し、おいしさにこだわった常温で保存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。

カレー味でスパイシーに仕上げました。

サラダチキン（プレーン）

サラダチキン（カレー）

54037 ￥320ｳﾁﾉ  サラダチキン（プレーン）
常
温
360日 毎号

100g
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保存できるｻﾗﾀ 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

翌々
週

54039 ￥320ｳﾁﾉ  サラダチキン（カレー）
常
温
360日 毎号

100g
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
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

翌々
週



-23- ※表示価格は全て税抜き価格です。

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。

54044 ￥380創健  ノンオイル　オーツナフレーク
常
温
1080
日

毎号

90g
原:びん長まぐろ(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
(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

翌々
週

1101 有機栽培ｺｺｱ使用ミルクココア  16g×5　1袋

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｡

￥420　常温　賞味：1年　毎号  翌々週創健

1100 有機栽培カカオ豆100％使用ココア(缶入)　80g

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｡

￥690　常温　賞味：2年　毎号  翌々週創健

7328 石川県産六条大麦麦茶　10g×16　1袋

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｡

￥320　常温　賞味：2年　毎号  翌々週創健

28450 九州産古代米使用　五穀大黒茶  15g×16　1袋

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｡

￥410　常温　賞味：2年　毎号  翌々週創健

1657 五穀せんべい　しょうゆ味　90g

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｡

￥310　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

1656 五穀せんべい　しお味　90g

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｡

￥310　常温　賞味：3ヶ月　毎号  翌々週創健

46436 手造り農場　白胡麻（玄米せんべい）　100g

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｡

￥290　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

46437 手造り農場　黒胡麻（玄米せんべい）　100g

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｡

￥290　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

1336 ひえコロコロ　50g

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｡

￥270　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

1650 揚げ小丸　100g

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｡

￥220　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

5869 黒米入り　ごまふりかりんとう　115g

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｡

￥230　常温　賞味：90日　毎号  翌々週創健

8743 五穀ドライワッフル　8枚

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焼き上げたﾄﾞﾗｲ
ﾜｯﾌﾙです｡

￥280　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌々週創健

43379 かぼちゃカンパン　缶入　110g

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｡

￥420　常温　賞味：1080日　毎号  翌々週北海道

1031 ポテトチップス　うす塩味　60g

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
用｡2019.6北海道産→九州産｡放射能検査結果(2012.6.18):共通原料使用のﾊﾞﾀｰ醤油味､ｺﾝｿﾒ味で検査｡

￥205　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

841 ポテトチップス　バター醤油味　60g

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ﾊﾟｰﾑ
油でｶﾗｯと揚げています｡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

￥205　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

58269 かぼちゃカンパン　80g

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｡

￥250　常温　賞味：300日　毎号  翌々週北海道

840 ポテトチップス　野菜コンソメ味　60g

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た､野菜
の美味しさがｷﾞｭｯとつまった野菜ｺﾝｿﾒ味です｡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

￥205　常温　賞味：4ヶ月　毎号  翌々週創健

5868 くるみ黒糖　80g

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｡

￥395　常温　賞味：120日　毎号  翌々週創健

59216 ￥330創健  ひよこ豆粉のヒトクチBIS（ﾌﾟﾚｰﾝ）
常
温
300日 毎号

40g
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)､
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)　説:※固さは通常のﾋﾞｽ
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｡1個当たりの大き

翌々
週

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。
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。

ひよこ豆粉のヒトクチBIS
　　　　　　（プレーン）

ひよこ豆粉のヒトクチBIS
　　　　　　（キャロブ）

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
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。

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。

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。

優しい甘さとしっかりとした歯応えが特徴です。

ココアが香ばしくどこか懐かしい風味が特徴です。

有機小麦のビスケット
アップル＆キャロット

ココア風味

あわ入り

59217 ￥330創健  ひよこ豆粉のヒトクチBIS（ｷｬﾛﾌﾞ）
常
温
300日 毎号

40g
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)､
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

翌々
週

52218 ￥400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
常
温
450日 毎号

120g
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
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)　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｡りん

翌々
週

52219 ￥400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
常
温
360日 毎号

120g
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
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｡ｺｺ ｱが香ばしくどこか懐かしい風味が特徴で

翌々
週

52220 ￥400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
常
温
360日 毎号

120g
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

翌々
週

毎日のお味噌汁に　わかめ・いりこ（翌週）商品番号

養殖　カットわかめ　50g
三ツ石

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｡

常温　賞味：120日
毎号　翌週
￥888

44656
養殖　塩蔵生わかめ　300g
三ツ石

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｡

冷蔵　賞味：120日
毎号　翌週
￥532

44658
煮干いりこ　100g
ﾑｿｰ

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｡

冷蔵　賞味：6ヶ月
毎号　翌週
￥380

34754
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渡辺水産のおすすめ海産物（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

干物の話　　渡辺水産　　渡辺　一（Hajime Watanabe）
　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。

絹糸モズク

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。

細もずく

太もずく

海鮮鍋、土手鍋、カキフライ、炊き込みご飯、ソテーなどに。冷凍カキ

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。真いわし丸干し

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。

えてかれい一夜干し

旨みたっぷりのシロイカ。グリルの中火で6~7分、少し焦げ目が付くくらい焼いたあと
適当な大きさに切り、お好みでマヨネーズや醤油をつけてお召し上がり下さい。

ケンサキイカ一夜干し

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。

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。れんこ鯛丸干し

グリルで焼いてお召し上がり下さい。唐揚げ、ソテーもおすすめです。夢かさご開き

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。笹かれい 白蓮

頭の角を切り、グリルやフライパンで焼いたり、唐揚げ・かき揚げなどにしてお召し上がり下さい。
車エビの一種である芝エビの名は、かつて東京・芝浦で多く漁獲されたことに由来します。現在、水質環境の悪化で多くの
生息地が減少する中、有明海・八代海を中心とする海域が有数の産地として知られるようになりました。中心となる漁獲方法は
底引き網漁ですが、天草地区では昔ながらの漁法の投網漁で行っています。投網漁の利点はエビが傷つくことなく生きたまま
漁獲されることにあります。ただし一度の漁獲量は少ないです。このエビを薄目の塩でエビの甘みを引き出し軽く乾燥しました。

出雲干し芝えび

58541 ￥567渡邊水産  えてかれい　一夜干し（2尾）
冷
凍
90日

180g
原:山陰産ｿｳﾊﾁｶﾚｲ /塩水(室戸海洋深層水)　説:ｶﾚｲの干物は島根県のふるさとの味｡脂の乗
りはﾋﾟｶｲﾁ｡ﾀｳﾘﾝ･ﾋﾞﾀﾐﾝが多く肝臓に優しい､またｺﾗｰｹﾞﾝも豊富な高ﾀﾝﾊﾟｸの代表格｡ﾎｸﾎｸの
白身にｼﾞｭｰｼ 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｡

翌週

58894 ￥400渡邊水産  真いわし丸干し（8~12尾）
冷
凍
90日

1袋
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)　説: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｡※時期に
より尾数が変更になる場合があります｡

翌週

54518 ￥400渡邊水産  出雲干し　芝えび
冷
凍
90日

130g
原:熊本産芝ｴﾋﾞ /塩水(室戸海洋深層水の塩水)　説:頭の角を切り､ｸﾞﾘﾙやﾌﾗｲﾊﾟﾝで焼いた
り､唐揚げ･かき揚げなどにしてお召し上がり下さい｡車ｴﾋﾞの一種である芝ｴﾋﾞの名は､かつ
て東京･芝浦で多く漁獲されたことに由来します｡現在､水質環境の悪化で多くの生息地が

翌週

59617 ￥567渡邊水産  ゆめかさご開き（2尾）
冷
凍
90日

140g
原:山陰沖産ｶｻｺﾞ /塩水(室戸海洋深層水)　説:ｸﾞﾘﾙで焼いてお召し上がり下さい｡唐揚げ､ｿﾃ
ｰもおすすめです｡ 翌週

33189 ￥333渡邊水産  笹かれい　白蓮
冷
凍
60日

50g
原:山陰産ﾔﾅｷﾞﾑｼｶﾚｲ /塩水(室戸海洋深層水)　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
骨ごとﾊﾟﾘっと食べられます｡ 翌週

58211 ￥583渡邊水産  れんこ鯛丸干し（1尾）
冷
凍
90日

300g
原:山陰産ﾚﾝｺ鯛/塩水(室戸海洋深層水の塩水)　説:ｸﾞ ﾘ ﾙで焼いてお召し上がり下さい｡姿焼
きはいかがでしょうか｡また鯛飯もおすすめです｡食べ終えたｱﾗを使い出汁をとっても美味
しいです｡

翌週

59421 ￥917渡邊水産  ケンサキイカ一夜干し（1枚）
冷
凍
90日

150g
原:白ｲｶ (山陰沖)　説:旨みたっぷりのｼﾛｲｶ｡ｸﾞﾘﾙの中火で6~7分､少し焦げ目が付くくらい
焼いたあと適当な大きさに切り､お好みでﾏﾖﾈ ｰ ｽ ﾞや醤油をつけてお召し上がり下さい｡ 翌週

53628 ￥750渡邊水産  冷凍カキ（兵庫産）
冷
凍
90日

200g
原:播磨灘産ｶｷ　説:海鮮鍋､土手鍋､ｶｷﾌﾗｲ､炊き込みご飯､ｿﾃｰなどに｡

翌週

33685 ￥450渡邊水産  絹糸もずく（タレ付き）100g×3パック
冷
凍
60日

1組
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
を含))　説: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｣の中でもﾄｯﾌﾟ ｸ ﾗ ｽの体によい食品とされています｡ﾓｽﾞ ｸの成分は

翌週

43134 ￥450渡邊水産  太もずく（タレ付き）　110g×3パック
冷
凍
90日

1組
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
含))　説: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｣の中でもﾄｯﾌﾟｸﾗｽの体によい食品とされています｡ﾓｽﾞｸの成分は97

翌週

59085 ￥250渡邊水産  天然　細もずく（タレなし）
冷
凍
90日

100g
原:ﾓｽﾞ ｸ (島根)　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
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｡ 翌週

59615 ￥533渡邊水産  あじ開き（2尾）
冷
凍
90日

180g
原:山陰沖ｱｼﾞ /塩水(室戸海洋深層水)　説:ｸﾞﾘ ﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

翌週

140 ￥500渡邊水産  かます開き（2尾）
冷
凍
60日

160g
原:山陰産ｶﾏｽ /塩水(室戸海洋深層水)　説:そのまま焼いたり､酒蒸し､唐揚げに｡大きさによ
り枚数が変わることがあります｡ 翌週

59616 ￥600渡邊水産  干し塩さば半身・フィレ（2枚）
冷
凍
90日

220g
原:山陰沖産ｻﾊﾞ /塩水(室戸海洋深層水)　説:ｸﾞ ﾘ ﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

翌週

2532 ￥433渡邊水産  沖キス丸干し
冷
凍
90日

200g
原:山陰沖日本海産ｷｽ /塩水(室戸海洋深層水の塩水)　説:ｸ ﾞ ﾘ ﾙで焼いてお召し上がり下さ
い ｡ 翌週

59618 ￥833渡邊水産  甘鯛開き（1尾）
冷
凍
90日

180g
原:山陰産甘鯛/塩水(室戸海洋深層水)　説:ｸ ﾞ ﾘ ﾙで焼いてお召し上がり下さい｡

翌週

57599 ￥700渡邊水産  スルメイカ　一夜干し（2枚）
冷
凍
90日

200g
原:山陰産ｽﾙﾒｲｶ /塩水(室戸海洋深層水)　説:ｸﾞﾘﾙで焼いたり､天ぷらにも｡

翌週

33184 ￥450渡邊水産  宍道湖　大和しじみ
冷
凍
60日

180g
原:宍道湖産しじみ　説:しじみ汁に｡

翌週

57228 ￥633渡邊水産  ボイルホタテ（小）
冷
凍
90日

200g
原:ﾎﾀﾃ(北海道)　説:ｿﾃｰ､ｼﾁｭｰ､中華炒めなどに｡

翌週
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マヤカカオ
メキシコのジャングルで農薬・化学肥料不使用で栽培したカカオ豆が原料です。
収穫したカカオ豆をバナナの葉でくるみ、発酵させたあと天日乾燥し、さらに丹念に炭火焙煎しました。
チョコレートとは一味違うカカオ豆そのままのおいしさ、力強さを味わってください。

マヤカカオ レーズン
シルクロードレーズンとご一緒に。

マヤカカオとは？
メキシコはチアパス州、ジャングルの奥地で育ったフレッシュなカカオ豆です。
国立公園に指定され、マヤの古代遺跡が点在する産地には、ジャングルを人力のみで切り開いた
先住民族インディへーナのコミュニティが無数に点在しています。彼らはほとんど自給自足の
生活をし、現金収入を得るためにカカオ豆やコーヒー豆を栽培しています。
原産地マヤのジャングルで無肥料、無農薬で栽培されたカカオ豆が日本に初上陸しました。
とても希少な“カカオ豆”そのままの美味しさ力強さを味わって下さい。

カカオ豆の効能って？
カカオポリフェノールやカカオプロテインには自然界屈指の抗酸化作用があるといわれ、
動脈硬化予防、抗ストレス、美容効果、ダイエット、アレルギー改善、脳の活性化・認知症予防、
便通改善、口内環境改善、アンチエイジングなどに効果があると言われています。

豊富なミネラル分
人間が生命活動を維持していくために必要不可欠な微量栄養素がミネラルです。中でもカルシウムは、不足してしまうと骨粗しょう症など骨への悪影響が心配される
重要なミネラルです。その点カカオ豆にはカルシウム、リンとともに骨を作る重要なミネラルであるマグネシウムも豊富に含まれています。いずれも日頃の食事から
は摂取しにくく、体内に存在する量はわずかなのですが、さらに少ない鉄、亜鉛などの微量ミネラル（トレースミネラル）もカカオ豆には含有されています。

5週号企画　ゴロクーバ　マヤカカオ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

57492 ￥1000ｺﾞﾛｸｰﾊﾞ マヤカカオ
常
温
1年 ５週

号80g
原:ｶｶｵ豆(ﾒｷｼｺ )　説:ﾒｷｼｺのｼﾞｬﾝｸﾞﾙで農薬･化学肥料不使用で栽培したｶｶｵ豆が原料です｡収
穫したｶｶｵ豆をﾊﾞﾅ ﾅの葉でくるみ､発酵させたあと､天日乾燥し､さらに丹念に炭火焙煎しま
した｡ﾁｮ ｺ ﾚ ｰ ﾄとは一味違うｶｶｵ豆そのままのおいしさ､力強さを味わってください｡栄養成分

翌週

57493 ￥1200ｺﾞﾛｸｰﾊﾞ マヤカカオ　レーズン
常
温
1年 ５週

号130g
原:ｶｶｵ豆(ﾒｷｼｺ) /ｼﾙｸﾛｰﾄﾞﾚｰｽﾞﾝ(中国:ﾄﾙﾌｧﾝ)　説:ﾒｷｼｺのｼﾞｬﾝｸﾞﾙで農薬･化学肥料不使用で栽
培したｶｶｵ豆が原料です｡収穫したｶｶｵ豆をﾊﾞﾅﾅの葉でくるみ､発酵させたあと､天日乾燥し､
さらに丹念に炭火焙煎しました｡ｼﾙｸﾛｰﾄﾞﾚｰｽﾞﾝ (化学農薬･化学肥料不使用)とご一緒にﾁｮｺﾚ

翌週

大阪府　世界パンの天然酵母パン（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

冷凍でお届け
します

○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。

※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）。

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！

天然酵母あんぱん
北海道産小豆と鹿児島産粗糖で作ったあんこを使用したあんぱんです。おやつや軽食にどうぞ。

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）

天然酵母ぶどうパン
オイルコーティングされていないオーガニックレーズンを使用。レーズンが苦手な方にもこれは食べられると
好評です。従来よりレーズンが1.5倍入りさらにおいしくなりました。ぜひバタートーストで！

天然酵母レーズンカンパーニュ
オイルコーティングされていないオーガニックレーズンを使用。従来よりレーズンを1.5倍に増量しました。
レーズンの甘酸っぱさと、生地の甘みがあとをひくおいしさのドイツパンです。

天然酵母食パン　1斤
世界パン

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｡

冷凍　賞味：10日　毎号　翌週

￥397
9766 天然酵母くるみパン　1斤

世界パン

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

￥714
9767 天然酵母カンパーニュ　1個

世界パン

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｡ﾊ ﾟ ﾝ好きさんの行き着くとこ
ろはｶﾝﾊﾟ ｰ ﾆ ｭ！そのまま食べてもおいしい
んですよね｡※使用している北海道産小麦

冷凍　賞味：10日　毎号　翌週

￥500
9771 天然酵母ロイヤルストーン

ブレッド　1個

世界パン

原:北海道産小麦粉･北海道産全粒粉(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｡石臼挽き全粒
粉がたっぷり入っているので自然な甘味
がありﾊﾞﾀｰやｼﾞｬﾑをつけなくても十分！

冷凍　賞味：10日　毎号　翌週

￥529
35708

58381 ￥494世界パン  天然酵母ルヴァン食パン
冷
凍
10日 毎号

1斤
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

翌週

58382 ￥494世界パン  天然酵母ルヴァン食パン（スライス）
冷
凍
10日 毎号

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

翌週

9768 ￥500世界パン  天然酵母ぶどうパン
冷
凍
10日 毎号

1斤
原:北海道産小麦粉(注1) / ﾎ ｼﾉ天然酵母(注2) /鹿児島産洗双糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫海水) /
ｱﾒﾘｶ産ｵｰｶﾞﾆｯｸﾚｰｽﾞﾝ　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｡国産小麦､天然酵母､ｵｲﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞされていないｵｰｶﾞﾆｯｸﾚｰｽﾞﾝを使用｡ﾚ

翌週

38964 ￥543世界パン  天然酵母レーズンカンパーニュ
冷
凍
10日 毎号

1個
原:北海道産小麦粉(注1) / ﾎ ｼﾉ天然酵母(注2) /鹿児島産洗双糖/赤穂の天塩(海外塩･兵庫海水) /
ｱ ﾒ ﾘ ｶ産ﾚｰｽﾞ ﾝ　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｡国産小麦､天然酵母､ｵｲﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞされていないｵｰｶﾞﾆｯｸﾚｰｽﾞﾝを使用｡従来よりﾚ

翌週

59733 ￥403世界パン  天然酵母　あんぱん
冷
凍
10日 毎号

2個
原:小豆(北海道)､小麦粉(北海道)､天然酵母(ﾎｼﾉ天然酵母)､粗糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ(鹿児島))､食塩(赤穂
の天塩(兵庫) ) ､ (一部に小麦を含む)　説:北海道産小豆と鹿児島産粗糖で作ったあんこを使
用したあんぱんです｡おやつや軽食にどうぞ｡

翌週
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25711 ￥397世界パン  天然酵母食パン　スライス（4等分）
冷
凍
10日 毎号

1袋
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: 6 8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｡4
等分にｽﾗｲ ｽしています｡※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

翌週

25712 ￥714世界パン  天然酵母くるみパン　スライス（4等分）
冷
凍
10日 毎号

1袋
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:6 8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｡4等分にｽﾗｲｽしています｡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

翌週

牛乳にまぜる本日のきなこ
有機JAS認証商品。牛乳に混ぜて飲むだけできなこの美味しさと栄養をプラス。
お召し上がり方：コップ一杯の牛乳に大さじ2~3杯を入れ、よくかき混ぜてお召しあがり下さい。本品の量はお好みにより加減して
ください。その他ケーキやドーナツ、クッキーの生地に入れたり、団子やわらび餅にかけたり、お菓子作りにもご利用いただけます。

味わい深い有機きな粉に有機黒ゴマを加えた風味豊かな一品です。
有機黒糖で甘味をつけ美味しく仕上げました。

味わい深い有機きな粉に有機ココアを加え、有機黒糖で甘味をつけた
やさしい美味しさ。

味わい深い有機きな粉に有機抹茶を加え、有機黒糖で甘味をつけた、
抹茶の香り高い贅沢な一品です。

黒ごま

ココア

抹茶

ひしわ園 オーガニック グリーンティー
宇治産有機抹茶と有機てんさい糖をブレンドしたオーガニックグリーンティーです。
抹茶製菓の材料、水割り、お湯割り、牛乳や豆乳で割れば抹茶ラテ風にお召し上がりいただけます。
お好みの濃さでお召し上がり下さい。
飲み方：約10g（ティースプーン約2杯分）に対し、水またはお湯100~120ccを注ぎ、よく混ぜます。
　　　　粉末が溶けにくい場合は最初に少量の水等で溶かしてから残りの水を加えて下さい。

オーガニック クラフトコーラシロップ
国産有機しょうがやスパイスの味わいに有機果汁でさわやかな風味をプラスした
希釈タイプのクラフトコーラシロップです。香料・カラメル色素・酸味料は使用していません。
コーラシロップ１に対して約５倍量の炭酸水で割ってお飲み下さい。牛乳で割ってチャイ風ドリンクとしても
お飲みいただけます。濃さはお好みで調整してください。よく振ってからご使用下さい。
コーラシロップ、炭酸水、牛乳は良く冷やしてからご使用下さい。泡立ちやすいため炭酸水はゆっくり入れて下さい。

★ホットでもアイスでも★　混ぜるだけドリンク（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

58811 ￥278ﾏﾙｼﾏ  牛乳にまぜる本日のきなこ〈黒ごま〉
常
温
1年 毎号

75g
原:有機大豆(ｶﾅﾀﾞ)､有機黒糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ :ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､有機すりｺﾞﾏ(ﾎﾞﾘﾋﾞｱ)　説:有機JAS認証商品｡
牛乳に混ぜて飲むだけできなこの美味しさと栄養をﾌﾟ ﾗ ｽ ｡味わい深い有機きな粉に有機黒
ｺﾞ ﾏを加えた風味豊かな一品です｡有機黒糖で甘味をつけ美味しく仕上げました｡お召し上

翌週

58812 ￥278ﾏﾙｼﾏ  牛乳にまぜる本日のきなこ〈ココア〉
常
温
1年 毎号

75g
原:有機大豆(ｶﾅﾀﾞ)､有機黒糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､有機ｺｺｱﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｶｶｵ :南米)　説:有機JAS認証
商品｡牛乳に混ぜて飲むだけできなこの美味しさと栄養をﾌﾟ ﾗ ｽ ｡味わい深い有機きな粉に有
機ｺｺｱを加え､有機黒糖で甘味をつけたやさしい美味しさ｡お召し上がり方：ｺｯﾌ ﾟ一杯の牛

翌週

58813 ￥308ﾏﾙｼﾏ  牛乳にまぜる本日のきなこ〈抹茶〉
常
温
10ヶ
月

毎号

75g
原:有機大豆(ｶﾅﾀﾞ)､有機黒糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ :ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)､有機抹茶(静岡)　説:有機JAS認証商品｡牛乳
に混ぜて飲むだけできなこの美味しさと栄養をﾌﾟ ﾗ ｽ ｡味わい深い有機きな粉に有機抹茶を
加え､有機黒糖で甘味をつけた､抹茶の香り高い贅沢な一品です｡お召し上がり方：ｺｯ ﾌ ﾟ一

翌週

59181 ￥400ﾋｼﾜ園  オーガニック　グリーンティー
常
温
270日 毎号

100g
原:有機甜菜糖(ﾘﾄｱﾆｱ ) ､有機抹茶(京都)　説:宇治産有機抹茶と有機てんさい糖をﾌﾞﾚﾝﾄﾞした
ｵｰｶﾞﾆｯｸｸﾞﾘｰﾝﾃｨｰです｡抹茶製菓の材料､水割り､お湯割り､牛乳や豆乳で割れば抹茶ﾗﾃ風に
お召し上がりいただけます｡お好みの濃さでお召し上がり下さい｡飲み方：約10g ( ﾃ ｨ ｰ ｽ ﾌ ﾟ ｰ ﾝ

翌週

58328 ￥500ﾋｶﾘ  ｵｰｶﾞﾆｯｸ　クラフトコーラシロップ
常
温
1年半 毎号

150ml
原:糖類(有機砂糖:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ他/有機糖みつ:ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ他)/有機ｼｮｳｶﾞ(日本)/有機ﾘﾝｺﾞ果
汁(ﾄﾙｺ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ他)/有機ﾀﾞｲﾀﾞｲ果汁(日本)/有機ﾚﾓﾝ果汁(ｽﾍﾟｲﾝ･ｲﾀﾘｱ他)/香辛料(ｱｼﾞｱ他)
　説:国産有機しょうがやｽﾊﾟｲ ｽの味わいに有機果汁でさわやかな風味をﾌﾟﾗｽした希釈ﾀｲﾌﾟ

翌週

無茶々園　乾燥野菜・マーマレード（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

52984 ￥260無茶々園  切り干し大根
常
温
180日 毎号

40g
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

翌週

52986 ￥290無茶々園  切り干し人参
常
温
180日 毎号

30g
原:有機人参(愛媛)　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
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
の切り干し人参です｡原料約300 g分の人参が､乾燥後30gに凝縮されています｡水で戻して簡

翌週

52988 ￥290無茶々園  にんにくチップ
常
温
180日 毎号

20g
原:有機ﾆﾝﾆｸ (愛媛)　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
して行った無着色･無添加の乾燥にんにくﾁｯﾌﾟです｡原料約100g分のﾆﾝﾆｸが乾燥後20gに凝
縮されています｡ｻﾗﾀﾞやﾊﾟｽﾀ､炒め物などの材料としてお使い下さい｡栄養成分(100gあた

翌週

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。

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。

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。

切り干し大根

切り干し人参

にんにくチップ

かんそうねぎ

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。

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。

かんそうゴボウ

ひじき

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。

56705 ￥370無茶々園  かんそうねぎ
常
温
180日 毎号

7g
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

翌週

52992 ￥290無茶々園  かんそうゴボウ
常
温
180日 毎号

20g
原:有機ｺﾞﾎﾞｳ (愛媛)　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､
ささがきにして乾燥させました｡栽培から加工まで一貫して行った無着色･無添加の乾燥ｺﾞ
ﾎ ﾞ ｳです｡10~15分ほど水に戻して､きんぴらごぼうや､かき揚げ､炊き込みご飯､豚汁や鍋物

翌週

32336 ￥380無茶々園  ひじき
常
温
1年 毎号

30g
　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
ので芽･茎混合となり旨味が強い｡栄養成分(100gあたり)熱量180kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質9 .2g /脂質
3 . 2 g /炭水化物58 . 4 g /食塩相当量4 . 7 g ｡　産:愛媛県宇和海　生:無茶々園

翌週
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51062 ￥630無茶々園  甘夏と伊予柑のマーマレード
常
温
300日 毎号

220g
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

翌週

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。

水約2Lを充分沸騰させそうめんをバラバラに入れます。再び沸騰し湯がふきこぼれそうになったら火を弱め
軽く沸騰させます。約3~4分ほど茹でてから手早くざるに取り充分水洗いしてください。

本醸造淡口醤油をベースにだしを加えたストレートタイプのそうめんつゆです。
昆布、椎茸を多用し上品な味に仕上げています。

そうめん

そうめんつゆ ストレートタイプ

爽やかな酸味の冷やしらーめんです。
麺は北海道産の契約栽培小麦を使用し、熱風乾燥にてツルツルした食感とコシを出しました。

冷しらーめん

煮込み料理やリゾット、マリネ、トマト鍋も作れる万能つゆです。

ベトナム風チキンライスやお茶漬け、塩レモン鍋も作れる万能つゆです。

煮物や雑炊、ごま味噌鍋も作れる万能つゆです。

冨貴のつゆ イタリアントマト

冨貴のつゆ 塩レモン

冨貴のつゆ ごま味噌豆乳

上がり下さい。

素麺などの麺類2人前をお好みの具と一緒に
器に盛り、本品1袋を半分ずつかけてお召し

ところてん 固形タイプ
国産の天草を原料に昔ながらに仕上げた風味豊かなところてんです。

有機コンニャク粉とろさしみこんにゃく
有機こんにゃく粉を使用し、なめらかな食感とあおさの風味が程良いさしみこんにゃくです。
軽く水洗いした後、お好みのたれあでお召し上がり下さい。冷蔵庫でよく冷やすとより美味しくいただけます。

やわらかな苦みとコク、スッキリとした味わいのオーガニックアイスコーヒーです。

やわらかな苦みとコク、フルーティな甘みがバランスよくスッキリとした味わいのオーガニックアイスコーヒーです。

太平洋とカリブ海に面する緑豊かなコロンビアの山地。昼夜の温度差があり、雨季と乾季のバランスもよく、美味しい
コーヒーを作るための絶好の条件が広がっています。厳選されたコロンビア産コーヒー豆と南アルプスの伏流水を使用し、
ネルドリップ方式で抽出したアイスコーヒーです。自然の恵みを最大限に活かし、香り高い深い味わいに仕上がりました。

オーガニックアイスコーヒー

無糖

微糖

オーガニック アイスティー 無糖
有機JAS認証のスリランカ産茶葉を南アルプスの伏流水で抽出したストレートティーです。香料を使わず茶葉を
そのまま抽出したストレートタイプで、セイロン紅茶の香りを活かし、スッキリした味わいに仕上げました。

有機JAS認定品。麦茶はカフェインを殆ど含まないお子様から
お年寄りまで安心して飲める飲料です。無漂白ティーパック使用。
煮出し水出しどちらでもご利用いただけます。

厳選された国内産有機大麦を原料に麦茶の
香りと風味を引き立てるため昔ながらの
砂炒り製法で仕上げています。

有機麦茶・ティーパック 有機麦茶＜丸粒＞

★季節限定商品★（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

26656 ￥230夏期商品 桜井 そうめん
常
温
1年半

220g
原:国内産小麦粉/ｼﾏﾏ ｰ ｽ　説:水約2Lを充分沸騰させそうめんをﾊﾞﾗﾊﾞ ﾗに入れます｡再び沸
騰し湯がふきこぼれそうになったら火を弱め軽く沸騰させます｡約3~4分ほど茹でてから
手早くざるに取り充分水洗いしてください｡製造工場地:岐阜｡20 1 4 . 2 . 1現在放射能検査結

翌週

40933 ￥640夏期商品  ｲｹﾞﾀ  そうめんつゆ　ストレートタイプ
常
温
1年

360ml
原:天然醸造淡口醤油(国産丸大豆/国産小麦/天日塩) /味の母発酵調味料(国産米/米麹/食塩) /
高知他産宗田節/三温糖/大分産ｼｲﾀ ｹ /北海道産昆布/水　説:本醸造淡口醤油をﾍﾞｰ ｽにだしを
加えたｽﾄﾚｰ ﾄ ﾀ ｲ ﾌ ﾟのそうめんつゆです｡昆布､椎茸を多用し上品な味に仕上げています｡

翌週

56545 ￥175夏期商品  桜井  冷しらーめん
常
温
6ヶ月

123g
原:麺:小麦粉(北海道)/馬鈴薯澱粉(北海道)/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ /海水:沖縄)　ｽｰﾌﾟ :醤
油/砂糖/醸造酢/食塩/ｺﾞﾏ油/ｶﾂｵｴｷｽ /酵母ｴｷｽ　ふりかけ:紅生姜ﾁｯﾌﾟ / ｺﾞﾏ /青さ/焼刻海苔　
説:爽やかな酸味の冷やしらｰめんです｡麺は北海道産の契約栽培小麦を使用し､熱風乾燥に

翌週

56546 ￥330夏期商品 冨貴食研 冨貴のつゆ　ｲﾀﾘｱﾝﾄﾏﾄ
常
温
270日

200g
原:ﾌﾞｲﾖﾝ(ﾀﾏﾈｷﾞ :兵庫/人参:長崎/ｾﾛﾘ :長野/ﾆﾝﾆｸ :青森/食塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ天日塩･高知海水)/ｵｰｶﾞﾆｯ
ｸﾎｰﾙﾄﾏﾄ(ｲﾀﾘｱ) /ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ(北海道･青森他)/ﾁｷﾝｴｷｽ(鶏骨:青森･岩手他/食塩(岡山等))/ｴｸｽﾄﾗ
ﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ(ｽﾍﾟｲﾝ他)/食塩(天日塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ /海水:高知)/砂糖(甜菜:北海道)/澱粉(餅粉:ﾀ

翌週

56547 ￥330夏期商品  冨貴食研  冨貴のつゆ　塩レモン
常
温
270日

200g
原:鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ (鶏骨･鶏肉:山口･福岡等)/ﾚﾓﾝ果汁(瀬戸内地方)/香味油(菜種油:北海道･青森
他)/ﾈｷﾞ(日本)/赤穂の天塩(塩田産天日塩:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ /海水:高知)/魚醤(ｶﾀｸﾁｲﾜｼ :ﾀｲ /食塩:ﾀｲ /海
水:ﾀｲ) /塩ﾚﾓﾝ(ﾚﾓﾝ :日本/食塩(海水:沖縄)) /ﾁｷﾝｴｷｽ(鶏骨:青森･岩手等/食塩(海水:岡山等)) /魚介

翌週

56548 ￥330夏期商品  冨貴食研  冨貴のつゆ　ごま味噌豆乳
常
温
270日

200g
原:豆乳(大豆:日本)/金ｺﾞﾏ(ﾄﾙｺ)/白ｺﾞﾏﾍﾟｰｽﾄ(白ｺﾞﾏ:ｸﾞｱﾃﾏﾗ)/ｺﾞﾏ油(ﾅｲｼﾞｪﾘｱ等)/味噌(大豆:ｱﾒﾘ
ｶ･ｶﾅﾀﾞ他/米:日本･ﾀｲ他/食塩:兵庫･香川/空豆:ｶﾅﾀﾞ･ｲｷﾞﾘｽ他) /丸大豆醤油(大豆/小麦/食塩/種
麹)/砂糖(甜菜:北海道)/豆板醤(唐辛子粉/発酵調味料/味噌/食塩)/ﾎﾟｰｸｴｷｽ(豚骨/食塩)/ﾁｷﾝｴｷｽ

翌週

38939 ￥250夏期商品  ﾑｿｰ  ところてん　固形タイプ
常
温
60日

400g
原:国産天草　説:国産の天草を原料に昔ながらに仕上げた風味豊かなところてんです｡と
ころてん突き器でｻｯと突きだしてどうぞ｡製造工場地:兵庫｡放射能検査結果(201 4 . 3 . 1 0現
在):検出下限値(I-131)3Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡

翌週

58492 ￥190夏期商品  中尾  有機ｺﾝﾆｬｸ粉とろさしみこんにゃく
常
温
120日

100g
原:有機こんにゃく粉(有機こんにゃく芋:広島)/ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(ｻﾂﾏｲﾓ :鹿児島･宮崎)/ｱｵｻ粉(ｱｵｻ :
愛知) /水(大阪) /水酸化ｶﾙｼｳﾑ ( ﾎﾀﾃ貝殻:北海道)　説:有機こんにゃく粉を使用し､なめらかな
食感とあおさの風味が程良いさしみこんにゃくです｡軽く水洗いした後､お好みのたれでお

翌週

56475 ￥470ﾑｿｰ  ｵｰｶﾞﾆｯｸ　アイスコーヒー　無糖
常
温
270日

1000ml
原:有機ｺｰﾋｰ豆(ｺﾛﾝﾋﾞｱ)　説:やわらかな苦みとｺｸ､ｽｯｷﾘとした味わいのｵｰｶﾞﾆｯｸｱｲｽｺｰﾋｰで
す｡太平洋とｶﾘﾌﾞ海に面する緑豊かなｺﾛﾝﾋﾞ ｱの山地｡昼夜の温度差があり､雨季と乾季のﾊﾞﾗ
ﾝ ｽもよく､美味しいｺｰﾋｰを作るための絶好の条件が広がっています｡厳選されたｺﾛﾝﾋ ﾞ ｱ産ｺ

翌週

56476 ￥470夏期商品  ﾑｿｰ  ｵｰｶﾞﾆｯｸ　アイスコーヒー　微糖
常
温
270日

1000ml
原:有機ｺｰﾋｰ豆(ｺﾛﾝﾋﾞｱ) /有機砂糖(ｻﾄｳｷﾋﾞ :ﾌﾞﾗｼﾞﾙ)　説:やわらかな苦みとｺｸ､ﾌﾙｰﾃｨな甘みが
ﾊﾞﾗﾝｽよくｽｯｷﾘとした味わいのｵｰｶﾞﾆｯｸｱｲｽｺｰﾋｰです｡太平洋とｶﾘﾌﾞ海に面する緑豊かなｺﾛﾝ
ﾋ ﾞ ｱの山地｡昼夜の温度差があり､雨季と乾季のﾊﾞﾗﾝ ｽもよく､美味しいｺｰﾋｰを作るための絶

翌週

57612 ￥390夏期商品  ﾑｿｰ  ｵｰｶﾞﾆｯｸ　アイスティー　無糖
常
温
240日

1L
原:有機茶葉(ｾｲﾛﾝ :ｽﾘﾗﾝｶ ) /水(山梨)　説:有機JAS認証のｽﾘﾗﾝｶ産茶葉を南ｱﾙﾌﾟｽの伏流水で抽
出したｽﾄﾚｰﾄﾃｨｰです｡香料を使わず茶葉をそのまま抽出したｽﾄﾚｰﾄﾀｲﾌﾟで､ｾｲﾛﾝ紅茶の香り
を活かし､ｽｯｷﾘした味わいに仕上げました｡栄養成分(100mlあたり)熱量0kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質0 .1g /

翌週

890 ￥530夏期商品  ﾑｿｰ 有機麦茶・ティーバッグ　10g×26
常
温
2年

1袋
原:有機栽培大麦(三重/岩手/栃木)　説:有機JAS認定品｡麦茶はｶﾌｪｲ ﾝを殆ど含まないお子様
からお年寄りまで安心して飲める飲料です｡無漂白ﾃｨｰ ﾊ ﾟ ｯ ｸ使用｡煮出し水出しどちらでも
ご利用いただけます｡製造工場地:三重｡放射能検査結果(2014 . 3 . 1 0現在) :検出限界1Bq /kgで

翌週

1532 ￥500夏期商品  ﾑｿｰ 有機・麦茶〈丸粒〉
常
温
1年

300g
原:有機大麦(三重/岩手/栃木)　説:厳選された国内産有機大麦を原料に麦茶の香りと風味を
引き立てるため昔ながらの砂炒り製法で仕上げています｡製造工場地:三重｡放射性物質測
定結果(2014.3.10現在):検出下限値(I-131)1Bq/kg･(Cs-134)1Bq/kg･(Cs-137)1Bq/kgで不検出｡

翌週



-28- ※表示価格は全て税抜き価格です。

夏期商品 みかんのﾄﾞﾘﾝｸ(ﾁｭｰﾍﾟｯ
ﾄ)90ml×5　1袋

ｻﾝｺｰ

原:甜菜糖(北海道産) /ﾐｶﾝ濃縮
果汁(和歌山･和歌山近郊産) /
酸味料(ｸｴﾝ酸)　説:無香料､無
着色｡国内産ﾐｶﾝ濃縮果汁50
％｡夏の定番ﾁｭｰﾍﾟｯﾄ｡栄養成
分(1本90ml当)ｴﾈﾙｷﾞｰ52kcal /
炭水化物13.1g /ﾀﾝﾊﾟｸ質0.1g /
食塩相当量0g /脂質0g｡製造工
場地: ｡放射性物質測定結果
(2016 .4現在):検出下限値

常温　賞味：120日
　翌週
￥350

50982
夏期商品 りんごのﾄﾞﾘﾝｸ(ﾁｭｰﾍﾟｯ
ﾄ)90ml×5　1袋

ｻﾝｺｰ

原:ﾘﾝｺﾞ濃縮果汁(長野産他)/
甜菜糖(北海道産)/酸味料(ｸｴﾝ
酸)　説:無香料､無着色｡国内
産ﾘﾝｺﾞ濃縮果汁50％｡夏の定
番ﾁｭｰﾍﾟｯﾄ｡栄養成分(1本90ml
当)ｴﾈﾙｷﾞｰ56kca l /炭水化物
14.0g /ﾀﾝﾊﾟｸ質0g /食塩相当量
0g /脂質0g｡製造工場地:｡放射
性物質測定結果(2016 . 4現在) :
検出下限値

常温　賞味：120日
　翌週
￥350

36315
夏期商品 ぶどうのﾄﾞﾘﾝｸ(ﾁｭｰﾍﾟｯ
ﾄ)90ml×5本　1袋

ｻﾝｺｰ

原:甜菜糖(北海道)/有機ﾌﾞﾄﾞｳ
濃縮果汁() /酸味料(ｸｴﾝ酸)　
説:無香料､無着色｡有機ﾌﾞﾄﾞｳ
濃縮果汁30％入り(生果汁換
算)｡夏の定番ﾁｭｰﾍﾟｯﾄ｡栄養成
分(1本90ml当)ｴﾈﾙｷﾞｰ53kcal /
炭水化物13.1g /ﾀﾝﾊﾟｸ質0.1g /
食塩相当量0g /脂質0g｡放射性
物質測定結果(2016 . 4現在) :検
出下限値

常温　賞味：120日
　翌週
￥380

36316
夏期商品 もものﾄﾞﾘﾝｸ(ﾁｭｰﾍﾟｯ
ﾄ)90ml×5　450ml

ｻﾝｺｰ

原:砂糖(甜菜糖:北海道) /濃縮
ﾓﾓ果汁(国産)/酸味料(ｸｴﾝ酸)
　説:国産濃縮ﾓﾓ果汁(白桃)を
30％(生果汁換算)使用した､
無香料･無着色のﾄﾞﾘﾝｸです｡
※生果汁に換算して30％に相
当するように濃縮果汁を配合
しています｡放射性物質測定
結果(2020 .3 . 26現在):検出下
限 値

常温　賞味：180日
　翌週
￥350

55063
夏期商品  小粒水ようかん　16g
×12　　1袋

ｻﾝｺｰ

原:三温糖/生あん/水飴/蜂蜜/
寒天 /食塩　説:どなたにも食
べやすい一口ﾀｲﾌ ﾟの水ようか
んです｡製造工場地:愛知｡放
射能検査結果(2013 . 5現在) :検
出限界3Bq /kgで不検出｡

常温　賞味：180日
　翌週
￥300

7055

57482 ￥350ﾑｿｰ  果実でちゅーちゅー・りんご（45ml×5本）
常
温
6ヶ月

1袋
原:有機濃縮ﾘﾝｺﾞ果汁(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) /有機濃縮ﾚﾓﾝ果汁(ｽﾍﾟｲﾝ) /甜菜糖(北海道)　説:有機ﾘﾝｺﾞ果汁
に有機ﾚﾓﾝ果汁､甜菜糖を加えて作ったﾁｭｰﾍﾟｯﾄﾄﾞﾘﾝｸです｡香料･着色料･酸化防止剤･pH調
整剤不使用｡凍らせてｱｲｽｷｬﾝﾃﾞｰに｡炭酸水やﾜｲﾝに加えてﾄﾞﾘﾝｸに｡※凍りにくい場合は

翌週

57483 ￥350ﾑｿｰ  果実でちゅーちゅー・ぶどう（45ml×5本）
常
温
6ヶ月

1袋
原:有機濃縮白ﾌﾞﾄﾞｳ果汁(ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ) /有機濃縮ｺﾝｺｰﾄﾞｸﾞﾚｰﾌﾟ果汁(ｱﾒﾘｶ) /有機濃縮ﾚﾓﾝ果汁(ｽﾍﾟ
ｲﾝ ) /甜菜糖(北海道)　説:有機ﾌﾞﾄﾞｳ果汁に有機ﾚﾓﾝ果汁､甜菜糖を加えて作ったﾁｭｰﾍﾟｯﾄﾄﾞﾘﾝ
ｸです｡香料･着色料･酸化防止剤･pH調整剤不使用｡凍らせてｱｲｽｷｬﾝﾃﾞｰに｡炭酸水やﾜｲﾝに加

翌週

果実でちゅーちゅー りんご・ぶどう（45ml×5本）
有機リンゴ果汁（有機ブドウ果汁）に有機レモン果汁、甜菜糖を加えて作ったチューペットドリンクです。
香料・着色料・酸化防止剤・pH調整剤不使用。凍らせてアイスキャンデーに。炭酸水やワインに加えて
ドリンクに。※凍りにくい場合はチューブを軽く振ってから、再び冷凍庫に入れて下さい。

やわらか寒天 みかんゼリー
国産温州みかん濃縮果汁を50％（生果汁換算）使用し、寒天でかためた、やわらかゼリー。

やわらか寒天 いちごゼリー
国産いちごの濃縮果汁を20％（生果汁換算）使用し、寒天でかためた、やわらかゼリー。

本くず餅
本くず粉の自然の甘みが奏でる優しい味わいです。さつまいも澱粉を使用しもっちりとやわらかな食感の本くず
餅に仕上げました。本葛を使用していますので冷蔵庫での保管は避け、お召し上がりの直前に冷やして下さい。

本わらび餅
蕨(わらび)、またの名を山根草。その根から採れる蕨粉は早春の野の息吹を醸すとろけるような味わいです。
本蕨を使用していますので冷蔵庫での保管は避け、お召し上がりの直前に冷やして下さい。

なめらかな口当たりは葛粉の中でも混じりけのない葛100%の「本葛粉」、そしてふるふる感は
なじみの深い「寒天」で生み出されています。本葛粉と寒天をバランスよく入れることで独特
のとろふる食感に。舌触りなめらかで暑い季節にもさっぱり食べられます。増粘剤や保存料、
着色料などの食品添加物は使っていません。

本葛入り豆寒天ゼリー とろふるあずき・とろふるくろまめ

あんこ屋さんが作った有機JAS認定の水ようかんです。
遠藤製餡 有機水ようかん 小倉・こし・抹茶

★チップスにしてもgood！★ ぎょうざの皮・春巻きの皮（翌週）商品番号

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
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。

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！

餃子の皮

春巻きの皮

ギョウザの皮（20枚入）2袋組　
1ｾｯﾄ

金子製粉

冷凍　賞味：90日
毎号　翌週

25197
春巻きの皮　10枚

金子製粉

冷凍　賞味：90日
毎号　翌週

1117

￥530 ￥375

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｡

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｡

42453 夏期商品  国産果汁のりんごゼリー  22g×7　1袋

原:国産濃縮ﾘﾝｺﾞ果汁/国産甜菜糖/ｹﾞﾙ化剤(南米他産寒天/ﾄﾞｲﾂ他産ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/ｽﾍﾟｲﾝ他産ﾛｰｶｽﾄﾋﾞｰﾝｶﾞﾑ/
日本他産ﾌﾞﾄﾞｳ糖/日本産ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ)/水　説:香料を使用せず､国産りんご果汁100％を入れたとって
もｼﾞｭｰｼｰなｾﾞﾘｰです｡放射能検査結果(2014.7現在):検出限界3Bq/kgで不検出｡製造工場地:静岡｡

￥300　常温　賞味：120日　 翌週ｻﾝｺｰ

48611 夏期商品  国産果汁のみかんゼリー  22g×6　1袋

原:和歌山県産濃縮ﾐｶﾝ果汁/北海道産甜菜糖/ｹﾞﾙ化剤(増粘多糖類)　説:香料を使用せず国産ﾐｶﾝ果
汁100％を入れた､とってもｼﾞｭｰｼｰなｾﾞﾘｰです｡放射能検査結果(2013.11現在):検出限界3Bq/kgで不検
出｡製造工場地:静岡｡

￥300　常温　賞味：120日　 翌週ｻﾝｺｰ

58495 ￥250ｻﾝｺｰ  やわらか寒天　みかんゼリー
常
温
180日

110g
原:ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(甜菜:北海道)/濃縮温州みかん果汁(日本)/ﾚﾓﾝｽﾄﾚｰﾄ果汁(広島)/寒天(南米･
地中海･東ｱｼﾞｱ等)　説:国産温州みかん濃縮果汁を50％(生果汁換算)使用し､寒天でかため
た､やわらかｾﾞﾘｰ｡ｹﾞﾙ化剤･酸味料･着色料･香料不使用｡栄養成分(110gあたり)熱量96kca l / ﾀ

翌週

58496 ￥250ｻﾝｺｰ  やわらか寒天　いちごゼリー
常
温
180日

110g
原:ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(甜菜:北海道)/濃縮ｲﾁｺﾞ果汁(日本)/寒天(南米･地中海･東ｱｼﾞｱ等)　説:国産
いちごの濃縮果汁を20％(生果汁換算)使用し､寒天でかためた､やわらかｾﾞﾘｰ｡ｹﾞ ﾙ化剤･酸
味料･着色料･香料不使用｡栄養成分(110gあたり)熱量69kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質0 .1g /脂質0.0g /炭水化

翌週

56442 ￥220夏期商品 廣八堂 本くず餅
常
温
90日

70g
原:砂糖(北海道他)/ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(鹿児島･宮崎)/麦芽糖(ｱﾒﾘｶ･日本他)/本葛粉(鹿児島･宮崎)/黒
糖(沖縄) /きな粉(北海道･滋賀他)　説:本くず粉の自然の甘みが奏でる優しい味わいです｡さ
つまいも澱粉を使用し､もっちりとやわらかな食感の本くず餅に仕上げました｡本葛を使用

翌週

56443 ￥220夏期商品  廣八堂  本わらび餅
常
温
90日

73g
原:砂糖(北海道他)/ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(鹿児島･宮崎)/麦芽糖(ｱﾒﾘｶ･日本他)/本蕨粉(鹿児島･宮崎)/黒
糖(沖縄) /きな粉(北海道･滋賀他)　説:蕨(わらび)､またの名を山根草｡その根から採れる蕨
粉は早春の野の息吹を醸すとろけるような味わいです｡本蕨を使用していますので冷蔵庫

翌週

32191 ￥960夏期商品 遠藤製餡 有機水ようかん・小倉  100g×6
常
温
6ヶ月

1組
原:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖/有機小豆(中国･ｱﾒﾘｶ･ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産) /地中海近海産寒天/徳島産
海水塩　説:あんこ屋さんが作った有機JAS認定の小倉水ようかんです｡製造工場地:東京｡
製造過程に使用する水の放射能検査結果(ｾｼｳﾑ134､137 ) :検出限界1.8~2 .4Bq /kgで不検出｡

翌週

32192 ￥960夏期商品 遠藤製餡 有機水ようかん・こし  100g×6
常
温
6ヶ月

1組
原:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖/有機小豆(中国･ｱﾒﾘｶ･ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産) /地中海近海産寒天/九州産
葛/徳島産海水塩　説:あんこ屋さんが作った有機JAS認定の舌触りなめらかなこし水よう
かんです｡製造工場地:東京｡製造過程に使用する水の放射能検査結果(ｾｼｳﾑ134､137 ) :検出限

翌週

32193 ￥960夏期商品 遠藤製餡 有機水ようかん・抹茶  100g×6
常
温
6ヶ月

1組
原:ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産有機砂糖/ﾄﾙｺ産有機ｲﾝｹﾞﾝ豆/地中海近海産寒天/九州産葛/福岡･京都･三重産有
機抹茶/徳島産海水塩　説:あんこ屋さんが作った有機JAS認定の抹茶水ようかんです｡製造
工場地:東京｡製造過程に使用する水の放射能検査結果(ｾｼｳﾑ134､137 ) :検出限界1.8~

翌週

53941 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 本葛入り豆寒天ｾﾞﾘｰ　とろふるあずき
常
温
60日

110g
原:有機きび糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) /有機小豆(ｱﾒﾘｶ) /寒天(ﾁﾘ近海･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ近海)/本葛粉(鹿児島)/食塩(赤
穂の天塩)　説:製造工場地:兵庫｡なめらかな口当たりは葛粉の中でも混じりけのない葛
100%の｢本葛粉｣､そしてふるふる感はなじみの深い｢寒天｣で生み出されています｡本葛粉

翌週

53942 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ  本葛入り豆寒天ｾﾞﾘｰ　とろふるくろまめ
常
温
60日

110g
原:有機きび糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ) /黒大豆(北海道:遺伝子組み換えでない)/寒天(ﾁﾘ近海･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ近海)/
本葛粉(鹿児島) /黒糖(沖縄)食塩(赤穂の天塩)　説:製造工場地:兵庫｡なめらかな口当たりは
葛粉の中でも混じりけのない葛10 0%の｢本葛粉｣､そしてふるふる感はなじみの深い｢寒天｣

翌週



-29- ※表示価格は全て税抜き価格です。

ブランシェ（白）
近隣の山里で育てた小麦と小麦と農薬不使用の柚子を贅沢に使用したファームハウスエール。
広がるフルーティな味と香りをお楽しみいただけます。麦芽比率50％以上。アルコール分4.5％。

アンブレ（琥珀）
広葉樹の森から湧き出る水で育てた自然栽培米（農薬不使用・無肥料栽培）と
数種の麦芽をブレンドして仕上げたアンバーエール。深みがありながら軽やかな飲み心地です。
麦芽比率50％以上。アルコール分4.5％。

ノワール（黒）
コナラ、クヌギ、ヤマザクラなどの樹木で燻した麦芽と森の湧き水で栽培した
黒米(農薬不使用・無肥料栽培)とをブレンドしたスモークポーター。
余韻の残る香ばしさと味が特徴です。麦芽50％以上。アルコール分5％。

塩レモン（umie）
高松市の北浜アリー・カフェumieの20周年を記念し、コドモデザイン教室の生徒たちが描いた
スペシャルパッケージの塩レモンビールです。五名近隣の山里で育てた小麦を使用したファームハウスエール。
瀬戸内産の塩とレモンでさらに香り豊かに仕上げました。麦芽比率50％以上。アルコール分4.5％。

五名醸造ツバメブリュワリー　クラフトビール（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

58110 ￥560五名醸造  ツバメブリュワリー・ブランシェ(白)
冷
蔵
120日 1

週・
3週330ml

原:麦芽(ﾍﾞﾙｷﾞｰ･ﾌﾗﾝｽ)/小麦(香川)/ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ) /柚子(香川･徳島)/ｲｰｽﾄ(ﾌﾗﾝｽ･ｶﾅﾀﾞ)　説:近隣の
山里で育てた小麦と小麦と農薬不使用の柚子を贅沢に使用したﾌｧｰﾑﾊ ｳ ｽ ｴ ｰ ﾙ ｡広がるﾌﾙｰﾃｨな
味と香りをお楽しみいただけます｡麦芽比率50％以上｡ｱﾙｺ ｰ ﾙ分4 . 5％｡製造工場地:香川｡※

翌週

58111 ￥560五名醸造  ツバメブリュワリー・アンブレ(琥珀)
冷
蔵
120日 1

週・
3週330ml

原:麦芽(ｲｷﾞﾘｽ･ﾌﾗﾝｽ)/小麦(香川)/白米(香川)/ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ)/茶葉(香川)/ｲｰｽﾄ(ﾌﾗﾝｽ･ｶﾅﾀﾞ)　説:広
葉樹の森から湧き出る水で育てた自然栽培米(農薬不使用･無肥料栽培)と数種の麦芽をﾌﾞﾚ
ﾝﾄﾞして仕上げたｱﾝﾊﾞｰｴｰﾙ｡深みがありながら軽やかな飲み心地です｡麦芽比率50％以上｡ｱﾙ

翌週

58112 ￥560五名醸造  ツバメブリュワリー・ノワール（黒）
冷
蔵
120日 1

週・
3週330ml

原:麦芽(ｲｷﾞﾘｽ･ﾌﾗﾝｽ)/小麦(香川)/黒米(香川)/ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ)/茶葉(香川)/ｲｰｽﾄ(ﾌﾗﾝｽ･ｶﾅﾀﾞ)　説:ｺﾅ
ﾗ ､ ｸ ﾇ ｷ ﾞ ､ ﾔ ﾏ ｻ ﾞ ｸ ﾗなどの樹木で燻した麦芽と森の湧き水で栽培した黒米(農薬不使用･無肥料
栽培)とをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｽﾓｰｸﾎﾟｰﾀｰ｡余韻の残る香ばしさと味が特徴です｡麦芽50％以上｡ｱﾙｺｰﾙ

翌週

58113 ￥560五名醸造  ツバメブリュワリー・塩レモン(umie)
冷
蔵
120日 1

週・
3週330ml

原:麦芽(ﾍﾞﾙｷﾞｰ･ﾌﾗﾝｽ) /小麦(香川)/ﾚﾓﾝ(香川･徳島)/ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ) /塩(瀬戸内海(豊島)の天日塩･ｵ
ｰｽﾄﾗﾘｱの天日塩)/ｲｰｽﾄ(ﾌﾗﾝｽ･ｶﾅﾀﾞ)　説:高松市の北浜ｱﾘｰ･ｶﾌｪumieの20周年を記念し､ｺﾄﾞﾓ
ﾃﾞｻﾞｲﾝ教室の生徒たちが描いたｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞの塩ﾚﾓﾝﾋﾞｰﾙです｡五名近隣の山里で育てた

翌週

こだわりの焼酎・日本酒・ビール（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

￥1062
冷
蔵
6ヶ月 毎号

330ml×3
原:有機栽培麦芽(ﾄﾞｲﾂ)､有機栽培ﾎｯﾌﾟ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)　説:ｱﾙｺｰﾙ度数5％｡ﾋﾞﾝ入り｡有機栽培さ
れた原料を使用して仕込んだﾋﾞ ｰ ﾙです｡日本人向けの淡泊な味わいが特徴の麦芽を選択し､
ﾎ ｯ ﾌ ﾟの苦みを少し強めに仕上げてあります｡日本人好みのさっぱりとした味わいが特徴で

翌週

￥4248
冷
蔵
6ヶ月 毎号

1ケース
原:有機栽培麦芽(ﾄﾞｲﾂ)､有機栽培ﾎｯﾌﾟ(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ)　説:ｱﾙｺｰﾙ度数5％｡ﾋﾞﾝ入り｡有機栽培さ
れた原料を使用して仕込んだﾋﾞ ｰ ﾙです｡日本人向けの淡泊な味わいが特徴の麦芽を選択し､
ﾎ ｯ ﾌ ﾟの苦みを少し強めに仕上げてあります｡日本人好みのさっぱりとした味わいが特徴で

翌週

琉球レモンサワー
アルコール度数5％。原材料は、やんばる産シークヮーサー(柑橘)と泡盛、きび蜜のみ。
果汁もたっぷり8％使用したプレミアム仕立てのレモンサワーです。余計なものを加えず、泡盛だけを使用した
潔さ。シークヮーサー果汁を際立たせるため、香りがよく、ほのかに甘い泡盛を使用しています。酸味料、香料、
着色料、人工甘味料は不使用、シークヮーサー本来の香りと旨みをストレートに楽しめます。きび蜜⋯サトウ
キビの絞り汁を煮詰めたもの。加工糖とは異なりミネラルをたっぷり含んだサトウキビ本来の自然な甘さが特徴。

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。

有機栽培プレミアムビール（ロングボトル）
アルコール度数5％。ビン入り。有機栽培された原料を使用して仕込んだビールです。日本人向けの淡泊な味わいが
特徴の麦芽を選択し、ホップの苦みを少し強めに仕上げてあります。日本人好みのさっぱりとした味わいが特徴です。

有機農法 富士ビール（缶）
タイプ：ピルスナー。アルコール度数5％。世界初のオーガニック「缶」ビール。無農薬栽培の有機原料を使用。
ドイツ産の大麦とホップから造られた、環境にも体にも優しいビールです。
マスカットを思わせるほのかな香りと、ふくよかでバランスのよい苦みをぜひご堪能ください。

59665 ￥1083日本ﾋﾞｰﾙ  有機農法  富士ビール（缶）
冷
蔵
9ヶ月 毎号

350ml×3
原:有機麦芽(ﾄﾞｲﾂ)､有機ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ)　説:世界初のｵｰｶﾞﾆｯｸ｢缶｣ﾋﾞｰﾙ｡無農薬栽培の有機原料
を使用｡ﾄﾞｲﾂ産の大麦とﾎｯﾌﾟから造られた､環境にも体にも優しいﾋﾞｰﾙです｡ﾏｽｶｯﾄを思わせ
るほのかな香りと､ふくよかでﾊﾞﾗﾝｽのよい苦みをぜひご堪能ください｡ﾀｲﾌﾟ：ﾋﾟﾙｽﾅｰ｡ｱﾙｺ

翌週

59667 ￥8664日本ﾋﾞｰﾙ 有機農法 富士ﾋﾞｰﾙ（缶）350ml×24
常
温
9ヶ月 毎号

1ケース
原:有機麦芽(ﾄﾞｲﾂ)､有機ﾎｯﾌﾟ(ﾄﾞｲﾂ)　説:世界初のｵｰｶﾞﾆｯｸ｢缶｣ﾋﾞｰﾙ｡無農薬栽培の有機原料
を使用｡ﾄﾞｲﾂ産の大麦とﾎｯﾌﾟから造られた､環境にも体にも優しいﾋﾞｰﾙです｡ﾏｽｶｯﾄを思わせ
るほのかな香りと､ふくよかでﾊﾞﾗﾝｽのよい苦みをぜひご堪能ください｡ﾀｲﾌﾟ：ﾋﾟﾙｽﾅｰ｡ｱﾙｺ

翌週

59725 ￥789南都  琉球レモンサワー
常
温
1年 毎号

350ml×3
原:泡盛(米こうじ(米(ﾀｲ)､種麹(沖縄))､酵母(沖縄))､ｼｰｸヮｰｻｰ(沖縄)､きび蜜(ｻﾄｳｷﾋﾞ(沖縄))　
説:ｱﾙｺｰﾙ度数5％｡原材料は､やんばる産ｼｰｸヮｰｻｰ (柑橘)と泡盛､きび蜜のみ｡果汁もたっぷり
8％使用したﾌﾟﾚﾐｱﾑ仕立てのﾚﾓﾝｻﾜｰです｡余計なものを加えず､泡盛だけを使用した潔さ｡ｼ

翌週

59727 ￥6312南都 琉球レモンサワー　350ml×24
常
温
1年 毎号

1ケース
原:泡盛(米こうじ(米(ﾀｲ)､種麹(沖縄))､酵母(沖縄))､ｼｰｸヮｰｻｰ(沖縄)､きび蜜(ｻﾄｳｷﾋﾞ(沖縄))　
説:ｱﾙｺｰﾙ度数5％｡原材料は､やんばる産ｼｰｸヮｰｻｰ (柑橘)と泡盛､きび蜜のみ｡果汁もたっぷり
8％使用したﾌﾟﾚﾐｱﾑ仕立てのﾚﾓﾝｻﾜｰです｡余計なものを加えず､泡盛だけを使用した潔さ｡ｼ

翌週

58814 ￥2000松浦酒造  鳴門鯛　純米　巴（ともえ）
常
温
6ヶ月 毎号

1.8L
原:米(徳島)､米麹(徳島県産米)　説: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

翌週

59657 ｴﾁｺﾞﾋﾞｰﾙ 有機栽培プレミアムビール(ﾛﾝｸﾞﾎﾞﾄﾙ)

59659 ｴﾁｺﾞﾋﾞｰﾙ 有機栽培ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾋﾞｰﾙ　330ml×12

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。

三州 梅酒10

30063 ￥880角谷商店  三州　梅酒10
常
温

̶ 毎号

360ml
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･
減農薬減化学肥料堆肥使用･品種ﾋﾖｸﾓ ﾁ特別栽培米) /米麹(愛知県産他･品種祭り晴れ) /米焼
酎(常圧単式蒸留･国産米100％使用)ｱﾙｺｰﾙ 1 0％　説:製造工場地:愛知｡梅酒二段仕込み新製

翌週



-30- ※表示価格は全て税抜き価格です。

「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。

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。

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

特製 玄米焼酎25 小玄海酒造 海の王都 麦27度

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。寺田本家 むすび

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。

寺田本家 自然酒 五人娘（純米・きもと）

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年間熟成させました。

本みりん

　福来純

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。

銀河高原 小麦のビール

39266 ￥1780玄海酒造  海の王都　麦27度
常
温

̶ 毎号

720ml
原:大麦/米麹(白麹)　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
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｡※酒類は未成年の方には販売できません｡

翌週

39264 ￥1390小正醸造  小正謹醸　いも焼酎　25度
常
温

̶ 毎号

720ml
原:国産芋/米麹(黒麹)　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
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

翌週

49342 ￥1602銀河高原 銀河 小麦のビール　缶　350ml×6
冷
蔵

̶ 毎号

1組
原:麦芽(小麦55％･大麦45％) / ﾎｯﾌﾟ /酵母　説: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
るﾏｲﾙﾄﾞな口あたりが特徴｡non -gmo原料使用｡PHF｡ｺｰﾝｽﾀｰﾁ不使用｡※酒類は未成年の方に

翌週

39263 ￥1290小正醸造  特製　玄米焼酎25　小
常
温

̶ 毎号

720ml
原:玄米（鹿児島産減農薬減化学肥料栽培）/米麹(白麹)　説: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

翌週

39429 ￥312寺田本家  発芽玄米酒粕
冷
蔵

̶ 毎号

300g
　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
は向きません｡ｸﾗｯ ｶ ｰ作りや酵母ｼﾞｭｰ ｽ ､炒め物､煮物におすすめです｡酒粕は昔から大変珍重
され､その中には生きた酵母菌をはじめ乳酸菌､こうじ菌､その他たくさんの微生物やその

翌週

39571 ￥1650寺田本家  発芽玄米酒　むすび
冷
蔵

̶ 毎号

720ml
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
　説:精米歩合:玄米使用｡酵母:蔵つき酵母｡ｱﾙｺｰﾙ度数:7~11％｡日本酒度-10｡酸度:7 . 6 ｡香ば
しさと酸味が特徴で切れ味が力強い印象｡辛口｡無農薬栽培された玄米を発芽させて造った

翌週

39159 ￥1540寺田本家  自然酒　五人娘（純米・きもと）
冷
蔵

̶ 毎号

720ml
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　説: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

翌週

39362 ￥850白扇酒造  本みりん　福来純　三年熟成
常
温
2年 毎号

500ml
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

翌週

2週号企画　香川県引田　かめびし醤油（翌週）

三年醸造醤油　500ml　1本
かめびし

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: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｡遺伝子組み換え大
豆は使用しておりません｡製造工場地:香川｡

常温　賞味：2年
２週号　翌週
￥1540

56781
にがり入り濃口醤油（2年）500ml　1本
かめびし

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｡しっかりしたの
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｡遺伝子組み換え大豆は使用し
ておりません｡製造工場地:香川｡

常温　賞味：1年半
２週号　翌週
￥1120

56782
にがり入り淡口醤油　500ml　1本
かめびし

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: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｡遺伝子組み換え大豆は使用しておりません｡製造工場地:香
川 ｡

常温　賞味：1年
２週号　翌週
￥1120

56783

396 ￥2030かめびし 三年醸造醤油　900ml
常
温
2年 ２週

号1本
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: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

翌週

400 ￥1540かめびし  にがり入り濃口醤油（2年）900ml
常
温
1年半 ２週

号1本
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: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

翌週

402 ￥1540かめびし  にがり入り淡口醤油　900ml
常
温
1年 ２週

号1本
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: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｡

翌週

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。

・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）

かめびし醤油 共通原料

国産原料と安全性

伝統の製法を守り続ける日本で唯一の「むしろ麹」の蔵元。
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。

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。

長期天然熟成

伝統製法「むしろ麹製法」
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4655 ￥2800ﾔﾏﾋｻ 豆しょう再仕込
常
温
2年 毎号

1.8L

原:国産丸大豆(福岡)/国産小麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　説:塩
分含有量目安16 . 3 5 g / 1 0 0m l　純正生醤油を素に､丸大豆･小麦･自然塩で再びﾓﾛﾐをつくり､
三年有余にわたり自然発酵させてつくりあげた天然醸造醤油｡お刺身･冷奴･おひたしなど
のかけ醤油として｡

翌週

40679 ￥1800ﾔﾏﾋｻ 純正醤油　こいくち　1.8L
常
温
2年 毎号

1本

原:国産丸大豆(福岡)/国産小麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　説:塩
分含有量目安16 . 3 g / 1 0 0m l ｡温厚な気候に恵まれた瀬戸内海･小豆島で国産丸大豆･小麦を主
原料に400年の伝統を受け継ぐ醸造方法で造ったﾓﾛﾐを使用しました｡かけ醤油･煮炊き物な
ど､お料理全般にお使いいただけます｡

翌週

40680 ￥830ﾔﾏﾋｻ 純正醤油　こいくち　720ml
常
温
2年 毎号

1本

原:国産丸大豆(福岡)/国産小麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　説:塩
分含有量目安16 . 3 g / 1 0 0m l ｡温厚な気候に恵まれた瀬戸内海･小豆島で国産丸大豆･小麦を主
原料に400年の伝統を受け継ぐ醸造方法で造ったﾓﾛﾐを使用しました｡かけ醤油･煮炊き物な
ど､お料理全般にお使いいただけます｡

翌週

頑固なこだわり　こいくち醤油
　1.8L　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:農薬不使用丸大豆(岩手･
青森･秋田) /農薬不使用小麦
(岩手･青森･北海道)/自然塩(ﾒ
ｷｼｺ) /※種麹(大阪)/※珪藻土(ｱ
ﾒ ﾘ ｶ )　説:煮たき物やかけ醤
油として/塩分含有量目安
15 . 8g／100ml｡本生醤油に火
入れをしたもの(常温保存の
安定性のため)がこいくち醤
油です｡

常温　賞味：2年
毎号　翌週
￥2700

537
頑固なこだわり　こいくち醤油
　720ml　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:農薬不使用丸大豆(岩手･
青森･秋田) /農薬不使用小麦
(岩手･青森･北海道)/自然塩(ﾒ
ｷｼｺ) /※種麹(大阪)/※珪藻土(ｱ
ﾒ ﾘ ｶ )　説:煮たき物やかけ醤
油として/塩分含有量目安
15 . 8g／100ml｡本生醤油に火
入れをしたもの(常温保存の
安定性のため)がこいくち醤
油です｡

常温　賞味：2年
毎号　翌週
￥1300

538
純正醤油　うすくち　1.8L　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:国産丸大豆(福岡) /国産小
麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼ
ｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　
説 :搾った物を火入れしてつ
くりました｡塩分含有量目安
16.7g／100ml｡

常温　賞味：1年半
毎号　翌週
￥1800

539

頑固なこだわり　本生醤油　
720ml　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:農薬不使用丸大豆(岩手･
青森･秋田) /農薬不使用小麦
(岩手･青森･北海道)/自然塩(ﾒ
ｷｼｺ) /※種麹(大阪)/※珪藻土(ｱ
ﾒ ﾘ ｶ )　説:火入れをしていな
い搾ったままの醤油｡香りが
生きています｡開栓後は､冷暗
所で保管してください｡塩分
含有量目安15 .8g／100ml｡

常温　賞味：2年
毎号　翌週
￥1300

6288
卓上用　豆しょう再仕込　145ml

ﾔﾏﾋｻ

原:国産丸大豆(福岡) /国産小
麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼ
ｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　
説 :塩分含有量目安
16 .35g / 100m l　純正生醤油を
水のかわりに使用し､丸大豆･
小麦･自然塩で再びﾓﾛﾐをつく
り､三年有余にわたり自然発
酵させてつくりあげた天然醸
造醤油です｡お刺し身･冷奴･
おひたしなどに｡

常温　賞味：2年
毎号　翌週
￥550

9295

減塩醤油　500ml　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:農薬不使用丸大豆(岩手･
青森･秋田) /農薬不使用小麦
(岩手･青森･北海道)/自然塩(ﾒ
ｷｼｺ) /※種麹(大阪)/※珪藻土(ｱ
ﾒ ﾘ ｶ )　説:塩分だけを半分に
減らし醤油の風味をそのまま
生かしました｡食事療法をし
ている方にも｡

常温　賞味：1年半
毎号　翌週
￥1100

511
頑固なこだわり　うすくち醤油
　720ml　1本

ﾔﾏﾋｻ

原:農薬不使用丸大豆(岩手･
青森･秋田) /農薬不使用小麦
(岩手･青森･北海道)/自然塩(ﾒ
ｷｼｺ) /※種麹(大阪)/※珪藻土(ｱ
ﾒ ﾘ ｶ )　説:煮たき物やかけ醤
油として/塩分含有量16 . 9~
17g／100m l ｡杉の木の大樽で
昔ながらの醸造方法で作った
最高の状態のもろみを使用し
た天然醸造醤油です｡

常温　賞味：1年半
毎号　翌週
￥1300

3668
純正醤油　うすくち　720ml　1
本

ﾔﾏﾋｻ

原:国産丸大豆(福岡) /国産小
麦(香川･北海道)/自然塩(ﾒｷｼ
ｺ) /種麹(大阪)/珪藻土(ｱﾒﾘｶ)　
説 :搾った物を火入れしてつ
くりました｡塩分含有量目安
16.7g／100ml｡

常温　賞味：1年半
毎号　翌週
￥830

540

アイスクリーム・アイスキャンデー（翌週）
56671 オーガニックあずきバー  箱(60ml×6本)　1箱

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(赤穂の天塩)　
説:ｼﾝﾌﾟ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｡

￥550　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週井村屋

23067 VANAGA バニラ  120ml×2　1組

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

23068 VANAGA ビターチョコ  120ml×2　1組

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

23069 VANAGA 抹茶あずき  120ml×2　1組

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

23070 VANAGA いちご  120ml×2　1組

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

23071 VANAGA ブルーベリー  120ml×2　1組

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｡

￥680　冷凍　賞味：6ヶ月　毎号  翌週木次

23121 VANAGA５種セット　1組

　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｡
￥1700　冷凍　賞味：6ヶ月　毎号  翌週木次

5269 ミルクキャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

5335 宇治金時キャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

8077 チョコレートキャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

5282 みかんキャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

5280 小豆キャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

8072 ブルーベリーキャンディー　6本入り　1個

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｡

￥725　冷凍　賞味：̶　毎号  翌週ﾈｰｼﾞｭ

52503 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine　バニラ　85ml

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



-32- ※表示価格は全て税抜き価格です。

メイシーちゃんのお菓子（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

28725 ￥180創健  ﾒｲｼｰ　きらきら星のおせんべい
常
温
6ヶ月 毎号

40g
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 . 1 5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｡

翌週

37024 ￥260創健  ﾒｲｼｰ　ふわふわｿﾌﾄ　せんべい　2枚×10
常
温
180日 毎号

1袋
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

翌週

42392 ￥180創健  ﾒｲｼｰ　さんかくおむすびのおせんべい
常
温
120日 毎号

35g
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166kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ

翌週

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。

57550 ﾒｲｼｰさんかくおむすびのおせんべい14g×4　1組

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
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

￥290　常温　賞味：120日　毎号  翌週創健

57549 ﾒｲｼｰ　きらきら星のおせんべい　8g×4　1組

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｡

￥220　常温　賞味：180日　毎号  翌週創健

52504 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine　ﾁｮｺﾚｰﾄ　85ml

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

52505 ｵｰｶﾞﾆｯｸSOYｼﾞｪﾗｰﾄMine　抹茶　85ml

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

29272 ￥225創健  ﾒｲｼｰ　サクサクのドライワッフル
常
温
240日 毎号

5枚
原:北海道産小麦粉/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/
九州産大麦/北海道産全粉乳/岩手産粟/ﾒｷｼｺ産塩/岩手産ﾋｴ /岩手産黍/乳化剤(国産卵黄ﾚｼﾁﾝ ) /
国産重曹　説:製造工場地:岐阜｡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

翌週

24941 ￥160創健  ﾒｲｼｰ　かぼちゃのスティックボーロ
常
温
180日 毎号

40g
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 . 1 5現

翌週

42185 ￥200創健  ﾒｲｼｰ　大豆のスナック
常
温
6ヶ月 毎号

35g
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
道他きな粉/ﾀｲ産ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ /国産酵母ｴｷｽ /国産食塩/野菜粉末(玉ﾈｷﾞ･白菜･人参:国産他海外)/
ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ･ｸﾞｧﾃﾏﾗ産ｺﾞﾏ / ｲﾝﾄﾞ･国内産･中国産香辛料　説:国産米と国産きな粉で作った生地

翌週

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。

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。

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。

森のかくれんぼ

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。

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！

57547 ￥220創健  ﾒｲｼｰ　たまごのボーロ　16g×4
常
温
180日 毎号

1組
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
産粉乳(大豆を含む)/ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ産小麦胚芽/国産卵殻ｶﾙｼｳﾑ /ﾀｲ産ﾊﾄﾑｷﾞ　説:小麦胚芽､ﾊﾄﾑｷﾞ
が入った口どけのよいﾎﾞｰﾛです｡ｶﾙｼｳﾑ入り｡放射性物質測定結果(2021 . 2 . 1 5現在) :検出下限

翌週

57548 ￥240創健  ﾒｲｼｰ　いちごミルクのボーロ　16g×4
常
温
180日 毎号

1組
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
鶏卵/北海道産脱脂粉乳/ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ産ｲﾁｺﾞ粉末/ﾀｲ産ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ /ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ産ﾊﾞﾆﾗ香料　説: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ﾎﾞｰ ﾛに閉じこめました｡食べやすいｻｸｻ ｸの食

翌週

51946 ￥240創健  ﾒｲｼｰ　うみのおさんぽ　9g×4
常
温
240日 毎号

1組
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
麦(主に愛媛)/黒米(主に大分)/餅玄米(主に佐賀)/あおさ(国内産)/青のり(徳島) /黒大豆(主に
北海道) /発芽玄米(主に北海道/宮崎) /もち麦(主に愛媛) /赤米(主に大分/福岡) /青肌玄米(主に

翌週

57551 ￥250創健  ﾒｲｼｰ　森のかくれんぼ　12g×4
常
温
120日 毎号

1組
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
(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

翌週

34798 ￥190創健  ﾒｲｼｰ　アップルとグレープのグミ
常
温
300日 毎号

8粒
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
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)　説: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ｸﾞﾐが2つずつ入っています｡放射性物質測定結果

翌週

29274 ￥250創健  ﾒｲｼｰ　いちごとぶどうのラムネ
常
温
180日 毎号

80g
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
萄:ｱﾒﾘｶ産他海外)/着色料(欧州産ﾍﾞﾘｰ色素/ﾌﾗﾝｽ産ﾌﾞﾄﾞｳ色素)　説:製造工場地:愛知｡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！放射性物質測定結果(2021 . 2 . 1 5現在) :

翌週

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。

有機栽培大豆（北海道産）

オーサワジャパン（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

26817 ￥600ｵｰｻﾜ  有機栽培大豆（北海道産）
常
温
1年 偶週

号300g
原:有機栽培大豆(北海道産･ﾕｷﾎﾏﾚ / ﾄ ﾖ ﾑ ｽ ﾒ )　説: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 ﾀ ﾞなどに｡豆
乳や､豆腐作りに｡

翌週

56293 ￥1600ｵｰｻﾜ  有機栽培大豆（北海道産）
常
温
1年 偶週

号1kg
原:有機栽培大豆(北海道産･ﾕｷﾎﾏﾚ / ﾄ ﾖ ﾑ ｽ ﾒ )　説: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 ﾀ ﾞなどに｡豆
乳や､豆腐作りに｡

翌週
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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。

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。

やさかの有機塩こうじ オーサワの有機玄米塩こうじ

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。

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。

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。

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。

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。

にんじんフレーク

じゃがいもフレーク

とうもろこしフレーク

かぼちゃフレーク

56245 ￥565ｵｰｻﾜ  やさかの有機塩こうじ
常
温
5ヶ月 偶週

号200g
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｡ 翌週

56246 ￥575ｵｰｻﾜ  オーサワの有機玄米塩こうじ
常
温
5ヶ月 偶週

号200g
原:有機玄米(島根･滋賀･北海道) /食塩(天海の塩) /麹菌　説: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｡

翌週

56256 やさかの有機乾燥米こうじ（白米）　500g

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｡

￥1255　常温　賞味：5ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56257 オーサワの有機乾燥玄米こうじ　500g

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｡

￥1400　常温　賞味：5ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

9165 オーサワの片栗粉　※数量限定品　300g

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｡

￥366　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

25818 オーサワの吉野本葛　1kg

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｡

￥5100　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

21750 オーサワの吉野本葛　150g

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｡

￥880　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

50205 オーサワの本葛（微粉末）　100g

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｡

￥740　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

50206 ￥3430ｵｰｻﾜ  オーサワの本葛（微粉末）
常
温
2年 偶週

号500g
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｡ 翌週

50207 ￥6360ｵｰｻﾜ  オーサワの本葛（微粉末）
常
温
2年 偶週

号1kg
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｡ 翌週

56253 オーサワの九州産有機十六穀米　300g

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｡

￥1400　常温　賞味：1年半　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56258 有機　黒ごまきな粉　90g

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｡

￥220　常温　賞味：8ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

29069 ￥1650ｵｰｻﾜ  有機　麻の実ナッツ
常
温
18ヶ
月

偶週
号160g

原:有機麻の実(ｶﾅﾀﾞ)　説:非加熱｡1日20gを目安に｡n-3系脂肪酸､鉄､銅､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑが豊富｡麻
の実の豊かな風味とｺｸ｡くるみやｱｰﾓﾝﾄﾞのような香り｡お菓子､ﾊﾟﾝの生地に混ぜる｡ご飯､ｻﾗ
ﾀﾞにふりかける｡ｽｰﾌﾟ､ｼﾁｭｰ､ｿｰｽ､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞに入れる｡

翌週

36850 ￥340ｵｰｻﾜ 紫いも粉
常
温
1年 偶週

号80g
原:鹿児島産紫いも　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｡

翌週

55070 ￥460ｵｰｻﾜ  有機ベーキングパウダー（10g×4）
常
温
2年 偶週

号40g
原:有機ｺｰﾝｽﾀｰﾁ /酒石酸ﾅﾄﾘｳﾑ(有機濃縮ﾌﾞﾄﾞｳ果汁由来)/炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ(重曹)　説:有機原料
使用｡ｱﾙﾐﾆｳﾑﾌﾘｰ｡第一ﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ不使用｡ﾎｯﾄｹｰｷや蒸しﾊﾟﾝなどに｡ 翌週

56784 ￥650大望  にんじんフレーク
常
温
13ヶ
月

偶週
号60g

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｡

翌週

56785 ￥650大望  じゃがいもフレーク
常
温
13ヶ
月

偶週
号60g

原:ｼﾞｬ ｶ ﾞ ｲ ﾓ (北海道)　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
のほか､ﾏｯｼｭﾎ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
出来上がりです｡

翌週

56786 ￥650大望  とうもろこしフレーク
常
温
13ヶ
月

偶週
号60g

原:ﾄｳﾓ ﾛ ｺ ｼ (北海道)　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
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｡ 翌週

56787 ￥650大望  かぼちゃフレーク
常
温
13ヶ
月

偶週
号60g

原:ｶﾎ ﾞ ﾁ ｬ (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
利です｡

翌週

56259 国産の十割そば　200g

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｡

￥500　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

9870 オーサワの有機スパゲッティ　500g

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｡
￥350　常温　賞味：3年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

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

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｡

￥540　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56306 オーサワの真昆布　90g

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｡
￥470　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

47828 オーサワの羅臼昆布　100g

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｡

￥1700　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56260 国産　本十割そば（信州戸隠そば）　200g

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｡

￥580　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

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

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｡

￥480　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

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

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｡

￥480　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

2465 オーサワの利尻出し昆布　120g

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｡

￥1750　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

53363 オーサワの日高産　みついし昆布　100g

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｡
￥1200　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ



-34- ※表示価格は全て税抜き価格です。

53364 オーサワの日高　出し昆布　80g

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｡

￥680　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

53366 オーサワの刻み　みついし昆布　30g

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｡

￥330　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

36856 根昆布粉末　50g

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｡

￥600　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

53365 日高産　早煮昆布　100g

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｡

￥952　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

2917 根昆布　60g

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｡

￥680　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56309 青のり（吉野川産）　8g

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｡
￥560　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

37435 ￥560ｵｰｻﾜ  オーサワの有機乾燥きくらげ（九州産）
常
温
1年半 偶週

号20g
原:九州産あらげｷｸﾗｹ ﾞ　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
の肉質は歯ごたえが良好｡低ｶﾛﾘｰでﾋﾞﾀﾐﾝD･鉄分･ｶﾙｼｳﾑなどが豊富｡中華料理･煮しめ･和え
物･炒め物･天ぷら･汁物の具･佃煮など｡

翌週

56300 干しえのき　20g

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｡

￥369　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

25267 玄米ビーフン　40g×3個　120g

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｡

￥420　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56299 こがね麩　30g

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｡
￥256　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56301 広島県産　有機割干し大根（乾燥）　40g

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｡
￥330　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56303 国産はるさめ（金正食品）　100g

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｡

￥270　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56304 比叡ゆば（徳用ゆば）　50g

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｡

￥610　常温　賞味：8ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

有機黒糖 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。

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。

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。

　　濃厚でコクと甘みがあり酸味が柔らかい。

　　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。

有機バルサミコ酢

（赤）
（白）

56249 ￥830ｵｰｻﾜ 有機黒糖
常
温
2年 偶週

号500g
原:有機ｻﾄｳｷﾋﾞ(ﾍﾟﾙｰ)　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
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｡ 翌週

56242 浜御塩えこそると（藻塩）　120g

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｡

￥400　常温　賞味：長期　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

32997 有機　鷹の爪　5g

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｡

￥180　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

38194 ￥175ｵｰｻﾜ  オーサワのカレー粉
常
温
1年 偶週

号20g
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
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

翌週

37074 ￥1380ｵｰｻﾜ  有機バルサミコ酢（白）
常
温
5年 偶週

号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｡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 ｡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｡

翌週

37073 ￥1380ｵｰｻﾜ  有機バルサミコ酢（赤）
常
温
5年 偶週

号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｡

翌週

39666 ￥860ｵｰｻﾜ  オーサワの国産　立科あわせみそ（ｶｯﾌﾟ）
冷
蔵
6ヶ月 偶週

号750g
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｡

翌週

39664 ￥840ｵｰｻﾜ  オーサワの国産　立科麦みそ（ｶｯﾌﾟ）
冷
蔵
6ヶ月 偶週

号750g
原:国産大麦/国産大豆/ｵｰｽﾄﾗ ﾘ ｱ産天日塩　説:製造工場地:長野｡万人に好まれるﾏｲﾙﾄﾞな味｡
天然醸造･本場信州産･1年以上長期熟成･非加熱生味噌･甘口｡味噌汁や調味料としてはもち
ろんのこと､そのまま野菜につけてもおいしい｡塩分約11 . 4％

翌週

41365 ￥690角久  有機　八丁味噌
冷
蔵
9ヶ月 偶週

号300g
原:有機栽培丸大豆(中国産) /食塩(ｼﾏﾏｰｽ )　説:有機JAS認定品/無添加天然醸造法/生味噌(非
加熱) /中辛口/遺伝子組み替え大豆不使用/塩分約10 . 8％ 翌週

37458 ￥2569ｵｰｻﾜ  アルチェネロ　オリーブオイル（大）
常
温
2年 偶週

号500ml
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｡ 翌週

37459 ￥1423ｵｰｻﾜ  アルチェネロ　オリーブオイル（小）
常
温
2年 偶週

号250ml
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｡ 翌週

7868 紅玉梅酢　200ml

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｡

￥490　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

45537 オーサワの薩摩かめ酢　700ml

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｡

￥2100　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

26350 ヒカリ　オーガニック　レモン果汁　180ml

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｡

￥500　常温　賞味：8ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

26517 オーサワの  なたねサラダ油　600g

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｡

￥875　常温　賞味：1年半　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

オーガニック フラックスオイル
α-リノレン酸含有率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。α-リノレン酸⋯オメガ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。

20722 ￥1640ｵｰｻﾜ  オーガニック  フラックスオイル（ビン）
常
温
1年 偶週

号190g
原:有機栽培亜麻（ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ産）　説:α-ﾘﾉﾚﾝ酸含有率58-62％｡ﾅｯﾂのような軽い香り｡加
熱をしないｻﾗﾀﾞﾄ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）
で｡（α-ﾘﾉﾚﾝ酸⋯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

翌週



-35- ※表示価格は全て税抜き価格です。

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。

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。

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。

有機えごま油（生）内モンゴル産
αリノレン酸（オメガ3）約60％含有。玉締め圧搾法一番搾り。内モンゴルの大自然の中で育った有機エゴマ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。

有機 麻の実油
コールドプレス製法一番搾り。上品なナッツの風味と軽い口当たり。αリノレン酸（オメガ3）約16％含有、
脂肪酸のバランスが良い。一日10gを目安に、そのまま飲むほか、加熱をしない料理にお使い下さい。

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。

9053 古式玉締胡麻油「香宝」（ビン）　330g

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｡

￥1480　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56240 京都山田のごま油　275g

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｡

￥943　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

59751 ｶﾅｰﾝ　有機オリーブオイル（ルミ種）　229g

原:有機ｵﾘｰﾌﾞ果実(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)　説:250ml｡ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽ製法･一番搾り｡ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵｲﾙ｡ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ認証品｡樹齢
700~1000年のﾙﾐ種ｵﾘｰﾌﾞを使用しています｡芳醇で甘い香り､ｽｯｷﾘとしたｺｸと程よい辛み｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
やﾊﾟｽﾀなどにご利用下さい｡栄養成分(100gあたり)熱量900kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質0g/脂質100g/炭水化物0g/食塩
相当量0g｡

￥1300　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

59752 ｶﾅｰﾝ　有機オリーブオイル（ルミ種）　458g

原:有機ｵﾘｰﾌﾞ果実(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)　説:500ml｡ｺｰﾙﾄﾞﾌﾟﾚｽ製法･一番搾り｡ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵｲﾙ｡ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ認証品｡樹齢
700~1000年のﾙﾐ種ｵﾘｰﾌﾞを使用しています｡芳醇で甘い香り､ｽｯｷﾘとしたｺｸと程よい辛み｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ
やﾊﾟｽﾀなどにご利用下さい｡栄養成分(100gあたり)熱量900kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質0g/脂質100g/炭水化物0g/食塩
相当量0g｡

￥2400　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56241 ￥1540ｵｰｻﾜ  有機えごま油（生）内モンゴル産
常
温
1年 偶週

号140g
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｡

翌週

59773 ￥1750ｵｰｻﾜ 有機　麻の実油
常
温
16ヶ
月

偶週
号180g

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｡上品なﾅｯﾂの風味と軽い口当たり｡αﾘﾉﾚ
ﾝ酸(ｵﾒｶﾞ3 )約16％含有､脂肪酸のﾊﾞﾗﾝｽが良い｡一日10gを目安に､そのまま飲むほか､加熱を
しない料理にお使い下さい｡

翌週

36103 ごまドレッシング　220g

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｡

￥630　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｲﾝﾔﾝ

36834 精進だし（7g×10）　70g

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｡

￥650　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

58887 ￥490ｵｰｻﾜ  オーサワの和風だし（5g×8包）
常
温
1年 偶週

号40g
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､

翌週

58888 ￥1300ｵｰｻﾜ  オーサワの和風だし（5g×30包）
常
温
1年 偶週

号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､

翌週

28431 ￥750ｵｰｻﾜ  オーサワの昆布濃縮だし　5g×12包
常
温
1年半 偶週

号60g
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
島･大分)　説: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｡栄養成分(1包5gあたり)熱量3kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質0g /

翌週

28432 ￥1670ｵｰｻﾜ  オーサワの昆布濃縮だし　5g×36包
常
温
1年半 偶週

号180g
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
島･大分)　説: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｡栄養成分(1包5gあたり)熱量3kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質0g /

翌週

31262 ￥360ｵｰｻﾜ  オーサワの野菜ブイヨン　5g×8包
常
温
1年 偶週

号40g
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
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

翌週

50417 ￥1239ｵｰｻﾜ  オーサワの野菜ブイヨン（5g×30包）
常
温
1年 偶週

号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)､酵母ｴｷｽ(鹿児島･大分)､ﾀﾏﾈｷﾞﾊﾟｳ
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

翌週

58885 ￥2250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300g
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
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

翌週

45683 ￥378ｵｰｻﾜ  オーサワの中華だし（5g×8包）
常
温
1年 偶週

号40g
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

翌週

50418 ￥1270ｵｰｻﾜ  オーサワの中華だし（5g×30包）
常
温
1年 偶週

号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

翌週

58886 ￥2400ｵｰｻﾜ  オーサワの中華だし（5g×60包）
常
温
1年 偶週

号300g
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

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。

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。

53116 ￥400ｵｰｻﾜ  王国のグリーンカレー
常
温
2年 偶週

号50g
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)/
ﾍﾟｯﾊﾟｰ(ﾀｲ) /ﾀｰﾒﾘｯｸ(ﾀｲ)　説:ﾀｲ伝統のﾚｼﾋﾟで調合｡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

翌週

56244 ￥530ｵｰｻﾜ 浜納豆
常
温
6ヶ月 偶週

号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｡

翌週
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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。

56247 ￥1500ｵｰｻﾜ デーツシロップ
常
温
1年 偶週

号400g
原:ﾃﾞｰﾂ (ｲﾗﾝ )　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
天然ｼﾛｯﾌﾟ｡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ﾌﾟ｡ｺｰﾋｰや紅茶に混
ぜるほか､ﾊﾟﾝｹｰｷやﾄｰｽﾄなどに｡

翌週

56295 オーサワの有機黒ごま塩　40g

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｡

￥250　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56296 オーサワの有機白干し梅干　170g

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｡

￥560　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56297 オーサワの有機白干し梅干　700g

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｡

￥2000　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

26799 紅玉小梅　120g

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｡

￥640　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

2312 有機  紅玉梅干　　120g

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｡

￥610　常温　賞味：冷暗1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56298 特別栽培　紅玉ねり梅（ﾁｭｰﾌﾞ）　100g

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｡

￥630　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

45053 特別栽培　紅玉ねり梅･ビン（しそ入り）　250g

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｡

￥1060　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

54256 有機栽培　プルーンエキス　260g

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｡

￥2250　常温　賞味：2年半　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

36776 ￥2500ｵｰｻﾜ 枇杷種粉末
常
温
2年 偶週

号100g
原:茂木ﾋﾞﾜ種　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
かしても美味しい｡　産:長崎県 翌週

32241 ￥2500ｵｰｻﾜ  蒸し金時ショウガ（粉末）
常
温
3年 偶週

号100g
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｡ 翌週

51021 ￥2400ｵｰｻﾜ  まるごとマキベリー
常
温
2年 偶週

号90g
原:有機ﾏｷﾍﾞﾘｰ(ﾁﾘ)　説:自生するﾏｷﾍﾞﾘｰをﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲにし､ﾊﾟｳﾀﾞｰにしました｡ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ含有
量：5940mg / 100g｡ほのかな甘味と程良い酸味｡ｽﾑｰｼﾞｰやﾖｰｸﾞﾙﾄなどに混ぜてお召し上がり
下さい｡

翌週

自生するマキベリーをフリーズドライにし、パウダーにしました。ほのかな甘味と程良い酸味。
スムージーやヨーグルトなどに混ぜてお召し上がり下さい。ポリフェノール含有量：5940mg/100g。

まるごとマキベリー

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。

26344 有機にんじんジュース・無塩　160g

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｡

￥170　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ﾋｶﾘ

26365 有機アップルキャロットジュース　190g

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｡

￥170　常温　賞味：2年　偶週号  翌週ﾋｶﾘ

58891 ￥320ﾐﾄｸ  ｺｺﾐ　オーガニック ココナッツミルク
常
温
2年 偶週

号200ml
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160kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質1g /脂

翌週

54707 ￥600ｵｰｻﾜ  オーサワの有機どくだみ茶（2g×20包）
常
温
2年 偶週

号40g
原:有機どくだみ(徳島)　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
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｡無漂白ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ使用｡ﾉﾝｶﾌｪｲﾝ｡500m l

翌週

58367 ￥620ｵｰｻﾜ オーサワの びわの葉茶（3g×20包）
常
温
2年 偶週

号60g
原:ﾋ ﾞ ﾜの葉(徳島:農薬･化学肥料不使用)　説: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｡ﾉﾝｶﾌｪｲﾝ･無漂白ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ使用｡500ml~1Lの

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。

オーサワの黒炒り玄米（ティーバッグ）
玄米を10時間以上じっくり炒り上げた陽性食品。香ばしく深みのある味。煮出し不要のティーバッグタイプ。
1包でカップ1杯分。カップにティーバッグを1袋入れ、一度沸騰させたお湯を注いで1~2分程浸し、お好みの
濃さになるようにティーバッグを振った後取り出してからお飲み下さい。

オーサワの黒炒り玄米（煮出しタイプ）
玄米を10時間以上じっくり炒り上げた陽性食品。香ばしく深みのある味。水1Lに黒炒り玄米20gを入れ、
沸騰したら弱火で20~30分煮出す。ポットに黒炒り玄米20gを入れ、熱湯1Lを注ぎ約1時間置くとまろやかな
味になりお子さまも飲みやすくなります。三年番茶などとブレンドしたり、冷やしても美味しく召し上がれます。

1905 ￥350ｵｰｻﾜ  オーサワの有機玄米甘酒（粒）
常
温
6ヶ月 偶週

号250g
原:有機玄米麹(秋田･滋賀･富山) /有機玄米(秋田･滋賀･富山)　説: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ﾌ ﾟ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｡栄養成分(100gあたり)熱量187kca l / ﾀ ﾝ ﾊﾟｸ質

翌週

53471 ￥350ｵｰｻﾜ  オーサワの有機玄米甘酒（なめらか）
常
温
6ヶ月 偶週

号200g
原:有機玄米麹(秋田･滋賀･富山) /有機玄米(秋田･滋賀･富山)　説: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｡濃縮ﾀｲﾌ ﾟなので2~3
倍に薄めて飲むほか､甘味料としても｡栄養成分(100gあたり)熱量175kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質3 .0g /脂質

翌週

59534 ￥1500ｵｰｻﾜ  オーサワの黒炒り玄米（煮出しﾀｲﾌﾟ）
常
温
2年 偶週

号330g
原:特別栽培玄米(福岡:農薬不使用)　説:玄米を10時間以上じっくり炒り上げた陽性食品｡
香ばしく深みのある味｡水1Lに黒炒り玄米20gを入れ､沸騰したら弱火で20~30分煮出す｡
ﾎﾟ ｯ ﾄに黒炒り玄米20gを入れ､熱湯1Lを注ぎ約1時間置くとまろやかな味になりお子さまも

翌週

59535 ￥925ｵｰｻﾜ オーサワの黒炒り玄米（ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ）
常
温
2年 偶週

号3g×20
原:特別栽培玄米(福岡:農薬不使用)　説:玄米を10時間以上じっくり炒り上げた陽性食品｡
香ばしく深みのある味｡煮出し不要のﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞﾀｲﾌﾟ｡1包でｶｯﾌﾟ1杯分｡ｶｯﾌﾟにﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞを1袋
入れ､一度沸騰させたお湯を注いで1~2分程浸し､お好みの濃さになるようにﾃｨｰ ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾞを

翌週

オーサワのびわの葉茶
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。ノンカフェイン。

オーサワの有機どくだみ茶
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。ノンカフェイン。
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免疫飴（プロポリスエキス配合のど飴）
国産のもち米飴にヒメマツタケとプロポリスを丁寧に練り込んだピリッと辛い、砂糖不使用のキャンディです。
ヒメマツタケ⋯アガ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-グルカン、α-グルカン、
β-ガラクトグルカン、核酸など)。プロポリス⋯ミツバ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や隙間にぬりつけたものです(フラボノイド、アミノ酸、ミネラル、ビタミン)。

53118 ￥460季節限定  ｵｰｻﾜ 免疫飴（ﾌﾟﾛﾎﾟﾘｽｴｷｽ配合のど飴）
常
温
1年 偶週

号70g
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

翌週

42033 そばの実フレーク　80g

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｡

￥400　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

25717 オーサワの塩飴　80g

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｡

￥260　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

オーサワの蓮根生姜飴（切飴）
ソフトタイプ。山口産レンコン、鹿児島産生姜粉末使用で喉にやさしい。伝統の直火釜焚き製法。

オーサワの蓮根生姜飴（ハードタイプ）
山口産レンコン、鹿児島産生姜粉末使用。やさしい甘みと生姜の風味。伝統の直火釜焚き製法。

59531 ￥290冬期商品  ｵｰｻﾜ  オーサワの蓮根生姜飴（切飴）
常
温
1年 偶週

号100g
原:もち米(九州)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(ｻﾂﾏｲﾓ(鹿児島))､ﾚﾝｺﾝ粉末(山口)､生姜粉末(鹿児島)､麦芽(ｶﾅﾀﾞ)､
麦炒り粉(九州(主に熊本､変更になる場合あり))　説:10月~6月限定品｡ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ｡山口産ﾚﾝｺ
ﾝ ､鹿児島産生姜粉末使用で喉にやさしい｡伝統の直火釜焚き製法｡栄養成分(10 0 gあたり)熱

翌週

59532 ￥275冬期商品  ｵｰｻﾜ オーサワの蓮根生姜飴（ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ）
常
温
1年 偶週

号80g
原:もち米(九州)､ｻﾂﾏｲﾓ澱粉(ｻﾂﾏｲﾓ(鹿児島))､ﾚﾝｺﾝ粉末(山口)､生姜粉末(鹿児島)､麦芽(ｶﾅﾀﾞ)
　説:1 0月~6月限定品｡山口産ﾚﾝｺ ﾝ ､鹿児島産生姜粉末使用｡やさしい甘みと生姜の風味｡伝
統の直火釜焚き製法｡栄養成分(100gあたり)熱量364kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質0 .5g /脂質0.2g /炭水化物

翌週

30262 ￥450ｵｰｻﾜ  サラダにおいしいナッツ
常
温
6ヶ月 偶週

号70g
原:かぼちゃの種(中国)/ひまわりの種(中国)/ｱｰﾓﾝﾄﾞｽﾗｲｽ(ｱﾒﾘｶ) /ｸﾙﾐ(ｱﾒﾘｶ)　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
含む｡ひまわりの種は､ｶﾛﾁﾝ､ﾋﾞﾀﾐﾝB1､B2､ﾅｲｱｼﾝなどを含む｡特にﾋﾞﾀﾐﾝB1は大豆の2倍以上

翌週

サラダにおいしいナッツ
かぼちゃの種は良質のタンパク質、リノール酸、ビタミンE、鉄分を多く含む。ひまわりの種は、カロチン、
ビタミンB1、B2、ナイアシンなどを含む。特にビタミンB1は大豆の2倍以上ある。クルミには血中コレステロールを
減少させ動脈硬化を予防するリノール酸αリノレン酸オレイン酸などが含まれている。アーモンドには抗酸化作用を
持つビタミンEが多い。サラダやパン、クッキー、各種料理のトッピングに。

オーサワの有機ミックスナッツ
ノンオイル、食塩、添加物不使用。3種のナッツをブレンド。ほのかな甘味と香ばしさ。

オーサワの有機デーツ
デグレットノア種。オイルコーティングなし。砂糖・添加物不使用。天日乾燥。別名なつめやし。
朝食、おやつにそのまま食べるほか、お菓子の甘味づけに。

香ばしく、コクと渋みがある。オイル不使用。食塩・添加物不使用。
そのまま食べるほか、パンやお菓子の材料、さまざまな料理に。

オーサワの有機ウォールナッツ（くるみ）

ノンオイル。非加熱。食塩・添加物不使用。ほのかな甘味と渋味。そのまま食べるほか、様々な料理に。オーサワの生アーモンド

オーサワの有機プルーン（種ぬき）
種抜きタイプで食べやすい。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、ビタミンAやEの補給にもおすすめ。

オーサワのローストアーモンド
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。

57963 ￥560ｵｰｻﾜ  オーサワの有機ミックスナッツ
常
温
6ヶ月 偶週

号70g
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)　説:ﾉﾝｵｲﾙ､食塩､添加物不使
用｡3種のﾅｯﾂをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｡ほのかな甘味と香ばしさ｡ 翌週

21748 ￥540ｵｰｻﾜ  オーサワの有機デーツ
常
温
1年 偶週

号120g
原:有機ﾃﾞｰﾂ(ｱﾒﾘｶ)　説:ﾃﾞｸﾞﾚｯﾄﾉｱ種｡ｵｲﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞなし｡砂糖･添加物不使用｡天日乾燥｡別名
なつめやし｡朝食､おやつにそのまま食べるほか､お菓子の甘味づけに｡ 翌週

57764 ￥460ｵｰｻﾜ  オーサワの有機ウォールナッツ（くるみ）
常
温
6ヶ月 偶週

号60g
原:有機ｳｫｰﾙﾅｯﾂ (ｱﾒﾘｶ )　説:香ばしく､ｺｸと渋みがある｡ｵｲﾙ不使用｡食塩･添加物不使用｡その
まま食べるほか､ﾊﾟ ﾝやお菓子の材料､さまざまな料理に｡ 翌週

59774 ￥600ｵｰｻﾜ  オーサワの生アーモンド
常
温
6ヶ月 偶週

号70g
原:ｱｰﾓﾝﾄﾞ (ｱﾒﾘｶ )　説:海外有機認証原料｡ﾉﾝｵｲﾙ｡非加熱｡食塩･添加物不使用｡ほのかな甘味
と渋味｡そのまま食べるほか､様々な料理に｡ 翌週

38220 ￥600ｵｰｻﾜ  オーサワの有機プルーン（種ぬき）
常
温
6ヶ月 偶週

号140g
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｡ 翌週

56894 ￥400ｵｰｻﾜ  オーサワのローストアーモンド
常
温
6ヶ月 偶週

号40g
原:ｱｰﾓﾝﾄﾞ (ｱﾒﾘｶ )　説:海外有機認証原料｡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｡ 翌週

8970 オーサワのローストカシューナッツ　70g

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
￥700　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

1869 オーサワの有機カリフォルニアレーズン　150g

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
￥380　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

1865 オーサワの有機カリフォルニアレーズン　500g

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
￥920　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

8969 オーサワのドライブルーベリー　50g

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｡

￥800　常温　賞味：6ヶ月　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

38222 ￥280ｵｰｻﾜ  ひまわりの種（生）殻むき
常
温
6ヶ月 偶週

号70g
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｡ 翌週

38223 ￥280ｵｰｻﾜ  カボチャの種（生）殻むき
常
温
6ヶ月 偶週

号70g
原:中国産ｶﾎﾞﾁｬの種　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
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｡ 翌週

45755 ￥500ｵｰｻﾜ  アーモンドプードル（皮付き・生）
常
温
6ヶ月 偶週

号50g
原:ｱﾒﾘｶ産ｱｰﾓﾝﾄﾞ　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
定原料使用｡ﾉﾝｵｲﾙ｡食塩､添加物不使用｡ 翌週

56626 ￥280ｵｰｻﾜ 北海道産黒煎り豆
常
温
6ヶ月 偶週

号60g
原:黒豆（北海道産）　説:素焼き　食塩不使用

翌週



-38- ※表示価格は全て税抜き価格です。

47799 ￥475ｵｰｻﾜ  オーサワの有機クコの実
常
温

̶ 偶週
号40g

原:中国産有機ｸｺの実

翌週

25719 ローズウォーター　200ml　1本

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｡

￥2000　対外　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

28186 ローズウォーター　500ml　1本

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｡

￥4000　対外　賞味：1年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

26362 マックヘナ　ナチュラルブラウン　100g　1個

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

26363 マックヘナ　ﾅﾁｭﾗﾙライトブラウン100g　1個

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｡

￥1500　対外　賞味：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

26364 マックヘナ　ﾅﾁｭﾗﾙダークブラウン60g×2　1個

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：2年　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

30476 マックヘナ　インディゴブルー50g×2　1個

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｡

￥1500　対外　賞味：̶　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

30475 ￥1500ｵｰｻﾜ  マックヘナ　ナチュラルブロンズ100g
対
外

̶ 偶週
号1個

　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｡

翌週

22088 コスロン油濾過器　1台

　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｡

￥3500　対外　賞味：̶　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

1793 コスロン濾紙　8個入　1個

　説:８個入り/ｺｽﾛﾝ専用ろ過紙
￥380　対外　賞味：̶　偶週号  翌週ｵｰｻﾜ

56792 ￥1300G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝOC100%ﾏｽｸ用使い捨てｲﾝﾅｰｼｰﾄ
対
外

̶ 偶週
号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

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。

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。

ユーカリプタススプレー

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)

34171 ￥980ｵｰｻﾜ  ユーカリプタススプレー
対
外

̶ 偶週
号330ml

原:精製水/純水/ﾕｰｶﾘｵｲﾙ　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
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｡ 翌週

34172 ￥1400ｵｰｻﾜ  ユーカリプタススプレー詰替
対
外

̶ 偶週
号600ml

原:精製水/純水/ﾕｰｶﾘｵｲﾙ　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
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｡ 翌週

37656 ￥900ﾅﾁｭﾗﾙ  衣服ガード　引出し・衣装箱用
対
外
6ヶ月 偶週

号18個入
原:天然植物油　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
す｡ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ不使用｡使用量目安：衣装箱･引出し約50Lに2個｡有効期間：ﾌﾀ付衣装箱･引出
し約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

翌週

37657 ￥860ﾅﾁｭﾗﾙ  衣服ガード　洋服ダンス用　
対
外
6ヶ月 偶週

号4個入
原:天然植物油　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
す｡ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ不使用｡吊り下げﾀｲﾌﾟ｡使用量目安：洋服ﾀﾞﾝｽ約500Lに2個｡有効期間：洋服ﾀﾞ
ﾝ ｽ約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

翌週

歯みがきペースト（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

823 ￥420ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　石けんはみがき
対
外

̶ 1
週・
3週120g

原:炭酸ｶﾙｼｳﾑ(ｸﾞﾘｾﾘﾝ) /水(基材)/ｸﾞﾘｾﾘﾝ(潤滑剤)/ｼﾘｶ(基材)/石鹸素地(清浄剤)/ﾊｯｶ油(清涼剤)/
ﾕｰｶﾘ油(清涼剤)/ｶﾗｷﾞｰﾅﾝ(粘結剤)　説:ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝのはみがき剤は自然由来成分のみ(※)を
使用｡10の無添加を実現､石油由来原料･合成界面活性剤･鉱物油･合成ﾎﾟﾘﾏｰ･水酸化ｱﾙﾐﾆｳﾑ･

翌週

石けんはみがき
パックスナチュロンのはみがき剤は自然由来成分のみ(※)を使用。10の無添加を実現、石油由来原料・合成界面活性剤・鉱物油・合成ポリマー・
水酸化アルミニウム・合成防腐剤・合成香料・合成着色料・プロピレングリコール・サッカリンは全て無添加です。効能：歯を白くする、歯石の
沈着を防ぐ、歯のやにを取る、口臭を防ぐ、歯垢を除去する、口中を浄化する、虫歯を防ぐ。石けん成分は口腔内の粘膜や舌(味蕾)に吸着しにくく、
口をゆすぐとサッと洗い流せるから、はみがきの直後に飲食しても後味に違和感が残りません。石けんは自然界で生まれた界面活性剤。
植物オイルから作られた石けんは、川に流れると水中のカルシウムと結びつき、魚や微生物の餌になる川や海にやさしい成分です。
太陽油脂は人にも環境にもやさしい石けんを原点に、皆様が笑顔で使えるサスティナブルな製品を、未来に向けて作り続けます。
(※)ISO16128-1に定義された自然原料、自然由来原料、鉱物由来原料のみを使用しており、同じく定義された非自然原料を使用していません。

ソルティー石けんはみがき
塩が歯ぐきをひきしめ、歯槽膿漏、歯肉炎を予防します。香料はハッカ油とユーカリ油で爽やか。

緑茶石けんはみがき
緑茶エキス（矯味剤）配合。口臭ケアにオススメ。口臭を防ぐ。歯垢除去。虫歯予防。歯を白くする。口中浄化。
歯のヤニとり。歯石沈着防止。虫歯菌を除去し口臭を防ぐ天然緑茶エキス配合。歯肉炎、歯槽濃漏を予防する
甘草エキス、天然ビタミンE配合。

研磨剤フリー。じっくりすみずみまで磨ける透明ジェルタイプ。虫歯予防。口中浄化。歯石沈着防止。
口臭防止。歯垢除去。歯を白くする。合成界面活性剤、サッカリン、防腐剤等の化学物質は使用していません。
海藻に含まれるアルギン酸ナトリウム(食物繊維)やイナゴ豆から抽出したローカストビーンガム(天然増粘剤)
を用いて透明のジェル状にしています。発泡剤･研磨剤不使用なので電動歯ブラシにも使用できます。

ジェルはみがき

824 ￥460ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　ソルティー石けんはみがき
対
外

̶ 1
週・
3週120g

原:炭酸ｶﾙｼｳﾑ /ｸﾞﾘｾﾘﾝ /石鹸/ﾊｯｶ油/ﾕｰｶﾘ油/塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　説:※旧名称ｿﾙﾃｨﾊﾐｶﾞｷ｡塩が歯ぐきを
ひきしめ､歯槽膿漏､歯肉炎を予防します｡香料はﾊｯｶ油とﾕｰｶ ﾘ油で爽やか｡ 翌週

57758 ￥860ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　緑茶石けんはみがき
対
外

̶ 1
週・
3週120g

原:炭酸ｶﾙｼｳﾑ /ｸﾞﾘｾﾘﾝ /石鹸/ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ油/ﾕｰｶﾘ油/緑茶抽出物/甘草ｴｷｽ /天然ﾋﾞﾀﾐﾝE　説:緑茶ｴｷ
ｽ（矯味剤）配合｡口臭ｹｱにｵｽｽ ﾒ ｡口臭を防ぐ｡歯垢除去｡虫歯予防｡歯を白くする｡口中浄化｡
歯のﾔﾆとり｡歯石沈着防止｡虫歯菌を除去し口臭を防ぐ天然緑茶ｴｷｽ配合｡歯肉炎､歯槽濃漏

翌週

57759 ￥640ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　ジェルはみがき
対
外

̶ 1
週・
3週90g

原:水/ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ･ｸﾞﾘｾﾘﾝ(湿潤剤)/ｱﾙｷﾞﾝ酸Na(粘結剤)/ｷｼﾘﾄｰﾙ(甘味剤)/ﾁｮｳｼﾞｴｷｽ･ｾｰｼﾞｴｷｽ･ｸﾏｻﾞ
ｻｴｷｽ(矯味剤)/ﾊｯｶ油･ﾕｰｶﾘ油(清涼剤)/ﾛｰｶｽﾄﾋﾞｰﾝｶﾞﾑ(粘結剤)/ｴﾀﾉｰﾙ(溶剤)　　説:研磨剤ﾌﾘｰ｡
じっくりすみずみまで磨ける透明ｼﾞｪﾙ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ ｡虫歯予防｡口中浄化｡歯石沈着防止｡口臭防止｡

翌週
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ブイセブン歯ブラシ
歯ぐきの健康はブラッシングから！ブイセブンは毛先が歯間に入りやすい設計。
つまようじ法を行うことにより、歯垢を効果的に取り除くとともに歯ぐきをマッサージできます。

レギュラーヘッド 歯間も歯面も効率よく磨けるスリムなレギュラーヘッド。耐久性や歯面の磨きやすさも重視する方に。

コンパクトヘッド ねらった歯間や細かいところまで磨きやすいスリム＆コンパクトなヘッド。
歯間が狭い方など、つまようじ法の行いやすさを重視する方に。

5週号企画　ブイセブン歯ブラシ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

6366 ￥2000ﾋﾟｰｴﾑｼﾞｪｲ  ブイセブン　レギュラーヘッド
対
外

̶ ５週
号10本入

　説:歯ぐきの健康はﾌﾞﾗｯｼﾝ ｸ ﾞから！ﾌﾞｲｾﾌﾞ ﾝは毛先が歯間に入りやすい設計｡つまようじ
法を行うことにより､歯垢を効果的に取り除くとともに歯ぐきをﾏｯｻ ｰ ｼ ﾞできます｡歯間も歯
面も効率よく磨けるｽﾘﾑなﾚｷﾞｭ ﾗ ｰ ﾍ ｯ ﾄ ﾞ ｡耐久性や歯面の磨きやすさも重視する方に｡

翌週

4505 ￥2000ﾋﾟｰｴﾑｼﾞｪｲ  ブイセブン　コンパクトヘッド
対
外

̶ ５週
号10本入

　説:歯ぐきの健康はﾌﾞﾗｯｼﾝ ｸ ﾞから！ﾌﾞｲｾﾌﾞ ﾝは毛先が歯間に入りやすい設計｡つまようじ
法を行うことにより､歯垢を効果的に取り除くとともに歯ぐきをﾏｯｻ ｰ ｼ ﾞできます｡ねらった
歯間や細かいところまで磨きやすいｽﾘﾑ＆ｺﾝﾊﾟ ｸ ﾄなﾍｯﾄ ﾞ ｡歯間が狭い方など､つまようじ法

翌週

30562 ￥214ﾋﾟｰｴﾑｼﾞｪｲ ﾌﾞｲｾﾌﾞﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰﾍｯﾄﾞおためし(色おまかせ)
対
外

̶ ５週
号1本

　説:歯ぐきの健康はﾌﾞﾗｯｼﾝ ｸ ﾞから！ﾌﾞｲｾﾌﾞ ﾝは毛先が歯間に入りやすい設計｡つまようじ
法を行うことにより､歯垢を効果的に取り除くとともに歯ぐきをﾏｯｻ ｰ ｼ ﾞできます｡歯間も歯
面も効率よく磨けるｽﾘﾑなﾚｷﾞｭ ﾗ ｰ ﾍ ｯ ﾄ ﾞ ｡耐久性や歯面の磨きやすさも重視する方に｡

翌週

33089 ￥214ﾋﾟｰｴﾑｼﾞｪｲ ﾌﾞｲｾﾌﾞﾝｺﾝﾊﾟｸﾄﾍｯﾄﾞおためし(色おまかせ)
対
外

̶ ５週
号1個

　説:歯ぐきの健康はﾌﾞﾗｯｼﾝ ｸ ﾞから！ﾌﾞｲｾﾌﾞ ﾝは毛先が歯間に入りやすい設計｡つまようじ
法を行うことにより､歯垢を効果的に取り除くとともに歯ぐきをﾏｯｻ ｰ ｼ ﾞできます｡ねらった
歯間や細かいところまで磨きやすいｽﾘﾑ＆ｺﾝﾊﾟ ｸ ﾄなﾍｯﾄ ﾞ ｡歯間が狭い方など､つまようじ法

翌週

クエン酸・重曹・セスキ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

￥350
対
外

̶ 毎号

300g
　説:重曹より強いｱﾙｶﾘﾊﾟﾜｰで油汚れを中和します｡換気扇やｶﾞｽﾚﾝｼﾞなどｷｯﾁﾝのﾍﾞﾄﾍﾞﾄ油
汚れや手あか､皮脂汚れにも｡ 翌週

セスキ炭酸ソーダ
重曹より強いアルカリパワーで油汚れを中和します。
換気扇やガスレンジなどキッチンのベトベト油汚れや手あか、皮脂汚れにも。

50479 木曽路  セスキ炭酸ソーダ

36875 ￥690木曽路  シリンゴル重曹　1kg
常
温
2年 偶週

号1袋
原:ﾓﾝｺﾞﾙ産炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ99％以上　説:お菓子作り､天ぷら､食品の下ごしらえ､野菜のｱｸ
取りに｡台所やﾄｲﾚの掃除､洗濯に｡臭いのこびりついた料理器具の洗浄に｡ 翌週

36876 ￥460木曽路  シリンゴル重曹　600g
常
温
2年 偶週

号1袋
原:ﾓﾝｺﾞﾙ産炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ99％以上　説:お菓子作り､天ぷら､食品の下ごしらえ､野菜のｱｸ
取りに｡台所やﾄｲﾚの掃除､洗濯に｡臭いのこびりついた料理器具の洗浄に｡ 翌週

44125 ￥460木曽路  シリンゴル重曹（ボトル入り）
常
温

̶ 偶週
号380g

原:ﾓﾝｺﾞﾙ産炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ99％以上　説:お菓子作り､天ぷら､食品の下ごしらえ､野菜のｱｸ
取りに｡台所やﾄｲﾚの掃除､洗濯に｡臭いのこびりついた料理器具の洗浄に｡ 翌週

36879 ￥520木曽路 クエン酸　300g
常
温

̶ 奇週
号1袋

原:中国産(ｻﾂﾏｲﾓ /ﾄｳﾓﾛｺｼ /麹菌)※ﾄｳﾓﾛｺｼ(非遺伝子組み換え)　説:常温で2年｡ﾎﾟｯﾄ内部､台
所､ﾄｲ ﾚなどにつく水あかなどの重曹ではとりにくいｱﾙｶ ﾘ性の汚れをとる｡台所､洗面所､浴
室､ﾄｲﾚなどの消臭に｡石けんｼｬﾝﾌﾟ ｰ後､お湯に溶かしてﾘﾝｽとして使えば髪がしっとり､しな

翌週

36880 ￥920木曽路 クエン酸　600g
常
温

̶ 奇週
号1袋

原:中国産(ｻﾂﾏｲﾓ /ﾄｳﾓﾛｺｼ /麹菌)※ﾄｳﾓﾛｺｼ(非遺伝子組み換え)　説:常温で2年｡ﾎﾟｯﾄ内部､台
所､ﾄｲ ﾚなどにつく水あかなどの重曹ではとりにくいｱﾙｶ ﾘ性の汚れをとる｡台所､洗面所､浴
室､ﾄｲﾚなどの消臭に｡石けんｼｬﾝﾌﾟ ｰ後､お湯に溶かしてﾘﾝｽとして使えば髪がしっとり､しな

翌週

36881 ￥1380木曽路  クエン酸　1kg
常
温

̶ 奇週
号1袋

原:中国産(ｻﾂﾏｲﾓ /ﾄｳﾓﾛｺｼ /麹菌)※ﾄｳﾓﾛｺｼ(非遺伝子組み換え)　説:常温で2年｡ﾎﾟｯﾄ内部､台
所､ﾄｲ ﾚなどにつく水あかなどの重曹ではとりにくいｱﾙｶ ﾘ性の汚れをとる｡台所､洗面所､浴
室､ﾄｲﾚなどの消臭に｡石けんｼｬﾝﾌﾟ ｰ後､お湯に溶かしてﾘﾝｽとして使えば髪がしっとり､しな

翌週
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44126 ￥700木曽路  クエン酸（ボトル入り）
常
温

̶ 奇週
号320g

原:中国産(ｻﾂﾏｲﾓ /ﾄｳﾓﾛｺｼ /麹菌)※ﾄｳﾓﾛｺｼ(非遺伝子組み換え)　説:常温で2年｡ﾎﾟｯﾄ内部､台
所､ﾄｲ ﾚなどにつく水あかなどの重曹ではとりにくいｱﾙｶ ﾘ性の汚れをとる｡台所､洗面所､浴
室､ﾄｲﾚなどの消臭に｡石けんｼｬﾝﾌﾟ ｰ後､お湯に溶かしてﾘﾝｽとして使えば髪がしっとり､しな

翌週

例）ふだんの食器・野菜洗いのさいは、重曹の水溶液を使って洗います。
　　落ちにくい湯のみの茶渋を取るときは重曹ペーストで磨き落とします。
　　換気扇などがんこな油汚れには粉を直接ふりかけ、ふやかして拭き取ります。

＜重曹の働き＞‥お掃除に大活躍、環境に優しい自然素材

重曹は自然界に広く存在する優しい素材ですが、中和・研磨・消臭・
吸湿などのすぐれた作用で、家の中の汚れ落としや除菌消臭に威力
を発揮。家事の分野で数百通りの使い方が考案されています。

重曹の使い方は
粉のまま、水溶液、ペーストの３種類です。

油汚れ、排水口の汚れ　　ホコリ・手あか　　　　野菜の汚れ、食器類　　浴室回りの水あか　　　　　　　ポットの水あか、魚・まな板の臭い

換気扇　　　　　　　　　靴の臭い・窓ガラス　　調理器具　　　　　　　トイレの臭い、たばこのヤニ　　便器の黄ばみ

　キッチン回り　　　　家の中の掃除　　　　野菜・食器　　　　浴室/トイレ/タバコ　　　　　　シンク/トイレ

汚れの種類を知って、使い分ければお掃除の達人。

酸性の汚れには重曹、アルカリの汚れにはクエン酸。
汚れには酸性とアルカリ性のものがあります。酸性汚れに重曹、アルカリ性汚れにクエン酸や酢と

覚えましょう。汚れにあわせて上手に使い分ければ、洗剤を減らしても、おうちはいつも快適です。

基本的に下の３種類の使い方を覚えて、
用途にあわせて使い分けをしましょう。

※重曹を使ったお掃除に適さないもの
　　　　　／畳・アルミ製品・銅製品・便座など
※子どもの手の届かない場所に保管してください。

◎重曹をペーストに
重曹に水を加え耳たぶの
かたさになるまで
練ります。

◎粉のまま
シェーカー容器に入れたり、
湿ったスポンジ等に振って
使います。

◎水に溶かす
水１リットルに大さじ２杯
前後の重曹を入れてよく
混ぜて溶かします。

食器・野菜洗いに
換気扇の汚れに
シンクのヌメリに

ほ乳瓶の洗浄に
鍋のコゲ落としに
生ゴミの消臭に

スキンケアに
お洗濯に

ペットのブラッシングに

除虫草と除虫菊を使用した蚊遣り効果のあるお線香です。愛犬のそばでも安心してご使用いただけます。医薬部外品の蚊取り線香ではありません。
主原料は中国原産植物で除虫草と呼ばれ忌避効果、アロマテラピーの癒し効果があり芳香性にも優れた植物です。
また除虫菊粉末には蚊遣り効果があり、心地よい芳香性と忌避力を持っています。合成ピレスロイド系殺虫成分など不安な農薬類を添加していない
植物原料のみの製品です。合成着色や染色など使用していませんので緑色ではなく植物粉末の原材料色のままです。
植物の収穫時期や乾燥粉末状態により色合いが違いますが、無着色による商品影響はありません。
消臭、芳香製品としても機能を果たし夏季に限らず通年のご使用にも適しています。また犬などペットの蚊遣り線香としてもご使用いただけます。
アレルギー体質の方は使用に注意して下さい。保存状態が悪いとカビが発生する場合があります。

菊花せんこう 角型ミニサイズ（無風状態約３時間）・長時間用（無風状態約９時間）

りんねしゃ　菊花せんこう（翌週）
36686 夏期商品  菊花せんこう  角型ﾐﾆｻｲｽﾞ　32巻

原:除虫草粉末(ｼｿ科ﾊｰﾌﾞ)/ﾊｯｶ/除虫菊粉末(粉末として10％､総ﾋﾟﾚﾄﾘﾝとして0.1％)/白樺木粉/ﾀﾌﾞ紛/澱
粉（全て天然素材）　説:ﾌﾞﾘｷ製線香立具付き/1巻無風状態約3時間/お部屋で防虫､角形のおしゃ
れなﾃﾞｻﾞｲﾝで芳香性も蚊遣り効果もあるので､玄関やﾘﾋﾞﾝｸﾞでｲﾝﾃﾘｱとしてもご利用下さい｡化学
合成物質のｱﾚｽﾘﾝﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫剤は一切使用していません｡着色料､防腐剤不使用｡主原料は除

￥836　対外　賞味：̶　  翌週りんねしゃ

36687 夏期商品  菊花せんこう　長時間用　20巻

原:除虫草粉末(ｼｿ科ﾊｰﾌﾞ)/ﾊｯｶ/除虫菊粉末(粉末として10％､総ﾋﾟﾚﾄﾘﾝとして0.1％)/白樺木粉/ﾀﾌﾞ紛/澱
粉（全て天然素材）　説:ﾌﾞﾘｷ製線香立具付き/1巻無風状態約9時間/お部屋で防虫除虫草と除虫
菊を使用した蚊遣り効果のあるお線香です｡化学合成物質のｱﾚｽﾘﾝﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫剤は一切使用
していません｡着色料､防腐剤不使用｡主原料は除虫草でﾊｰﾌﾞの芳香性に優れた防虫香です｡刺激

￥1188　対外　賞味：̶　  翌週りんねしゃ

9985 ￥1034夏期商品  りんねしゃ  防虫香･菊花せんこう  標準
対
外

̶

30巻
原:除虫草粉末(ｼｿ科ﾊｰﾌﾞ) / ﾊｯｶ /除虫菊粉末(粉末として10％､総ﾋﾟﾚﾄﾘﾝとして0.1％) /白樺木粉
/ﾀﾌﾞ紛/澱粉（全て天然素材）　説:化学合成物質のｱﾚｽﾘﾝﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ系殺虫剤は一切使用して
いません｡着色料､防腐剤不使用｡主原料は除虫草でﾊｰﾌ ﾞの芳香性に優れた防虫香です｡刺激

翌週

防虫香・菊花せんこう 標準
化学合成物質のアレスリンピレスロイド系殺虫剤は一切使用していません。
着色料、防腐剤不使用。主原料は除虫草でハーブの芳香性に優れた防虫香です。
刺激が少なく目や喉に優しい。殺虫というより蚊遣り効果を期待できます。1巻無風状態約6時間。

トリガースプレー。天然除虫菊から抽出したジョチュウギクエキスとハッカ脳を原料にした防虫スプレーです。
不快害虫の駆除(ユスリカ/チョウバエ/ダニ)。※肌用ではありません。

菊花の防虫スプレー

46017 ￥1350夏期商品  りんねしゃ  菊花の防虫スプレー
対
外

̶

180ml
原:精製水/薄荷脳/ﾔｼ油由来乳化剤/除虫菊ｴｷｽ /ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ　説:ﾄﾘｶﾞｰｽﾌﾟﾚｰ｡※肌用ではありま
せん｡天然除虫菊から抽出したｼﾞｮﾁｭｳｷﾞｸｴｷｽとﾊｯｶ脳を原料にした防虫ｽﾌﾟﾚｰです｡不快害虫
の駆除(ﾕｽﾘｶ /ﾁｮｳﾊﾞｴ /ﾀﾞﾆ)｡薄荷脳:北海道産｡除虫菊:ｹﾆﾔ､中国産｡

翌週

30463 ￥1300ﾊﾟｯｸｽ ﾅﾁｭﾛﾝ　UVクリーム
対
外

̶ 1
週・
3週45g

　説:SPF15｡PA++｡合成紫外線吸収剤･合成界面活性剤不使用｡ﾌｪｲｽ､ﾎﾞﾃﾞｨ用｡肌にやさし
く､超微粒子の酸化ﾁﾀﾝにより紫外線を反射してｶﾞｰﾄ ﾞ ｡石けんで乳化したｼﾝﾌﾟ ﾙな日焼け止
めｸﾘｰ ﾑ ｡全身はもちろん､化粧下地としても｡石けんで洗い落とせます｡ﾛｰ ｽ ﾞ水のほのかな香

翌週

39494 ￥850ﾊﾟｯｸｽ  ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　うるおいUVクリーム
対
外

̶ 1
週・
3週40g

原:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｶﾘ石鹸素地/酸化ﾁﾀﾝ/ｽｸﾜﾗﾝ/ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｼﾘｶ/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ｶﾐﾂﾚｴｷｽ/ﾄｺ
ﾌｪﾛｰﾙ /ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ /ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ /ｴﾀﾉｰﾙ　説:SPF17｡PA＋｡紫外線吸収剤を使わないｸﾘｰﾑ｡石けんで
洗い流せます｡UV効果だけでなく肌荒れ､乾燥も防ぎます｡ｶ ﾊ ﾞ ﾝに入れて外での塗り直し

翌週

パックス　UVクリーム（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

￥1450
対
外

̶ 1
週・
3週90g

　説:100％自然由来成分の石けんで落とせるSPF30･PA＋＋のUVｸﾘｰﾑです｡ﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟな
ので片手でも押すことができ､動き回る赤ちゃんにも手軽に使用できます｡紫外線吸収剤･ｱ
ﾙｺｰﾙ･合成界面活性剤･合成防腐剤不使用｡無着色･無香料｡　成分:水/ﾌﾟﾙﾊﾟﾝｼﾞｵｰﾙ / ｽｸﾜﾗﾝ /酸

翌週

パックスベビー しっかりUVケアクリーム
100％自然由来成分の石けんで落とせるSPF30・PA＋＋のUVクリームです。
ポンプタイプなので片手でも押すことができ、動き回る赤ちゃんにも手軽に使用できます。
紫外線吸収剤・アルコール・合成界面活性剤・合成防腐剤不使用。無着色・無香料。

SPF15/PA++。フェイス、ボディ用。肌にやさしく、超微粒子の酸化チタンにより紫外線を
反射してガード。ローズ水のほのかな香り。オリーブスクワラン、カミツレエキス、
グリセリン配合でうるおいを保ちます。どこにでも持ち歩けるよう、コンパクトなサイズ。

SPF17/PA＋。紫外線吸収剤を使わないクリーム。石けんで洗い流せます。
乾燥しがちな赤ちゃんのお肌の潤いを保つ、マカデミアナッツ油にカミツレエキスを配合。

ナチュロン 
UVクリーム

ベビーうるおい
　　　UVクリーム

58494 ﾊﾟｯｸｽ  ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　しっかりUVケアクリーム

シリンゴル重曹
お菓子作り、天ぷら、食品の
下ごしらえ、野菜のアク取りに。
台所やトイレの掃除、洗濯に。
臭いのこびりついた料理器具の洗浄に。

クエン酸
ポット内部、台所、トイレなどにつく水あかなどの重曹では
とりにくいアルカリ性の汚れをとる。台所、洗面所、浴室、
トイレなどの消臭に。石けんシャンプー後、お湯に溶かして
リンスとして使えば髪がしっとり、しなやかになる。



-41- ※表示価格は全て税抜き価格です。

パックス　ベビーシリーズ（翌週）商品番号

ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　全身シャンプー　泡
ポンプ　300ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:水/ｶﾘ石ｹﾝ素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ /ﾛ
ｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ｸｴﾝ酸　説:ﾏｶﾃﾞﾐｱ
ﾅ ｯ ﾂ油を使用した植物性の全
身用石けんです｡片手でも押
しやすい泡ﾎﾟﾝﾌ ﾟなので赤
ちゃんの入浴時に使いやす
く､きめ細かい泡でお肌を包
むように洗えます｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週
￥1000

39489
ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　全身シャンプー　詰
替用　300ml

ﾊﾟｯｸｽ

　説: 2回目からは､省資源詰
替用をどうぞ｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥680

39490
ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　ハンドソープ　泡ポ
ンプ　80ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:水/ｶﾘ石ｹﾝ素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ /ﾛ
ｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ｸｴﾝ酸　説:泡ﾎﾟﾝ
ﾌ ﾟなので､きめ細かい泡で手
肌を洗えます｡公園や旅行時
などに､持ち運び便利な携帯ｻ
ｲｽﾞです｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥550

39491
ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　ハンドソープ　詰替
用　300ml

ﾊﾟｯｸｽ

　説: 2回目からは省資源詰替
用をどうぞ｡300ml (約4回分)｡
詰替後はﾁｬｯ ｸを閉め立てて保
存できます｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥550

39492
ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　ソープ　100g

ﾊﾟｯｸｽ

原:石ｹﾝ素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ　説:ﾏｶﾃﾞ
ﾐｱﾅｯﾂ油にﾊｲｵﾚｯｸﾋﾏﾜﾘ油､ﾊﾟｰﾑ
油､ﾊ ﾟ ｰ ﾑ核油を使用した植物
性石けんです｡泡もちがよく､
しっとり洗い上がります｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥680

39493

39496 ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　オイル※容器ﾘﾆｭｰｱﾙ予定あり　40ml

原:ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ　説:さらっとお肌になじみ､乾燥から守る植物性ｵｲﾙです｡ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油に天
然ﾋﾞﾀﾐﾝE(ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ)を配合｡

￥1500　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

39495 ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　ボディクリーム　50g

　説:化学物質を使用しない､石けんで乳化したﾍﾞﾋﾞｰ用保湿ｸﾘｰﾑです｡伸びがよく､べとつかない
ｸﾘｰﾑです｡　成分:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｶﾘ石鹸素地/ﾎﾎﾊﾞ油/ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ｷｻﾝﾀ
ﾝｶﾞﾑ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ｴﾀﾉｰﾙ

￥650　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

ポンプ式
大容量でお得なポンプタイプ。片手でも使えます。石けんで乳化したお肌にやさしくなじむ保湿クリームです。
伸びがよく、べたつかないので乾燥しがちなお肌をしっかり保湿します。

パックスベビー ボディクリーム 

53006 ￥1900ﾊﾟｯｸｽ ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ　ﾎﾟﾝﾌﾟ式
対
外

̶ 1
週・
3週180g

　説:大容量でお得なﾎﾟﾝ ﾌ ﾟ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ ｡片手でも使えます｡石けんで乳化したお肌にやさしくなじ
む保湿ｸﾘ ｰ ﾑです｡伸びがよく､べたつかないので乾燥しがちなお肌をしっかり保湿します｡
　成分:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｶﾘ石鹸素地/ﾎﾎﾊﾞ油/ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴ

翌週

52532 ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　洗濯せっけん（ボトル）　1200ml

原:純石けん分(35％脂肪酸ｶﾘｳﾑ)/ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ(洗浄補助剤)　説:弱ｱﾙｶﾘ性｡綿･麻･合成繊維･毛･絹用｡手
肌にやさしいﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油などの植物油脂を原料にした洗濯用せっけん｡純せっけんならではの
ｿﾌﾄな洗い上がりです｡高濃度石けん洗浄成分＋ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ(洗浄補助剤)配合で洗浄力は従来の純
石けんﾀｲﾌﾟ以上です（当社比）｡合成界面活性剤､ﾘﾝ酸塩､蛍光漂白剤､酵素､着色料は無添加で

￥900　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

52533 ﾊﾟｯｸｽﾍﾞﾋﾞｰ　洗濯せっけん　詰替用　1000ml

原:純石けん分(35％脂肪酸ｶﾘｳﾑ)/ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ(洗浄補助剤)　説:開封は手で切れるので詰替が簡単で
す｡

￥580　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

（新）オリー ボディーソープ ボトル・詰替用
泡で出る石けん由来の濃密なボディソープ。フレッシュなオリーブオイルを使用し、100％自然由来成分、
石けんを使用した肌にやさしいボディソープ。石けん由来の緻密な泡でお肌の汚れをすっきり落とします。
メロウトワイライトの香り。手で洗うことで余計な摩擦をかけず肌をやさしく洗えます。肌に広げた瞬間、
シトラスハーブとフローラル調が溶け合い、洗い流すときにバスルームに満ちるメロウ(芳醇)な香りに
癒され、眠りにつく前にウッディ調の深みある甘さが１日の終わりを告げるトワイライト(夕暮れ)の香り。

（新）オリー ボディコンディショナー ボトル・詰替用
フレッシュなオリーブオイルを配合した100％天然由来成分の弱酸性ボディコンディショナー。
お肌にうるおいヴェールをまとわせる、バスルームで完結する保湿ケアです。ボディソープを流したあと、
全身につけて流すだけ。バスタイムで保湿ケアをする新習慣で、うるおいヴェールが健やかな肌へ導きます。

（新）オリー ヘアソープ ボトル・詰替用
フレッシュなオリーブオイルを使用。スパイシートワイライトの香り。100％自然由来成分と石けんを
使用した肌にやさしいヘアケアソープ。石けん由来の濃密な泡で地肌のストレス皮脂をすっきり落とします。
洗うときはスパイシーな爽やかさが広がり、洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り添い、
眠りにつくまでほのかに残る温かみのある香りが１日の終わりを告げるトワイライト(夕暮れ)の香り。
液体の粘度を高めることで、より使いやすいシャンプーへと生まれ変わりました。

パックス　髪もしっとり落ち着くと人気のオリーシリーズ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

57807 ￥1400ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ボディーソープ（ボトル）
対
外

̶ 1
週・
3週450ml

　説:泡で出る石けん由来の濃密なﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ｡ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを使用し､100％自然由来成
分､石けんを使用した肌にやさしいﾎﾞﾃ ﾞ ｨ ｿ ｰ ﾌ ﾟ ｡石けん由来の緻密な泡でお肌の汚れをすっ
きり落とします｡ﾒﾛ ｳ ﾄ ﾜ ｲ ﾗ ｲ ﾄの香り｡手で洗うことで余計な摩擦をかけず肌をやさしく洗え

翌週

57806 ￥1000ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ボディーソープ（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週400ml

　説:泡で出る石けん由来の濃密なﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ｡ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを使用し､100％自然由来成
分､石けんを使用した肌にやさしいﾎﾞﾃ ﾞ ｨ ｿ ｰ ﾌ ﾟ ｡石けん由来の緻密な泡でお肌の汚れをすっ
きり落とします｡ﾒﾛ ｳ ﾄ ﾜ ｲ ﾗ ｲ ﾄの香り｡手で洗うことで余計な摩擦をかけず肌をやさしく洗え

翌週

57812 ￥1400ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ボディコンディショナー(ﾎﾞﾄﾙ)
対
外

̶ 1
週・
3週450ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを配合した100％天然由来成分の弱酸性ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ｡お肌にうる
おいｳﾞｪｰﾙをまとわせる､ﾊﾞｽﾙｰﾑで完結する保湿ｹｱです｡ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟを流したあと､全身につ
けて流すだけ｡ﾊﾞｽﾀ ｲ ﾑで保湿ｹｱをする新習慣で､うるおいｳﾞｪｰﾙが健やかな肌へ導きます｡※

翌週

57813 ￥1000ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ボディコンディショナー(詰替用)
対
外

̶ 1
週・
3週400ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを配合した100％天然由来成分の弱酸性ﾎﾞﾃﾞｨｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ｡お肌にうる
おいｳﾞｪｰﾙをまとわせる､ﾊﾞｽﾙｰﾑで完結する保湿ｹｱです｡ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟを流したあと､全身につ
けて流すだけ｡ﾊﾞｽﾀ ｲ ﾑで保湿ｹｱをする新習慣で､うるおいｳﾞｪｰﾙが健やかな肌へ導きます｡※

翌週

57808 ￥1650ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ヘアソープ（ボトル）
対
外

̶ 1
週・
3週450ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを使用｡ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾜｲﾗｲﾄの香り｡100％自然由来成分と石けんを使用し
た肌にやさしいﾍｱｹｱ ｿ ｰ ﾌ ﾟ ｡石けん由来の濃密な泡で地肌のｽﾄﾚｽ皮脂をすっきり落とします｡
洗うときはｽﾊﾟ ｲ ｼ ｰな爽やかさが広がり､洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り添い､眠

翌週

57809 ￥1250ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ヘアソープ（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週400ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを使用｡ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾜｲﾗｲﾄの香り｡100％自然由来成分と石けんを使用し
た肌にやさしいﾍｱｹｱ ｿ ｰ ﾌ ﾟ ｡石けん由来の濃密な泡で地肌のｽﾄﾚｽ皮脂をすっきり落とします｡
洗うときはｽﾊﾟ ｲ ｼ ｰな爽やかさが広がり､洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り添い､眠

翌週

（新）オリー ヘアコンディショナー ボトル・詰替用
フレッシュなオリーブオイルを配合した、100％自然由来成分のヘアコンディショナー。
スパイシートワイライトの香り。すっきり洗浄した後の地肌や髪にうるおいヴェールをまとわせ、本来の
つややかな髪へ。洗うときはスパイシーな爽やかさが広がり、洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り
添い、眠りにつくまでほのかに残る温かみのある香りが１日の終わりを告げるトワイライト(夕暮れ)の香り。

（新）オリー 14日間トライアルセット（ヘアケア）
15ml×2種×14包。ヘアソープ、ヘアコンディショナーの14日間のトライアルセット。

57810 ￥1650ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ヘアコンディショナー（ボトル）
対
外

̶ 1
週・
3週450ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを配合した､100％自然由来成分のﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ｡ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾜｲﾗｲﾄの香
り｡すっきり洗浄した後の地肌や髪にうるおいｳﾞｪ ｰ ﾙをまとわせ､本来のつややかな髪へ｡洗
うときはｽﾊﾟ ｲ ｼ ｰな爽やかさが広がり､洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り添い､眠り

翌週

57811 ￥1250ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　ヘアコンディショナー（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週400ml

　説:ﾌﾚｯｼｭなｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを配合した､100％自然由来成分のﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ｡ｽﾊﾟｲｼｰﾄﾜｲﾗｲﾄの香
り｡すっきり洗浄した後の地肌や髪にうるおいｳﾞｪ ｰ ﾙをまとわせ､本来のつややかな髪へ｡洗
うときはｽﾊﾟ ｲ ｼ ｰな爽やかさが広がり､洗い上がる頃には草花の華やぐ香りが寄り添い､眠り

翌週

57814 ￥706ﾊﾟｯｸｽ  (新)ｵﾘｰ　14日間トライアルセット(ﾍｱｹｱ)
対
外

̶ 1
週・
3週1セット

　説:15ml×2種×14包｡ﾍｱｿｰﾌﾟ､ﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの14日間のﾄﾗｲｱﾙｾｯﾄ｡

翌週

38025 ｵﾘｰ　ボディークリーム　110g

原:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｶﾘ石けん素地/ﾎﾎﾊﾞ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ｵﾘｰﾌﾞ油/ｱｰﾓﾝﾄﾞ油/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰｴｷｽ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾆｭｳｺｳｼﾞｭ油/ｷｻﾝﾀﾝ
ｶﾞﾑ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ｴﾀﾉｰﾙ　説:合成界面活性剤を使わず石けんで乳化した全身用保湿ｸﾘｰﾑです｡ほ
のかなﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香り｡お風呂あがりや肌の乾燥が気になる時､適量を手のひらに取り肌によく
のばしてなじませて下さい｡

￥1380　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

33873 ｵﾘｰ　フェイスフォーム　150ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｽｸﾜﾗﾝ/ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ/ﾐﾙﾗ/ﾛｰｽﾞ水/ﾆｭｳｺｳ/ｳｲｷｮｳｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸｴﾝ酸　説:天然ｵﾘｰﾌﾞ油が主原
料のお肌が弱い方にも安心の植物性洗顔料｡ｷﾒの細かい泡と保湿成分がお肌をいたわりつつ
しっかりと洗い上げます｡

￥880　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ
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33874 ￥660ﾊﾟｯｸｽ  ｵﾘｰ　フェイスフォーム(詰替用)
対
外

̶ 1
週・
3週140ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｽｸﾜﾗﾝ/ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ/ﾐﾙﾗ/ﾛｰｽﾞ水/ﾆｭｳｺｳ/ｳｲｷｮｳｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸｴﾝ酸　説:天
然ｵﾘ ｰ ﾌ ﾞ油が主原料のお肌が弱い方にも安心の植物性洗顔料｡ｷﾒの細かい泡と保湿成分がお
肌をいたわりつつしっかりと洗い上げます｡

翌週

使用方法：汚れの程度と洗濯物の量に応じて使用量を調整して下さい。ご使用する洗濯機の取扱説明書、衣料品の取り扱い絵表示等に従いご使用下さい。
すすぎは2回行って下さい。固まりやすい性質があるため、洗剤投入口に液が残ると詰まる恐れがあります。詰まった場合、ぬるま湯を流すなどして下さい。
自動投入ではご使用できません。おしゃれ着のお洗濯には手洗いが推奨です。洗濯機のおしゃれ着専用コース等で洗濯する場合は洗濯機の取扱説明書に従って下さい。
おしゃれ着専用コースは水流が非常に弱いため、洗濯物や石けん量が多すぎると衣類に白いカスが付着する原因になります。

洗濯用石けん ソフト
弱アルカリ性。
用途：綿、麻、レーヨン、合成繊維、毛、絹。

使用量の目安：全自動式⋯水量30Lに対し40ml
　　　　　　　ドラム式⋯洗濯物量3kgに対し40ml、6kgに対し50ml
　　　　　　　　手洗い⋯水量3Lに対し4ml

パックス　洗濯用石けん（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

58748 ￥1100ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けん　ソフト
対
外

̶ 1
週・
3週1.2L

　説:弱ｱﾙｶﾘ性｡用途：綿､麻､ﾚｰﾖﾝ､合成繊維､毛､絹｡使用量の目安：全自動式⋯水量30Lに
対し40ml､ﾄﾞﾗﾑ式⋯洗濯物量3kgに対し40ml､6kgに対し50ml､手洗い⋯水量3Lに対し4ml｡
使用方法：汚れの程度と洗濯物の量に応じて使用量を調整して下さい｡ご使用する洗濯機

翌週

58749 ￥750ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けん　ソフト（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週1L

　説:弱ｱﾙｶﾘ性｡用途：綿､麻､ﾚｰﾖﾝ､合成繊維､毛､絹｡使用量の目安：全自動式⋯水量30Lに
対し40ml､ﾄﾞﾗﾑ式⋯洗濯物量3kgに対し40ml､6kgに対し50ml､手洗い⋯水量3Lに対し4ml｡
使用方法：汚れの程度と洗濯物の量に応じて使用量を調整して下さい｡ご使用する洗濯機

翌週

57456 ￥1100ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けんＷパワー
対
外

̶ 1
週・
3週1200ml

　説:綿･麻･ﾚｰﾖﾝ･合成繊維用｡無香料ﾀｲﾌﾟ｡純石けんと炭酸塩のW(ﾀﾞﾌﾞﾙ )の洗浄効果で､汚
れに強くしっかり洗えます｡　成分:純石けん分(30％:脂肪酸ｶﾘｳﾑ ) / ｱ ﾙ ｶﾘ剤(炭酸塩) /個化防
止剤(ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ)

翌週

57455 ￥750ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けんＷパワー（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週1000ml

　説:綿･麻･ﾚｰﾖﾝ･合成繊維用｡無香料ﾀｲﾌﾟ｡純石けんと炭酸塩のW(ﾀﾞﾌﾞﾙ )の洗浄効果で､汚
れに強くしっかり洗えます｡　成分:純石けん分(30％:脂肪酸ｶﾘｳﾑ ) / ｱ ﾙ ｶﾘ剤(炭酸塩) /個化防
止剤(ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ)

翌週

57755 ￥1100ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けんドラム
対
外

̶ 1
週・
3週1200ml

　説: 1 0 0％自然由来成分使用の専用処方でしっかり洗える｡泡立ち控えめで高洗浄力なの
でﾄﾞﾗﾑ式洗濯機に適した処方です｡弱ｱﾙｶﾘ性､綿･麻･ﾚｰﾖﾝ･合成繊維用　成分:純石けん分
(30％､脂肪酸ｶﾘｳﾑ) /ｱﾙｶﾘ剤(炭酸塩)/固化防止剤(ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ)

翌週

57756 ￥750ﾊﾟｯｸｽ  洗濯用石けんドラム（詰替用）
対
外

̶ 1
週・
3週1000ml

　説: 1 0 0％自然由来成分使用の専用処方でしっかり洗える｡泡立ち控えめで高洗浄力なの
でﾄﾞﾗﾑ式洗濯機に適した処方です｡綿･麻･ﾚｰﾖﾝ･合成繊維用　成分:純石けん分(30％､脂肪
酸ｶﾘｳﾑ) /ｱﾙｶﾘ剤(炭酸塩)/固化防止剤(ｴﾁﾙｱﾙｺｰﾙ)

翌週

48412 ﾅﾁｭﾛﾝ　純粉石けん　1kg

　説:綿･麻･合成繊維･毛･絹･ｱｾﾃｰﾄ用｡使用回数(30L当たり/約33回)｡組立式紙ｶｯﾌﾟ付き｡ﾊﾟｰﾑ･ﾔｼを原
料にした植物性石けんですので､赤ちゃんや肌のﾃﾞﾘｹｰﾄな方の肌着洗いにもお使いいただけま
す｡ｱﾙｶﾘ剤無配合のため､絹やｳｰﾙにもお使いいただけ､ふんわりと洗い上げます｡合成界面活性
剤､ﾘﾝ酸塩､蛍光増泊剤や酵素､香料､酸化防止剤は使用していません｡純石けん分の残り1％は不

￥1300　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

7187 衣類のリンス（ボトル）　600ml

　説:石けん洗濯専用仕上げ剤｡用途：衣類品（綿･麻･合成繊維等）｡液性：酸性｡黄ばみ､にお
いを防ぐ！天然ｱﾛﾏで愉しくお洗濯！ｸｴﾝ酸の力でなめらかで心地よい風合いに仕上げ､すすぎ
残しによる保管中の変色･変臭を防ぎます｡緑茶ｴｷｽには消臭効果があることが知られていま
す｡衣類のﾘﾝｽは植物の力で大切な衣類をｹｱします｡ﾌﾛｰﾗﾙな自然の優しい香りでお洗濯を愉しく

￥850　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

9039 衣類のリンス（詰替用）　550ml

　説:石けん洗濯専用仕上げ剤｡用途：衣類品（綿･麻･合成繊維等）｡液性：酸性｡黄ばみ､にお
いを防ぐ！天然ｱﾛﾏで愉しくお洗濯！ｸｴﾝ酸の力でなめらかで心地よい風合いに仕上げ､すすぎ
残しによる保管中の変色･変臭を防ぎます｡緑茶ｴｷｽには消臭効果があることが知られていま
す｡衣類のﾘﾝｽは植物の力で大切な衣類をｹｱします｡ﾌﾛｰﾗﾙな自然の優しい香りでお洗濯を愉しく

￥500　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

24705 酸素系漂白剤　430g

　説:衣類の黄ばみ･黒ずみ･しみの漂白｡おむつの漂白と除菌｡まな板･ﾌｷﾝなどの除菌･除臭｡食
器･調理用品の漂白｡　成分:過酸化ﾅﾄﾘｳﾑ

￥550　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

1727 酸素系漂白剤（詰替用）　500g

　説:衣類の黄ばみ･黒ずみ･しみの漂白｡おむつの漂白と除菌｡まな板･ﾌｷﾝなどの除菌･除臭｡食
器･調理用品の漂白｡　成分:過酸化ﾅﾄﾘｳﾑ

￥550　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

4854 青ざらし（部分洗い用固形石鹸）　180g

原:やし油/苛性ｿｰﾀﾞ/群青　説:襟､袖口､運動靴などのｶﾞﾝｺな汚れに｡青い縞は無害な顔料｡　成分:
脂肪酸ﾅﾄﾘｳﾑ

￥157　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ　希望小売価格￥180

パックス　台所用石けん（翌週）商品番号

ﾅﾁｭﾛﾝ　台所の石けん（ボトル）
　500ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分(25％脂肪酸ｶﾘ
ｳﾑ )　説:出しやすく､使いす
ぎを防ぐﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ｡植物油原
料を使用｡合成界面活性剤な
どの合成化学物質不使用｡汚
れをしっかり落とすとともに
泡切れがよく､すすぎが簡単｡
粘度があるので､ｽﾎﾟﾝｼﾞに直
接つけてご使用下さい｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥520

41535
ﾅﾁｭﾛﾝ　台所の石けん（詰替用）
　450ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分(25％脂肪酸ｶﾘ
ｳﾑ )　説:出しやすく､使いす
ぎを防ぐﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ｡植物油原
料を使用｡合成界面活性剤な
どの合成化学物質不使用｡汚
れをしっかり落とすとともに
泡切れがよく､すすぎが簡単｡
粘度があるので､ｽﾎﾟﾝｼﾞに直
接つけてご使用下さい｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥400

41536
200番　食器洗い　800ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:やし油/苛性ｶﾘ　説:精製ﾔｼ
油を原料にした台所用液体石
けん｡ﾊﾟｯｸｽｿﾌｷﾝにつけて使用
すると効果的｡　成分:脂肪酸
ｶﾘｳﾑ　備:  販売  安全食品の通
販ちろりん村

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥500

4856
200番　食器洗い（詰替用）　
2300ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:やし油/苛性ｶﾘ　説:精製ﾔｼ
油を原料にした台所用液体石
けん｡ﾊﾟｯｸｽｿﾌｷﾝにつけて使用
すると効果的｡　備:  販売  安
全商品の宅配ちろりん村

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週
￥1300

9920
ﾅﾁｭﾛﾝ　400番　台所用　500ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:ﾊﾟｰﾑ油/ﾊﾟｰﾑ核油/苛性ｶﾘ/ｸ
ｴﾝ酸/ﾘﾝｺﾞｴｷｽ　説:洗浄力の
高い液体石けん｡さわやかな
りんごの香り｡ﾅﾁｭﾛﾝｽﾎﾟﾝｼﾞや
ｿﾌｷ ﾝにつけてどうぞ｡　成分:
脂肪酸ｶﾘｳﾑ　備:  販売  安全食
品の通販ちろりん村

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥500

4864

パックス　固形・化粧用石けん（翌週）商品番号

ﾅﾁｭﾛﾝ　クリームソープ　無香料
　100g

ﾊﾟｯｸｽ

原:石ｹﾝ素地/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/
ﾎﾎﾊﾞ油/ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ(ﾊﾟｰﾑ油由
来･酸化を防ぐため)　説:浴
用石けん/ﾊﾟｰﾑ油･ﾔｼ油を原料
にした石ｹﾝ素地に､ﾋﾏﾜﾘ油とﾎ
ﾎﾊﾞ油を配合｡きめ細やかでｸﾘ
ｰ ﾐ ｰな泡立ちが特長の植物性
浴用石けんです｡顔､全身に安
心してお使いいただける植物
性浴用石けん｡合成界面活性

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥180

35149
ﾅﾁｭﾛﾝ　クリームソープM　微香
性(ﾐﾝﾄ)　100g

ﾊﾟｯｸｽ

原:石ｹﾝ素地/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/
ﾎﾎﾊﾞ油/ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ/ﾊｯｶ油　説:ﾏ
ｲﾙﾄﾞなﾊｯｶの香りのｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ｡
洗顔に､お風呂に､爽やかな香
りが広がります｡植物性石け
んににﾋﾏﾜﾘ油､ﾎﾎﾊﾞ油を加え
て､きめ細かいｸﾘｰ ﾑのような
泡立ちです｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥220

44219
ﾅﾁｭﾛﾝ　クリームソープL　微香
性(ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ)　100g

ﾊﾟｯｸｽ

原:石ｹﾝ素地/ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/
ﾎﾎﾊﾞ油/ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ/ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ油/ﾛ
ｰｽﾞﾏﾘｰ油　説:ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽの香り
の洗顔･浴用ｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ｡ﾘﾌﾚｯｼｭ
する香りで気分爽快！植物性
石けんににﾋﾏﾜﾘ油､ﾎﾎﾊﾞ油を
加えて､きめ細かいｸﾘｰ ﾑのよ
うな泡立ちです｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥220

44220
ﾅﾁｭﾛﾝ　クリームソープSR　微香
性(ｽｨｰﾄﾛｰｽﾞ)　100g

ﾊﾟｯｸｽ

　説:浴用石けん/きめ細やか
でｸﾘｰ ﾐ ｰな泡立ちが特長の植
物性浴用石けん｡ｽｲｰﾄﾛｰｽﾞの
香り｡　成分:石ｹﾝ素地/ﾊｲﾌﾞ
ﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/ﾎﾎﾊﾞ油/ﾄｺﾄﾘｴﾉｰﾙ/
ﾊﾟﾙﾏﾛｰｻﾞ油/ﾆｵｲﾃﾝｼﾞｸｱｵｲ油/
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ果皮油/ｸｽﾉｷ葉油

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥220

47226
化粧石けんE　95g×3個入　1組

ﾊﾟｯｸｽ

原:石けん素地(牛脂/ﾔｼ油/苛
性ｿｰﾀﾞ)/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然
ﾋﾞﾀﾐﾝＥ)　説:合成酸化防止
剤など使用せず､天然ﾋﾞﾀﾐﾝE
を配合した､肌にやさしい石
けんです｡中･高校生のﾆｷﾋﾞ肌
にもおすすめ｡　成分:脂肪酸
ﾅﾄﾘｳﾑ

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥420

810

4866 ﾅﾁｭﾛﾝ　キッチンスポンジ（ｸﾞﾘｰﾝorﾋﾟﾝｸ）　1個

原:軟質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ　説:骨格構造の目の荒いｽﾎﾟﾝｼﾞ｡泡立ち､水ぎれがよく衛生的なうえに耐久力抜
群！ぜひ一度おためし下さい｡　備:ﾋﾟﾝｸとｸﾞﾘｰﾝのどちらかをお届けします｡

￥200　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

4865 ﾅﾁｭﾛﾝ　400番　台所用（詰替用）　900ml

原:ﾊﾟｰﾑ油/ﾊﾟｰﾑ核油/苛性ｶﾘ/ｸｴﾝ酸/ﾘﾝｺﾞｴｷｽ　説:洗浄力の高い液体石けん｡さわやかなりんごの香り｡
ﾅﾁｭﾛﾝｽﾎﾟﾝｼﾞやｿﾌｷﾝにつけてどうぞ｡　成分:脂肪酸ｶﾘｳﾑ　備: 販売 安全食品の通販ちろりん村

￥780　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

26621 お風呂の愉しみﾏﾙｾｲﾕ石けん　ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ&ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ　
120g

原:石ｹﾝ素地（ｵﾘｰﾌﾞ油/ｺｺﾅｯﾂ油/ﾊﾟｰﾑ油）/ｸﾞﾘｾﾘﾝ（石けんを作ったときの副産物）ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾛｰｽﾞﾏﾘ
ｰ油/ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ油　説:良質のｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙを原料全体の72％も使い､豊かな保湿力と確かな洗浄力を持っ
た贅沢な石けんです｡清々しい香りです｡

￥940　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

25441 お風呂の愉しみマルセイユ石けん無香料　120g

原:石ｹﾝ素地（ｵﾘｰﾌﾞ油/ｺｺﾅｯﾂ油/ﾊﾟｰﾑ油）/ｸﾞﾘｾﾘﾝ（石けんを作ったときの副産物）　説:良質のｵﾘｰﾌﾞ
ｵｲﾙを原料全体の72％も使い､豊かな保湿力と確かな洗浄力を持った贅沢な石けんです｡　備:水
分を引きつける性質のある保湿成分ｸﾞﾘｾﾘﾝを含むため､通常の石けんに比べ溶けくずれやすく
なっています｡ご使用後は､その都度水気をよく切り､乾燥した冷暗所に置くことをおすすめし

￥860　対外　賞味：3年　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

パックス　ヘアケア・ボディ・ハンドソープ（翌週）
45232 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　シャンプー　泡ボトル　500ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然ﾋﾞﾀﾐﾝE)/香料/ｸｴﾝ酸　説:ﾋﾏﾜﾘ油を使用した髪にやさしい植物
性石けんｼｬﾝﾌﾟｰです｡ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｵﾚﾝｼﾞなどの精油を原料にしたｼﾄﾗｽﾌﾛｰﾗﾙの香りです｡

￥1200　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

45233 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　シャンプー　詰替用　500ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然ﾋﾞﾀﾐﾝE)/香料/ｸｴﾝ酸　説:ﾋﾏﾜﾘ油を使用した髪にやさしい植物
性石けんｼｬﾝﾌﾟｰです｡ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｵﾚﾝｼﾞなどの精油を原料にしたｼﾄﾗｽﾌﾛｰﾗﾙの香りです｡

￥780　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

45236 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　リンス　ポンプ式ボトル　500ml

原:水/ｸｴﾝ酸/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾎﾎﾊﾞ油/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/香料/ｸｴﾝ酸Na　説:石鹸ｼｬﾝﾌﾟｰを使用した後の髪を弱酸性に
戻し､しっとり艶やかに保つ専用のﾘﾝｽです｡ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｵﾚﾝｼﾞなどの精油を原料にしたｼﾄﾗｽﾌ
ﾛｰﾗﾙの香りです｡

￥1200　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

45237 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　リンス　詰替用　500ml

原:水/ｸｴﾝ酸/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾎﾎﾊﾞ油/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/香料/ｸｴﾝ酸Na　説:石鹸ｼｬﾝﾌﾟｰを使用した後の髪を弱酸性に
戻し､しっとり艶やかに保つ専用のﾘﾝｽです｡ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｵﾚﾝｼﾞなどの精油を原料にしたｼﾄﾗｽﾌ
ﾛｰﾗﾙの香りです｡

￥780　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ



-43- ※表示価格は全て税抜き価格です。

45239 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　ボディーソープ　泡ボトル　500ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然ﾋﾞﾀﾐﾝE)/ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ/香料(ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ/ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ/ｾﾞﾗﾆｳﾑなど)/
ｸｴﾝ酸　説:ﾋﾏﾜﾘ油を使用した植物性石けんのﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟです｡素肌の潤いを保つﾋﾞﾜ葉ｴｷｽを使用｡ﾌ
ﾚｯｼｭﾊｰﾊﾞﾙｸﾞﾘｰﾝの香り｡

￥1200　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

45240 (新)ﾅﾁｭﾛﾝ　ボディーソープ　詰替用　500ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ(天然ﾋﾞﾀﾐﾝE)/ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ/ｴﾀﾉｰﾙ/香料(ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ/ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ/ｾﾞﾗﾆｳﾑなど)/
ｸｴﾝ酸　説:ﾋﾏﾜﾘ油を使用した植物性石けんのﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟです｡素肌の潤いを保つﾋﾞﾜ葉ｴｷｽを使用｡ﾌ
ﾚｯｼｭﾊｰﾊﾞﾙｸﾞﾘｰﾝの香り｡

￥780　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

30465 ﾅﾁｭﾛﾝ　ハンドソープ　泡状ポンプ式　260ml

原:ﾊｲｵﾚｯｸひまわり油/苛性ｶﾘ/天然ﾋﾉｷｴｷｽ/天然ﾋﾞﾀﾐﾝE
￥520　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

4548 ﾅﾁｭﾛﾝ　ハンドソープ（詰替用）　450ml

原:ﾊｲｵﾚｯｸひまわり油､苛性ｶﾘ､天然ﾋﾉｷｴｷｽ､天然ﾋﾞﾀﾐﾝE　説:ひまわり油を主原料にした植物性石け
ん｡ぬるぬるせず､さっぱりと洗えます｡ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ含有｡ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸﾊﾟｯｸ容器｡　成分:脂肪酸ｶﾘｳﾑ

￥680　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

42254 ￥480ﾊﾟｯｸｽ  お肌しあわせ　ハンドソープ
対
外

̶ 1
週・
3週330ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｸｴﾝ酸/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾆｵｲﾃﾝｼﾞｸｱｵｲ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ)/ｵﾚﾝｼﾞ果皮油/ｷｻ
ﾝﾀﾝｶﾞﾑ (澱粉由来･粘性を出すため) /ｴﾀﾉｰﾙ　説:合成界面活性剤･合成酸化防止剤･防腐剤･着
色料は使用していません｡植物油脂を原料としたさっぱりとした洗い上がりのﾊﾝﾄ ﾞ ｿ ｰ ﾌ ﾟで

翌週

42255 ￥380ﾊﾟｯｸｽ  お肌しあわせ　ハンドソープ　詰替
対
外

̶ 1
週・
3週300ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｸｴﾝ酸/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾆｵｲﾃﾝｼﾞｸｱｵｲ油(ｾﾞﾗﾆｳﾑ)/ｵﾚﾝｼﾞ果皮油/ｷｻ
ﾝﾀﾝｶﾞﾑ (澱粉由来･粘性を出すため) /ｴﾀﾉｰﾙ　説:合成界面活性剤･合成酸化防止剤･防腐剤･着
色料は使用していません｡植物油脂を原料としたさっぱりとした洗い上がりのﾊﾝﾄ ﾞ ｿ ｰ ﾌ ﾟで

翌週

合成界面活性剤・合成酸化防止剤・防腐剤・着色料は使用していません。
植物油脂を原料としたさっぱりとした洗い上がりのハンドソープです。泡状で出てくるポンプタイプ。きめ細かい泡でしっかり洗えます。
ほのかなラベンダー・ニオイテンジクアオイ(ゼラニウム)・オレンジの香りです。香りがやさしいので洗面所以外でもお使い下さい。

お肌しあわせ
ハンドソープ

アルコールに敏感な方にもおすすめのマイルドタイプ化粧水です。
少しとろみのある液状でしっとりとした使用感。洗顔後の肌を弱酸性にし、潤いを補います。

モイストローション

パックス　基礎化粧品・スキンケア（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

43211 ￥1700ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　モイストローション
対
外

̶ 1
週・
3週100ml

　説:ｱﾙｺ ｰ ﾙに敏感な方にもおすすめのﾏｲﾙﾄﾞ ﾀ ｲ ﾌ ﾟ化粧水です｡少しとろみのある液状でしっ
とりとした使用感｡洗顔後の肌を弱酸性にし潤いを補います｡　成分:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ / ﾄ ﾚ ﾊﾛｰｽ / ｸ ｲ ﾝ
ｽｼｰﾄﾞｴｷｽ/ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ/ｼﾗｶﾊﾞｴｷｽ/ﾍﾁﾏｴｷｽ/ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷｽ/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ｸｴﾝ酸/ｸｴﾝ酸Na/ｴﾀﾉｰﾙ

翌週

43212 ￥1350ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　モイストローション　詰替用
対
外

̶ 1
週・
3週100ml

　成分:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾄﾚﾊﾛｰｽ/ｸｲﾝｽｼｰﾄﾞｴｷｽ/ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ/ｼﾗｶﾊﾞｴｷｽ/ﾍﾁﾏｴｷｽ/ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷｽ/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/ﾋﾉ
ｷﾁｵｰﾙ /ｸｴﾝ酸/ｸｴﾝ酸Na/ｴﾀﾉｰﾙ(植物ｴｷｽの抽出に使用するｴﾀﾉｰﾙのみ) 翌週

8908 ﾅﾁｭﾛﾝ　フェイスクリアソープ　95g

原:ﾊﾟｰﾑ油/ひまわり油のせっけん/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/蜂蜜/砂糖/天然ﾋﾞﾀﾐﾝＥ　説:過度に皮脂を取りすぎず､き
め細かな泡立ちでなめらかな洗い心地としっとりとした洗い上がりが得られます｡

￥1000　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

8909 ﾅﾁｭﾛﾝ　フェイシャルローション　100ml

原:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｴﾀﾉｰﾙ/ﾘﾝｺﾞ酸/ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ/ｼﾗｶﾊﾞｴｷｽ/ﾍﾁﾏｴｷｽ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/ｸｴﾝ酸Na　説:洗顔後の肌を弱酸性に保ち､
ひきしめる化粧水です｡天然植物ｴｷｽ､天然水により､潤いを保ち､みずみずしい肌にします｡合成
界面活性剤不使用､ﾉﾝﾊﾟﾗﾍﾟﾝ｡

￥1600　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

36375 ￥1250ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　フェイシャルローション 詰替用
対
外

̶ 1
週・
3週100ml

　説:省資源･ｺﾞﾐの減量化のために詰替用がでました｡ﾌｪｲｼｬﾙﾛｰｼｮﾝの瓶･中栓･ｷｬｯﾌﾟをお湯
（熱湯は避ける）でよく洗い充分に乾燥させてから､袋裏面の｢詰替方法｣を参照に詰め替
え､ご利用下さい｡

翌週

8910 ﾅﾁｭﾛﾝ　エモリエントクリーム　35g

原:ひまわり油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/純せっけん/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/びわの葉抽出ｴｷｽ/天然ﾋﾞﾀﾐﾝＥ　説:合成界面活性
剤を使わず､ひまわり油､ﾎﾎﾊﾞ油を石けんで乳化したｼﾝﾌﾟﾙなｸﾘｰﾑ｡お肌を乾燥から守り､なめらか
で張りのある肌にします｡化粧下地としても使えます｡

￥1600　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

4613 ﾅﾁｭﾛﾝ　ハンドクリーム　70g

原:水/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾋﾏﾜﾘ油/ﾎﾎﾊﾞ油/ｽｸﾜﾗﾝ/ｶﾘｳﾑ石けん素地/ｷﾀﾞﾁｱﾛｴｴｷｽ/ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ/天然ﾋﾞﾀﾐﾝE　説:うるおいを保つ
ｱﾛｴｴｷｽ､ｵﾘｰﾌﾞｽｸﾜﾗﾝなど天然成分を配合｡べとつかず､ｻﾗｯとなじむので全身のｽｷﾝｹｱとしても使え
ます｡

￥850　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

32053 ﾅﾁｭﾛﾝ　洗顔用泡立てネット　1袋

　説:肌にも環境にも優しい天然繊維｡ﾈｯﾄの素材はﾄｳﾓﾛｺｼのﾃﾞﾝﾌﾟﾝから生まれたﾎﾟﾘ乳酸繊維｡生
分解生に優れ土に還るｴｺﾛｼﾞｶﾙな性質をもっています｡手触りがｿﾌﾄで伸縮性もあり石けんを泡
立てる時の使い心地がﾊﾞﾂｸﾞﾝです

￥350　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

22036 ﾅﾁｭﾛﾝ　リップクリーム　4g

原:ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油/ﾐﾂﾛｳ/ﾋﾏｼ油/ｶﾙﾅｳﾊﾞﾛｳ/ｼｱ脂/ｱﾆｽ油/ﾕｰｶﾘ油/ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ（天然ﾋﾞﾀﾐﾝE）　説:天然の保湿成
分ｼｱ脂（ｼｱﾊﾞﾀｰ）で唇の乾燥を防ぎ､うるおいを保ちます｡口紅の下地としても､お使いいただ
けます｡

￥650　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

805 ﾅﾁｭﾛﾝ　オイル（ひまわり油）　60ml

原:ひまわり油　説:ﾊｲｵﾚｯｸひまわりからとれた100％天然の純植物性ｵｲﾙです｡ﾒｲｸ落としや､ﾍｱｵｲﾙ
としても使えます｡

￥1100　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

51803 ﾅﾁｭﾛﾝ　トリートメント　180g

　説:ﾉﾝｼﾘｺｰﾝ＆合成界面活性剤ﾌﾘｰ｡ぱさついて広がりがちな髪をうるおいｳﾞｪｰﾙで包み込み､しっ
とりまとまる髪に整えるﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄです｡毛髪保護成分ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ(ｱﾙｶﾞﾆｱｽﾋﾟﾉ核油)､椿油､加水分解ｼﾙｸ
配合｡毛先まで滑らかな指通りに導きます｡ﾛｰｽﾞ(天然香料)のやさしく華やかな香りです｡ﾘﾝｽ後､
軽く水をきりを､適量(ｾﾐﾛﾝｸﾞでﾏｽｶｯﾄ大くらい)を毛先を中心に髪全体になじませてから､すすい

￥1300　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

パックス　掃除用石けん（翌週）商品番号

ﾅﾁｭﾛﾝ　お風呂洗い石けん　スプ
レー式　500ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分10％（脂肪酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ）/ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ　説:植物油
を主原料とした液状石鹸｡ｵﾚ ﾝ
ｼﾞｵｲﾙを使用｡お風呂､台所周
り､ﾄｲﾚ､窓ｶﾞﾗｽ等､家中使えて
便利です｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥680

6447
ﾅﾁｭﾛﾝ　お風呂洗い石けん（詰替
用）　450ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分10％（脂肪酸ﾅ
ﾄﾘｳﾑ）/ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ　説:植物油
を主原料とした液状石鹸｡ｵﾚ ﾝ
ｼﾞｵｲﾙを使用｡お風呂､台所周
り､ﾄｲﾚ､窓ｶﾞﾗｽ等､家中使えて
便利です｡詰替用

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥450

6448
ﾅﾁｭﾛﾝ　トイレ洗い石けん泡ｽﾌﾟﾚ
ｰ式ﾎﾞﾄﾙ　400ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分(5％脂肪酸ｶﾘｳ
ﾑ) /ｱﾙｶﾘ剤(炭酸塩)　説:汚れ
に大接近！逆さにしてもｽﾌﾟ ﾚ
ｰOK !　汚れに密着する泡状
噴射｡さらに逆さ使用もでき
るｽﾌﾟﾚｰﾀｲﾌﾟで便器の奥､裏側
など隅々まできれいにしま
す ｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥580

32603
ﾅﾁｭﾛﾝ　トイレ洗い石けん（詰替
用）　350ml

ﾊﾟｯｸｽ

原:純石けん分(5％脂肪酸ｶﾘｳ
ﾑ) /ｱﾙｶﾘ剤(炭酸塩)　説:環境
と経済性を考えた詰替用で
す ｡

対外　賞味：̶
1週・3週　翌週

￥350

32604
重曹F（食用グレード）　2kg

ﾊﾟｯｸｽ

原:重曹(炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ )　説:
ｷ ｯ ﾁ ﾝの洗浄､掃除に大活躍｡あ
く抜きやふくらし粉としても
ご利用いただけます｡保管に
便利なﾁｬｯｸ付き袋｡ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産
天然重曹｡

常温　賞味：̶
1週・3週　翌週
￥1050

36887

43835 ソフトクリーナー（店頭在庫限り）　300g

原:研磨剤(40％/けい酸ｱﾙﾐﾆｳﾑ系鉱物)/界面活性剤(10％/純石けん分)/湿潤剤(ｸﾞﾘｾﾘﾝ)/ﾊｰﾌﾞ精油(ﾃｨｰﾄﾘｰ/
ﾊｯｶ)　説:多用途に使えるｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ石けんｸﾘｰﾅｰ｡ｼﾝｸやｺﾝﾛ周りの油のこびりつき､机などについた手
あか､浴室の湯あかなど家中の汚れに最適です｡北海道産の細かい天然白土を使用｡ﾊｰﾌﾞ精油の
爽やかな香りです｡適する物（流し台/換気扇/調理器具/陶製食器/浴槽/衛生陶器/金属家具/ﾀｲﾙ/ﾎｰﾛ

￥950　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

7510 ﾅﾁｭﾛﾝ洗濯槽&排水ﾊﾟｲﾌﾟｸﾘｰﾅｰ300g×3　1個

原:過炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ(酸素系)/ｱﾙｶﾘ剤(重曹)/界面活性剤(純石けん)　説:酸素系漂白剤･重曹･石けんの3つ
の相乗作用で､洗濯槽や排水ﾊﾟｲﾌﾟなど洗いにくい部分の汚れを落とします｡2~3ｶ月に1度のご
使用が効果的です｡全自動洗濯機：①高水位までぬるま湯(30~40℃)をはり､本品を1袋(300g)入
れて､3~4分運転し溶かし､そのまま約3~6時間放置する｡②そのままの状態から標準ｺｰｽで運転

￥1000　対外　賞味：̶　1週・3週  翌週ﾊﾟｯｸｽ

ペットのリンス
保湿成分（ホホバ油）を配合したしっとりリンス。
6つの精油はノミやダニがつくのを抑え気分を穏やかにさせます。

ペットのシャンプー
オリーブ油が主原料のやさしい泡状石けんシャンプー。
6つの精油はノミやダニがつくのを抑え気分を穏やかにさせます。

パックス　ペットのシャンプー・リンス（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

33534 ￥2000ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　ペットのシャンプー
対
外

̶ 1
週・
3週350ml

原:水/ｶﾘ石鹸素地/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ﾃｨｰﾂﾘｰ油/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ油/ｵﾚﾝｼﾞ油/ｾﾞﾗﾆｳﾑ油/ﾍﾞﾁﾍﾞﾙ根油(ﾍﾞ
ﾁﾊﾞｰ油)　説:ｵﾘｰﾌﾞ油が主原料のやさしい泡状石けんｼｬﾝﾌﾟｰ｡6つの精油はﾉﾐやﾀﾞﾆがつくの
を抑え気分を穏やかにさせます｡

翌週

33535 ￥2000ﾊﾟｯｸｽ  ﾅﾁｭﾛﾝ　ペットのリンス
対
外

̶ 1
週・
3週350ml

原:水/ｸｴﾝ酸/ｴﾀﾉｰﾙ/ｸﾞﾘｾﾘﾝ/ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ/ﾎﾎﾊﾞ油/ｸｴﾝ酸Na/ﾃｨｰﾂﾘｰ油/ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油/ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ油/ｵﾚﾝｼﾞ
油/ｾﾞﾗﾆｳﾑ油/ﾍﾞﾁﾍﾞﾙ根油(ﾍﾞﾁﾊﾞｰ油)　説:保湿成分(ﾎﾎﾊﾞ油)を配合したしっとりﾘﾝｽ｡6つの精
油はﾉﾐやﾀﾞ ﾆがつくのを抑え気分を穏やかにさせます｡

翌週



-44- ※表示価格は全て税抜き価格です。

たまご（平飼・有精卵）（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

1769 ￥587参鍋  平飼い有精卵
冷
蔵
お早
めに

毎号

10個
　説:放射能検査結果(2012 . 5 . 1 1 ) :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､

翌週

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。

参鍋修一
　平飼い有精卵

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。

26624 ￥420食通  うずらのたまご水煮･有精卵(6個×2)
冷
蔵
120日 毎号

1組
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 . 2 0

翌週

乳製品（牛乳）（翌週）商品番号

ノンホモ牛乳　1000ml　1本

木次

　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

冷蔵　賞味：6日
毎号　翌週
￥390

2
パスチャライズ牛乳　1000ml　1
本

木次

　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｡

冷蔵　賞味：6日
毎号　翌週
￥372

3
パスチャライズ牛乳　500ml　1
本

木次

　説:製造工場地:島根｡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

冷蔵　賞味：6日
毎号　翌週
￥207

4
ブラウンスイス牛乳　500ml　1
本

木次

　説:製造工場地:島根｡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｡自然を壊さない
酪農を目指して山岳牛と言わ
れるﾌﾞﾗｳﾝｽｲｽ牛を山地で昼間
放牧しています｡余分なｽﾄﾚ ｽ
もなく､ﾘﾗｯｸｽして生活したﾌﾞ
ﾗｳﾝｽｲｽ牛のﾐﾙｸにはｺｸとうま
味があります｡牛乳本来の姿
を残すためにﾊﾟｽﾁｬﾘｾﾞｲｼｮﾝ

冷蔵　賞味：7日
毎号　翌週
￥220

6
ノンホモ牛乳　500ml　1本

木次

　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

冷蔵　賞味：6日
毎号　翌週
￥205

38676

23710 ￥105木次  パスチャライズ牛乳　200ml
冷
蔵
4日 毎号

1本
　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

翌週

乳製品（ヨーグルト）（翌週）
37423 プレーンヨーグルト　400g

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

￥304　冷蔵　賞味：14日　毎号  翌週木次

9048 奥出雲きすきヨーグルト　90g×2　1組

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｡

￥250　冷蔵　賞味：14日　毎号  翌週木次

乳製品（チーズ）（翌週）
1167 プロボローネチーズ　380g

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
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
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
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

￥1900　冷蔵　賞味：150日　毎号  翌週木次

47078 プロボローネ　ピッコロ　100g

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
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
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｡
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

￥540　冷蔵　賞味：90日　毎号  翌週木次

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。
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。

プロボローネチーズ

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。

1168 カマンベール・イズモ　120g

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/

￥960　冷蔵　賞味：50日　毎号  翌週木次

7746 ナチュラルスナッカー（スモーク味）　70g

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

￥470　冷蔵　賞味：40日　毎号  翌週木次

1170 イズモ・ラ・ルージュ　180g

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

￥1010　冷蔵　賞味：4ヶ月　毎号  翌週木次

29552 黒胡椒ゴーダチーズ　180g

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)/

￥1060　冷蔵　賞味：6ヶ月　毎号  翌週木次

43722 ￥480木次  モッツァレラチーズ
冷
蔵
お早
めに

毎号

100g
原:生乳(ﾎﾙ ｽ ﾀ ｲ ﾝ種) /乳酸　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｡　
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) 翌週

木次　ブラウンスイスハンバーグ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

49350 ￥380木次  ブラウンスイスハンバーグ※品薄
冷
凍
180日 毎号

130g
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
粉/島根産牛乳/沖縄海水塩/ﾏﾚ ｰ ｼ ｱ産ｺｼｮ ｳ　説:※現在品薄のため入荷が不安定です｡欠品の
際は何卒ご容赦下さい※　製造地:島根｡島根･奥出雲で山地放牧されたﾌﾞﾗｳ ﾝ ｽ ｲ ｽ牛を100％

翌週

バター・マーガリン（翌週）
41294 奥出雲木次バター　150g

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

￥750　冷蔵　賞味：90日　毎号  翌週木次

999 べに花ハイプラスマーガリン　小　180g

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｡

￥320　冷蔵　賞味：270日　毎号  翌週創健

1000 べに花ハイプラスマーガリン　大　370g

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

33777 発酵豆乳入り  マーガリン　160g

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: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｡ﾄﾗﾝｽ脂肪酸は100ｇ中0.4ｇ｡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｡

￥325　冷蔵　賞味：240日　毎号  翌週創健

木次　ミルクコーヒー・プリン（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

42196 ￥290木次  きすきミルクコーヒー
冷
蔵
8日 毎号

1000ml
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

翌週



-45- ※表示価格は全て税抜き価格です。

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。

きすきミルクコーヒー

牧場のカスタードプリン

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。

木次ミルクのプリン

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。

42197 ￥165木次  きすきミルクコーヒー　
冷
蔵
8日 毎号

500ml
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

翌週

42198 ￥100木次  きすきミルクコーヒー
冷
蔵
8日 毎号

200ml
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

翌週

37244 ￥210木次 牧場のカスタードプリン  100ml
冷
蔵
6日 毎号

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117kca l / ﾀ ﾝﾊﾟｸ質4 .7g /脂

翌週

37112 ￥1260木次  牧場のカスタードプリン  6ヶ組
冷
蔵
6日 毎号

1セット
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)　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､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
口いっぱいに広がります｡

翌週

55044 ￥125木次  木次ミルクのプリン
冷
蔵
10日 毎号

80g
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
ﾘ ｶ他)　説:製造工場地:島根｡水発送は前週金製造のもの､木･金発送は火製造のものとなり
ます｡ﾐﾙｸの濃厚なｺｸと甘みが味わえるﾐﾙｸﾌ ﾟ ﾘ ﾝです｡しっかりとした口当たりながら口溶け

翌週

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。

下郷プリン

下郷プリン（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

3300 ￥583下郷 プリン　90g×3
冷
蔵
14日 毎号

1組
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
のお塩(徳島:並塩)､黒糖(日本･ﾀｲ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ )､三温糖(日本･ﾀｲ)　説:新鮮な耶馬渓牛乳と有精
卵を使い､素材の美味しさを活かしました｡ｹ ﾞ ﾙ化剤や増量材は使用していません｡栄養成分

翌週

とうふ（久保食品）（翌週）

かたもめん　400g

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｡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　賞味：4日
毎号　翌週
￥346

206
焼き豆腐　300g

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｡

冷蔵　賞味：4日
毎号　翌週
￥208

209
にがり絹ごし豆腐　350g

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｡

冷蔵　賞味：4日
毎号　翌週
￥268

208
にがりもめん豆腐（やわらか）
　350g

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｡

冷蔵　賞味：4日
毎号　翌週
￥268

2778
おぼろ豆腐　230g

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｡

冷蔵　賞味：4日
毎号　翌週
￥286

1818

42651 ちいさいもめん　250g

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

42650 ちいさい絹ごし　230g

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

49016 ごま寿司あげ　5枚入

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｡

￥525　冷蔵　賞味：4日　毎号  翌週久保豆腐

220 ごまうす揚（旧名称：本うすあげ）　1枚

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｡

￥291　冷蔵　賞味：4日　毎号  翌週久保豆腐

224 ごまがんもどき（旧名称：ガンモ）　3個入

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｡

￥347　冷蔵　賞味：4日　毎号  翌週久保豆腐

217 ミニあつあげ　2個入

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｡

￥308　冷蔵　賞味：4日　毎号  翌週久保豆腐

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。

太子屋の豆腐・豆乳（翌週）

もめんどうふ　380g
太子屋

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｡

冷蔵　賞味：5日
毎号　翌週
￥217

39210
きぬとうふ　340g

太子屋

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｡

冷蔵　賞味：5日
毎号　翌週
￥217

39211
寄せどうふ　300g

太子屋

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｡

冷蔵　賞味：5日
毎号　翌週
￥231

39215
厚揚げ　3個

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 ) /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｡

冷蔵　賞味：4日
毎号　翌週
￥157

39213
京がんも　3個

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/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 ｡

冷蔵　賞味：5日
毎号　翌週
￥334

39214

無調整豆乳　200ml　1本
太子屋

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｡

￥195
冷蔵　賞味：5日　毎号　翌週

47679無調整豆乳　500ml　1本
太子屋

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｡

￥327
冷蔵　賞味：5日　毎号　翌週

47678寿司あげ　5枚
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｡

￥237
冷蔵　賞味：5日　毎号　翌週

39222京揚げ（うすあげ）　1枚
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｡

￥219
冷蔵　賞味：5日　毎号　翌週

39212

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。



-46- ※表示価格は全て税抜き価格です。

らびっとのお米（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

再生紙マルチ有機栽培米　産:香川県仲多度郡仲南町十郷産（JA十郷）

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。

20561 ￥1500久保米  コシヒカリ玄米(小)農薬･化学肥料不使用
常
温
60日 毎号

2.5kg
　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
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30日､それ以外の季節は60日です｡

翌週

20562 ￥1500久保米  コシヒカリ３分(小)農薬･化学肥料不使用
常
温
30日 毎号

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

翌週

20563 ￥1500久保米  コシヒカリ５分(小)農薬･化学肥料不使用
常
温
30日 毎号

2.4kg
　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
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､それ以外の季節は30日で

翌週

20564 ￥1500久保米  コシヒカリ７分(小)農薬･化学肥料不使用
常
温
30日 毎号

2.35kg
　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
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（Ｊ
Ａ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

翌週

20565 ￥1500久保米  コシヒカリ白米(小)農薬･化学肥料不使用
常
温
30日 毎号

2.25kg
　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
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

翌週

＜合鴨と一緒に育てた いのちのお米＞
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。

農薬・化学肥料不使用

くりやのお米（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

32403 ￥1867くりや  いのちのお米（ﾋﾉﾋｶﾘ）白米
常
温
1年 毎号

2kg
　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

翌週

42224 ￥1867くりや  いのちのお米（ﾋﾉﾋｶﾘ）玄米
常
温
1年 毎号

2kg
　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
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　

翌週

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 ￥2,945下郷  牛サーロインステーキ1枚入(黒毛経産和牛) 170g前後

39893 ￥4,263下郷  牛ヒレステーキ約90g×2枚(黒毛経産和牛) 1ﾊﾟｯｸ

39894 ￥2,855下郷  牛　カルビー（黒毛経産和牛） 200g

39895 ￥2,985下郷  牛　ローススライス（黒毛経産和牛） 200g

39896 ￥1,430下郷  牛　バラスライス（黒毛経産和牛） 200g

59182 ￥2,055下郷  牛　肩スライス（黒毛経産和牛） 200g

329 ￥1,430下郷  牛　カレーシチュー用（黒毛経産和牛） 200g

333 ￥1,430下郷  牛　ミンチ（黒毛経産和牛） 200g

23774 ￥2,130下郷  牛　モモタタキ用（モモブロック） 200g前後

23778 ￥1,430下郷  牛　こま切れ（黒毛経産和牛） 200g

39897 ￥2,130下郷  牛　モモスライス（黒毛経産和牛） 200g

豚肉　下郷農協（翌週）
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。

冷凍

地鶏　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 ￥862下郷  おおいた冠地どり　ササミ 200g

34126 ￥1,382下郷  おおいた冠地どり　モモミ 300g

34127 ￥1,013下郷  おおいた冠地どり　テバミ（ムネミ） 300g

352 ￥1,230下郷  おおいた冠地どり　ﾓﾓ･ﾃﾊﾞ切身（ﾓﾓ･ﾑﾈ切身） 300g

383 ￥1,222下郷  おおいた冠地どり　手羽先 300g

1065 ￥833下郷  おおいた冠地どり　ミンチ 200g

350 ￥805下郷  おおいた冠地どり　ブツギリ 300g

1066 ￥487下郷  おおいた冠地どり　肝 300g

1067 ￥487下郷  おおいた冠地どり　砂ずり 300g

178 ￥486下郷  おおいた冠地どり　鶏ガラ2羽分 1ﾊﾟｯｸ

385 ￥1,112下郷  おおいた冠地どり　手羽元 300g

1052 ￥2,388下郷  黒豚　ヒレブロック　 400g

17 ￥1,778下郷  黒豚　モモブロック 400g

49876 ￥2,055下郷  黒豚　バラブロック 400g

338 ￥1,472下郷  黒豚　ローススライス 200g

39899 ￥1,028下郷  黒豚　モモ焼肉 200g

340 ￥1,028下郷  黒豚　モモスライス 200g

39900 ￥1,263下郷  黒豚　バラスライス 200g

49877 ￥1,320下郷  黒豚　肩ローススライス 200g

19 ￥1,472下郷  黒豚　とんかつ用２枚 200g

18 ￥1,138下郷  黒豚　スペアリブ 300g

337 ￥1,320下郷  黒豚　一口カツ 200g

344 ￥972下郷  黒豚　ミンチ 200g

23781 ￥1,000下郷  黒豚　こま切れ 200g

348 ￥1,167下郷  牛豚合挽ミンチ 200g



-47- ※表示価格は全て税抜き価格です。

下郷農協　その他加工品（翌週）

黒豚　味付ホルモン　500g
下郷

冷凍　賞味：60日
毎号　翌週

23782
ポークウインナー　150g
下郷

冷蔵　賞味：14日
毎号　翌週

114
地鶏フランク　200g
下郷

冷蔵　賞味：14日
毎号　翌週

113

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

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 . 1 9現在) :ｾｼｳ
ﾑ134検出限界0.73Bq/kg､ｾｼｳﾑ137検出限界0.74Bq/kgでそれぞれ
不検出｡20 1 5 . 1 1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

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

￥1362 ￥797 ￥688

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。

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。

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。

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。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。

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。

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。

58747 ￥612下郷  耶馬渓饂飩（やばけいうどん）
冷
凍
180日 毎号

2玉
原:小麦粉(大分)､食塩(徳島:並塩)　説:400 g ｡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10 0％使用した冷凍うどんです｡※使用している小麦の特
性上､ｸﾞﾚｰっぽい色の麺になります｡栄養成分(1食200gあたり)熱量266kca l / ﾀﾝﾊﾟｸ質6 .1g /脂

翌週

129 ￥827下郷  チキンボール
冷
凍
60日 毎号

300g
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
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)､ﾀﾏﾈｷﾞ(大分･長
崎)､耶馬渓黒豚脂肪(大分(下郷農協))､ﾋﾞｰﾄｸﾞﾗﾆｭｰ糖(北海道:甜菜糖)､入り浜のお塩(徳島)､

翌週

58743 ￥680下郷  耶馬渓　黒豚ぎょうざ
冷
凍
60日 毎号

16個入
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

翌週

58744 ￥688下郷  コロッケ
冷
凍
60日 毎号

3個入
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
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

翌週

58745 ￥653下郷  ハンバーグ
冷
凍
60日 毎号

2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

翌週

58746 ￥813下郷  ミニハンバーグ
冷
凍
60日 毎号

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

翌週

片岡こんにゃく（翌週）商品番号

板こんにゃく　300g

片岡

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

常温　賞味：60日
毎号　翌週
￥263

191
糸こんにゃく　250g

片岡

原:こんにゃく芋(群馬､徳島
産) /こんにゃく粉(群馬産) /卵
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
されていないおいしい水と､
国内産の良質な原料､凝固剤
を使用しているので､におい､
苦みがなく､こんにゃくの旨
みが出ています｡

常温　賞味：60日
毎号　翌週
￥198

59089 こんにゃくのぴり辛煮
材料（４人分）
こんにゃく・・２個
赤唐辛子・・・２本
白炒り胡麻・・適量
サラダ油・・・適量
　煮汁 だし汁・・・・カップ１
　　　 酒、みりん・各大さじ１
　　　 砂糖・・・・・大さじ２
　　　 醤油・・・・・大さじ３

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

自然な甘み　アガベシロップ（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

￥1200
常
温
3年 毎号

275g
原:ﾒｷｼｺ産有機ﾌﾞﾙｰｱｶﾞﾍﾞ　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
属｢ﾌﾞﾙｰｱｶﾞﾍﾞ｣100％の天然甘味料｡GI(血糖上昇値)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

翌週

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。

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

豆乳・山の湧水（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

29553 ￥130木次  しろうさぎの豆乳
冷
蔵
4ヶ月 毎号

125ml
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｡

翌週

45355 ￥5448ｷﾄｳﾑﾗ 山の湧水(わきみず)1.8L×6×2(別途送料)
常
温
5年 毎号

1セット
　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
です｡災害時の保存水としてもご利用できる長期保存紙ﾊﾟｯｸ使用｡ph8 . 0±0 . 2 ､硬度85 . 8 ､弱ｱ
ﾙｶ ﾘ天然水｡※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

※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。

百円募金・資料請求（翌週）商品番号
温
度
帯

賞 味
期 限

企 画
週

お 届
け 週

100 ￥100システム  百円募金
対
外

̶ 毎号

1口
　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
どに有効利用させて頂きます｡※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
する金額からは除外されます｡

翌週

108 ￥0システム  資料請求
対
外

̶ 毎号

1部
　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
込み下さい｡ 翌週
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日用雑貨（翌週）商品番号

くすの木せんこう　70g

りんねしゃ

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　賞味：2年
毎号　翌週
￥940

36688
和布「びわこα」浴用タオル  100
×32cm　1枚

ﾗｲﾌﾞ

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｡

対外　賞味：̶
毎号　翌週
￥1300

22089
ポリラップ　30cm×50m　1本

宇部

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｡

対外　賞味：̶
毎号　翌週
￥250

52869
ポリラップ　22cm×20m　1本

宇部

　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｡

対外　賞味：̶
毎号　翌週
￥135

52870
和布「びわこ」ふきん  32×35cm
　1枚

ﾗｲﾌﾞ

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｡

対外　賞味：̶
毎号　翌週
￥450

22095

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）。

トイレットペーパー130m芯無し24ロール（別途送料）

56472 ￥6400ECOREA ﾎﾞｯｸｽﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ150組×60(別途送料)
対
外

̶ 毎号

1箱
　説:300枚(150組)×5を12ﾊﾟｯｸ､計60入り｡ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾙﾌﾟ100％使用､無添加･無漂白のやさしい
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

56471 ￥3200ECOREA ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ130m芯無24ロール(別途送料)
対
外

̶ 毎号

1箱
　説:ｼﾝｸﾞﾙ130m､6ﾛｰﾙ×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
り｡ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾙﾌﾟ100％使用､無添加･無漂白のやさしいﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰです｡※別途送料を頂きま
す（四国内税抜き￥300､四国外税抜き￥700｡ 3 ｹ ｰ ｽまで同じ送料でお届けできます）｡

翌週

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（2023.5.2現在の情報です）

9383 ￥520ｻﾝｺｰ  コーヒーバウムクーヘン 1個

1748 ￥520ｻﾝｺｰ バウムクーヘン 1個

5216 ￥290ｻﾝｺｰ 赤ちゃんせんべい　14枚 1袋

39848 ￥270ｻﾝｺｰ 磯辺巻 40g

36309 ￥260ｻﾝｺｰ 小魚せんべい 60g

53683 ￥280ｻﾝｺｰ  さくふわせんべい　紫いも味 21g

51553 ￥260ｻﾝｺｰ  えびせんべい　ノンフライ 40g

25315 ￥260ｻﾝｺｰ ひじきあられ 55g

51551 ￥85ｻﾝｺｰ  ねじりん棒　ミニパック 15g

5559 ￥350ｻﾝｺｰ 柿ピー 105g

42536 ￥220ｻﾝｺｰ ねじりん棒 100g

2795 ￥300ｻﾝｺｰ はとむぎおこし 10枚入

5518 ￥250ｻﾝｺｰ 牛乳かりんとう 100g

6549 ￥300ｻﾝｺｰ 玄米おこし 10枚

5403 ￥210ｻﾝｺｰ 黒ごまかりん糖 135g

31889 ￥250季節限定  ｻﾝｺｰ 芋けんぴ　※再開 90g

36313 ￥220ｻﾝｺｰ ふ菓子（ふがし） 7本

51557 ￥320ｻﾝｺｰ 米粉クッキー 6本

43540 ￥220ｻﾝｺｰ かぼちゃサブレ 6枚入

33278 ￥300ｻﾝｺｰ  カル鉄スティック　ココア味 110g

4488 ￥300ｻﾝｺｰ ひじきスティック 110g

7772 ￥300ｻﾝｺｰ 野菜スティック 110g

5545 ￥320ｻﾝｺｰ 胚芽ビスケット 170g

5398 ￥320ｻﾝｺｰ 胚芽スティック 180g

5572 ￥320ｻﾝｺｰ ミレービスケット 165g

5546 ￥300ｻﾝｺｰ ミルクスティック 100g

51552 ￥230ｻﾝｺｰ  ミレービスケット　ノンフライ 100g

48610 ￥320ｻﾝｺｰ  発芽玄米ブランのサンド 9枚

5560 ￥290ｻﾝｺｰ 畑のクラッカー 135g

38508 ￥330ｻﾝｺｰ 全粒粉クラッカー 100g

36312 ￥360ｻﾝｺｰ  クリームサンドクラッカー　ﾒｰﾌﾟﾙ風味 95g

47092 ￥280ｻﾝｺｰ  あずきなクラッカー 130g

44340 ￥250ｻﾝｺｰ  ねじりん棒　カレー味 85g

37584 ￥260ｻﾝｺｰ  畑のスナック　カレー味 55g

1127 ￥250ｻﾝｺｰ 紫いもチップ 50g

35505 ￥230ｻﾝｺｰ きな粉ウエハース 1袋

5516 ￥260ｻﾝｺｰ  カルシウムウエハース 12枚入

41597 ￥230ｻﾝｺｰ 豆乳プチクッキー　9g×5 1連

38506 ￥230ｻﾝｺｰ 野菜プチクッキー　10g×5袋 1連

39844 ￥270ｻﾝｺｰ タマゴボーロ　16g×5 1個

9170 ￥340ｻﾝｺｰ ごま入り味付いりこ（2.5g×12） 30g

44344 ￥230ｻﾝｺｰ  ココアプチクッキー　9g×5 1連

29253 ￥350ｻﾝｺｰ ミニ小魚スナック　10g×5 1連

41601 ￥220ｻﾝｺｰ フルーツラムネ　15g×5 1個

38505 ￥230ｻﾝｺｰ えび小判　3枚×5袋 1組

44345 ￥240ｻﾝｺｰ  おから入り揚げあられ　7g×5袋 1個

43541 ￥290ｻﾝｺｰ  国産野菜のかりんとう　20g×4袋 1個

2513 ￥310ｻﾝｺｰ ミニミレービスケット　23g×5 1連

53685 ￥250ｻﾝｺｰ やさしいラムネ　13g×5 1組

5558 ￥280ｻﾝｺｰ  ミニどうぶつビスケット　20g×5 1袋

28176 ￥360ｻﾝｺｰ こぐまのビスケット　12g×5 1組

44341 ￥300ｻﾝｺｰ 干し柿寒天 110g

30949 ￥300ｻﾝｺｰ  寒天ゼリー　コーヒー味 135g

7309 ￥250ｻﾝｺｰ 包み黒糖飴 95g

7413 ￥350ｻﾝｺｰ ミルクキャラメル 180g

4478 ￥150ｻﾝｺｰ のどガム 10個

28183 ￥140ｻﾝｺｰ のど飴 34g

4469 ￥250ｻﾝｺｰ 黒酢の飴 90g

36205 ￥150ｻﾝｺｰ ミントガム 10粒

7994 ￥350ｻﾝｺｰ  アーモンドキャラメル　 165g

39849 ￥280ｻﾝｺｰ おやつカステラ 130g

37583 ￥200ｻﾝｺｰ 豆乳どーなっつ 72g

54423 ￥330ｻﾝｺｰ 豆乳マドレーヌ 4個

54424 ￥430ｻﾝｺｰ  玄米粉入り蒸しパン 3個

43538 ￥150ｻﾝｺｰ 小倉ようかん 58g

56997 ￥170ｻﾝｺｰ 安納芋ようかん 58g

47091 ￥230ｻﾝｺｰ  ふわふわチップ　にんじん味 20g

ちろりん村　選別品（翌週）
50047 ￥580ﾑｿｰ  玄米もち・よもぎ（特別栽培米使用）315g 7個入

50046 ￥580ﾑｿｰ  玄米もち（特別栽培米使用）315g 7個入

20740 ￥310九鬼  二度焙煎すりごま白 85g

20741 ￥310九鬼  二度焙煎すりごま黒 85g

45352 ￥360ﾑｿｰ  有機　しっとりすりごま　白 80g

45353 ￥360ﾑｿｰ  有機　しっとりすりごま　黒 80g

38922 ￥640ﾑｿｰ  国内産　いりごま・白 35g

38924 ￥640ﾑｿｰ  国内産　すりごま・白 30g

57326 ￥640ﾑｿｰ  国内産　いりごま・金 35g

57327 ￥640ﾑｿｰ  国内産　すりごま・金 30g

38921 ￥580ﾑｿｰ  国内産　いりごま・黒 35g

38923 ￥580ﾑｿｰ  国内産　すりごま・黒 30g

25199 ￥240ﾑｿｰ  有機　あらいごま・白 80g
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25200 ￥240ﾑｿｰ  有機　あらいごま・黒 80g

25201 ￥260ﾑｿｰ  有機　いりごま・白 80g

25202 ￥260ﾑｿｰ  有機　いりごま・黒 80g

7402 ￥1,050ｻﾝｺｰ  皮去りほうじはと麦 400g

34184 ￥580桜井  国内産ハトムギ・粒 150g

42490 ￥750ﾑｿｰ  岩手県産　はとむぎ 150g

699 ￥520ﾑｿｰ 押麦（国内産） 800g

37291 ￥370ﾑｿｰ  国内産有機　大豆 200g

42488 ￥800ﾑｿｰ  岩手県産　もちあわ 150g

42489 ￥800ﾑｿｰ 岩手県産　ひえ 150g

47007 ￥600海の精  こだわり塩屋の有機　塩麹 170g

22705 ￥820桜井 雑穀ブレンド  400g 1袋

38743 ￥340桜井  岐阜県産・薄力粉 500g

35544 ￥490むそう商事  オーガニック小麦粉・薄力粉 500g

51877 ￥369木下製粉  さぬきの夢（香川産中力粉） 1kg

35543 ￥490むそう商事  オーガニック小麦粉・強力粉 500g

731 ￥310桜井  国内産・パン粉 200g

36407 ￥360ﾑｿｰ  国産有機小麦粉使用天然酵母パン粉 150g

28469 ￥410桜井  ホットケーキミックス・砂糖入 400g

28963 ￥410桜井  ホットケーキミックス・無糖 400g

721 ￥230桜井  契約栽培・片栗粉 200g

45262 ￥737下郷 米粉 500g

45263 ￥1,362下郷 米粉 1kg

42160 ￥470桜井  有機　お菓子をつくるお米の粉 250g

43798 ￥330桜井  お米を使った天ぷら粉 200g

42161 ￥290桜井  お米のホットケーキミックス 200g

3904 ￥380ﾑｿｰ  特別栽培米あやひめ使用・上新粉 200g

6375 ￥550ﾑｿｰ  無双　本葛（粉末） 80g

3894 ￥730ﾑｿｰ 無双　本葛 110g

33541 ￥320ﾑｿｰ  国内産有機きな粉 120g

40413 ￥440本田商店  奥出雲生蕎麦（2人前・つゆなし） 200g

53461 ￥440下郷  耶馬渓乾饂飩（やばけいかんうどん） 250g

49355 ￥429ﾑｿｰ  国内産　二八そば 200g

49356 ￥500ﾑｿｰ  国内産　十割そば 200g

53462 ￥440下郷  耶馬渓素麺（やばけいそうめん） 250g

29148 ￥400ﾑｿｰ 焼そば（乾麺） 180g

478 ￥400桜井  ロングパスタ　(旧)国内産・スパゲティ 300g

49049 ￥400むそう商事  ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊﾟｽﾀ・スパゲッティ 500g

29151 ￥400桜井 ツイストパスタ　(旧)国内産ﾏｶﾛﾆ(ﾂｲｽﾄ) 300g

480 ￥400桜井  エルボパスタ　(旧)国内産マカロニ 300g

31307 ￥165桜井  ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝのためのﾗｰﾒﾝ　みそ味 98g

31308 ￥165桜井  ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝのためのﾗｰﾒﾝ　しょうゆ味 98g

1257 ￥700桜井  純正ラーメン（5食入） 1袋

50421 ￥160桜井  しょうゆらーめん（RSPO認証） 99g

50422 ￥160桜井  みそらーめん（RSPO認証） 101g

50423 ￥160桜井  ごまらーめん（RSPO認証） 100g

50424 ￥160桜井  しおらーめん（RSPO認証） 99g

53478 ￥170桜井  とんこつラーメン（RSPO認証） 103g

55106 ￥220桜井  ベジタリアンのとんこつ風らーめん 106g

55107 ￥300桜井  ベジタリアンの豆乳ピリ辛めん 138g

34407 ￥840ﾄｰｴｰ  どんぶり麺しょうゆ味ラーメン78g×4個 1組

34411 ￥5,040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

38925 ￥840ﾄｰｴｰ どんぶり麺しお味ラーメン　78.5g×4 1組

38926 ￥5,040ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　しお味ラーメン　24個入 1ｹｰｽ

53479 ￥170桜井  液体ソース焼そば（RSPO認証） 114g

55105 ￥190桜井  ベジタリアンのソース焼そば 118g

34408 ￥840ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　きつねうどん　78g×4個 1組

34410 ￥840ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　カレーうどん　85g×4個 1組

34412 ￥5,040ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　きつねうどん　24個入 1ｹｰｽ

34414 ￥5,040ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　カレーうどん　24個入 1ｹｰｽ

28465 ￥880ﾄｰｴｰ どんぶり麺　納豆そば　81.5g×4個 1組

32691 ￥5,280ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　納豆そば　24個入 1ｹｰｽ

34409 ￥880ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　山菜そば　78g×4個 1組

34413 ￥5,280ﾄｰｴｰ  どんぶり麺　山菜そば　24個入 1ｹｰｽ

2557 ￥350金丸水産  （徳用）はやどれ海苔　半切×20枚入
常
温
6ヶ月 毎号

1袋
原:瀬戸内産のり　説:製造工場地:香川｡瀬戸内産の焼き海苔は味や香りはもとより､厚みが
あり､ﾊﾞ ﾘ ﾊ ﾞ ﾘと歯応えもよく､また半切りにｶｯﾄしていますので細巻き､手巻き寿司等に最適
です ｡

翌週

49521 ￥462金丸水産  （優）はやどれ海苔　半切×20枚入
常
温
6ヶ月 毎号

1袋
原:瀬戸内産のり　説:ﾁ ｬ ｯ ｸ袋｡製造工場地:香川｡瀬戸内産の焼き海苔は味や香りはもとよ
り､厚みがあり､ﾊﾞ ﾘ ﾊ ﾞ ﾘと歯応えもよく､また半切りにｶｯﾄしていますので海苔巻き等に最適
です｡ (優)は徳用よりもさらに口溶けよく上質ののりを使用しています｡

翌週

57219 天然真昆布（北海道八雲町産）　115g

原:昆布(北海道)　説:道南でも特に良い出汁が出る昆布を選びました｡上質な風味の出汁がと
れ､湯豆腐･おでん･鍋物などに最適な昆布です｡

￥1000　常温　賞味：1年　毎号  翌週瀬川

54399 北海道函館産・真昆布　150g

原:真昆布(北海道)　説:北海道産の真昆布(1年養殖物)をご利用しやすい大きさにｶｯﾄしたお徳用
のだし昆布です｡味噌汁や鍋物のだしなどにどうぞ｡だしをひいたあとも佃煮や､細かく刻んで
ﾎﾟﾝ酢などで食したりと様々な用途に使えます｡濃いだしの目安：水1Lに昆布20g･鰹節20g､上品
なだし：水1Lに昆布10g･鰹節10g｡鍋に昆布を入れ30分ほど水にひたしてから中火にかけ沸騰直

￥860　常温　賞味：1年　毎号  翌週道南

4703 焼のり　10枚入

原:三重産乾のり　説:みえぎょれんとﾀｲｱｯﾌﾟして生産から流通､加工までしっかり確認できる三
重県産限定の海苔を遠赤外線で焼き上げた最高級品です｡巻き寿司やおにぎり､ごはんの共に｡
製造工場地:三重｡

￥470　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

8861 御のり（板のり）　10枚

原:乾のり　説:製造工場地:三重｡みえぎょれんとﾀｲｱｯﾌﾟして生産から流通､加工までしっかり確
認できる三重県産限定の海苔です｡巻き寿司やごはんの共に｡あぶってからお召し上がりにな
れば風味が増します｡

￥450　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

1699 産地直送・きざみ焼のり　20g

原:三重産乾のり　説:製造工場地:三重｡みえぎょれんとﾀｲｱｯﾌﾟして生産から流通･加工までしっ
かり確認できる三重県産限定の海苔を細く刻みました｡ざるそば､うどん､丼物､お茶漬けなど
に薫り豊かなきざみ海苔をどうぞ｡

￥380　常温　賞味：9ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

417 手づくり香辛料　すじ青のり　4g

原:高知産すじ青のり　説:ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入りで香りがとても新鮮｡味･香りともに人気のある｢すじ青
のり｣を用いています｡風味の良い胃香りが料理の味を引き立てます｡※すじ青のりはｱｵｻとは
品種が異なります｡※本製品で使用しているすじ青のりはｴﾋﾞが混じる漁法で採取しています｡
製造工場地:大阪｡

￥340　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

49042 国内産5種の海藻サラダ　10g

原:伊勢志摩産ﾜｶﾒ/鳴門産茎ﾜｶﾒ/愛媛産赤ﾏﾌﾉﾘ/真昆布/熊本産ｷﾘﾝｻｲ　説:5種類の海藻をﾐｯｸｽした彩り
豊かな海藻ｻﾗﾀﾞです｡水で戻し､お好みの野菜を添えていただくだけでﾍﾙｼｰなｻﾗﾀﾞが簡単に出来
上がります｡栄養成分(100g当)ｴﾈﾙｷﾞｰ16kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質1.8g/脂質0.4g/ﾅﾄﾘｳﾑ950mg/糖質0.3g/食物繊維5.3g/ｶﾙｼ
ｳﾑ107mg/鉄1.2mg

￥340　常温　賞味：1年　毎号  翌週宝海草

453 きくらげ　50g

原:中国（本土）産きくらげ　説:加工地:広島｡ｽｰﾌﾟ､野菜炒め､酢の物などに｡
￥300　常温　賞味：1年　奇週号  翌週ﾏﾙﾓ

40571 大分産椎茸　香信　80g

原:大分産原木椎茸　説:椎茸づくりに最も適した環境を持つ大分産の椎茸･香信をゆっくり時
間をかけて天日＋機械乾燥させました｡水に戻して､他の食材と味を引き立て合うﾁﾗｼ寿司や巻
き寿司､五目飯､炒め物などに｡｢香信｣について⋯どんこより傘が開いてから採取したもので､
傘の肉厚は薄く巻き込みは浅い｡原木栽培について⋯自然海の中できのこが生育するのと同様

￥1100　常温　賞味：1年　奇週号  翌週ﾑｿｰ

1016 有機大豆使用にがり高野豆腐　6枚

原:秋田産有機non-gmo丸大豆/豆腐用凝固剤(塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ:塩田産にがり)　説:製造工場地:長野｡放
射能検査結果2017.10.17現在:検出限界(I-131)1.5Bq/kg･(Cs-137)2.0Bq/kg･(Cs-134)1.8Bq/kgで不検出｡国内
産有機丸大豆とにがりを使用した､凍り豆腐です｡膨軟剤は使用しておりませんので歯ごたえ
のある昔のままの風味食感を味わっていただけます｡調理の前にたっぷりの熱湯に充分浸すか

￥650　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

57386 有機栽培　どんこ椎茸・大分産　30g

原:有機乾椎茸(大分)　説:化学肥料･農薬を使わないのはもちろん､近隣の農作物に使われる農
薬もかからないことを確認している地域で栽培された有機原木椎茸です｡全国で生産量一位で
ある大分県産の中でもより厚みがあり､香りがよく､乾燥技術の良し悪しを目利きが厳選し一
つ一つ手作業で丁寧に詰めております｡傘がかぶるまで水に浸し､冷蔵庫で芯の部分がふっく

￥680　常温　賞味：1年　毎号  翌週武久

40569 大分産椎茸　大粒どんこ　45g

原:大分産原木椎茸　説:椎茸づくりに最も適した環境を持つ大分産の椎茸･どんこをゆっくり
時間をかけて天日＋機械乾燥させました｡水に戻して､ｽｰﾌﾟ･煮物･五目飯などに｡｢どんこ｣につ
いて⋯傘の肉が厚く､縁は強く内側に巻き込み､全体に丸みを帯び､傘が七分開きにならないう
ちに採取したものです｡原木栽培について⋯自然海の中できのこが生育するのと同様な栽培方

￥820　常温　賞味：1年　奇週号  翌週ﾑｿｰ

40570 大分産椎茸　小粒どんこ　45g

原:大分産原木椎茸　説:椎茸づくりに最も適した環境を持つ大分産の椎茸･どんこをゆっくり
時間をかけて天日＋機械乾燥させました｡水に戻して､ｽｰﾌﾟ･煮物･五目飯などに｡｢どんこ｣につ
いて⋯傘の肉が厚く､縁は強く内側に巻き込み､全体に丸みを帯び､傘が七分開きにならないう
ちに採取したものです｡原木栽培について⋯自然界の中できのこが生育するのと同様な栽培方

￥730　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ﾑｿｰ

1941 有機大豆使用にがり凍み豆腐･さいの目　50g

原:秋田産non-gmo有機丸大豆/豆腐用凝固剤(塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ:塩田産にがり)　説:製造工場地:長野｡放
射能検査結果2017.10.17現在(同一原料使用にがり高野豆腐):検出限界
(I-131)1.5Bq/kg･(Cs-137)2.0Bq/kg･(Cs-134)1.8Bq/kgで不検出｡約1.2cm角｡膨軟剤は使用しておりません
ので歯ごたえのある昔のままの風味食感を味わっていただけます｡さいの目にしてありますの

￥350　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ



-50- ※表示価格は全て税抜き価格です。

50541 有機大豆使用にがり凍み豆腐　6枚

原:秋田産有機大豆/塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(豆腐用凝固剤)　説:国内産有機丸大豆とにがりを使用した､通常
の半分の厚みの凍り豆腐です｡膨軟剤を使用していないので､多少歯ごたえのある食感です｡

￥430　常温　賞味：̶　毎号  翌週ﾑｿｰ

450 緑豆はるさめ　100g

原:緑豆（中国龍口産）　説:緑豆の澱粉を原料に､中国古来の製法により良質で弾力に富み栄
養価抜群｡熱に強く長時間ゆでても溶けません｡

￥300　常温　賞味：1年　奇週号  翌週協和

1903 煮干し粉　70g

原:煮干し(中四国/九州)　説:お好み焼きには欠かせません｡
￥310　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

3478 花かつお　50g

原:かつおのふし(中西部太平洋)　説:工場地:三重｡放射能検査結果2014.11.27現在:検出限界
(I-131)2Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡昔ながらの薪を燻して乾燥させる製法で作っ
た鰹節を少し厚めに削りました｡

￥470　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

29030 国内産・はるさめ　100g

原:有機馬鈴薯澱粉(北海道)/甘藷澱粉(鹿児島/宮崎)　説:国内産の馬鈴薯澱粉を使い昔ながらの
技法で仕上げた最高級の無漂白春雨です｡ﾐｮｳﾊﾞﾝなどの食品添加物は不使用｡春雨ｻﾗﾀﾞや和え
物､その他いろいろな料理にご利用下さい｡

￥300　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾑｿｰ

387 本かつお　90g

原:鹿児島県枕崎産ｶﾂｵ　説:製造工場地:広島｡放射能検査結果(2013.3.24現在):検出下限値
(I-131)1.99･(Cs-137)3.46Bq/kg･(Cs-134)3.23Bq/kgで不検出｡鹿児島県枕崎産の良質のかつお節を原料に
作りました｡風味満点のだしが取れます｡冷や奴､お好み焼きなどにもご利用下さい｡酸化防止
剤などの添加物は使用しておりません｡

￥760　常温　賞味：1年　偶週号  翌週ﾏﾙｼﾏ

48240 てんさい含蜜糖・粉末　500g

原:北海道産甜菜　説:ｵﾘｺﾞ糖(ﾗﾌｨﾉｰｽ)を2.3％含んだおなかに優しい砂糖です｡まろやかな風味が
あり､すっきりとした甘みです｡粉末ﾀｲﾌﾟなので溶けやすく､焼き菓子などにも使いやすくなっ
ております｡あん､ｹｰｷ､ｸｯｷｰなどのお菓子づくりに｡お料理に使うとｺｸやﾃﾘが出ます｡冷めたとき
に甘さが強く感じられる特徴があるので料理によっては量を控えめにご使用下さい｡製造工場

￥450　常温　賞味：̶　毎号  翌週ﾑｿｰ

55508 有機　てんさい糖　400g

原:有機甜菜(ﾘﾄｱﾆｱ)　説:製造工場地:ﾘﾄｱﾆｱ｡放射性物質測定結果(2019.10.11現在):検出下限値(ﾖｳ素
I-131)0.5Bq/kg･(ｾｼｳﾑCs-134)0.5Bq/kg･(ｾｼｳﾑCs-137)0.5Bq/kgで不検出｡ﾘﾄｱﾆｱの広大な大地で有機栽培され
た甜菜(砂糖大根)の根で作られた砂糖です｡お菓子作りや飲み物など､どのようなお料理にも幅
広くお使いいただけます｡ﾖｰﾛｯﾊﾟでは砂糖といえば甜菜糖というくらい一般的です｡寒い気候が

￥500　常温　賞味：̶　毎号  翌週むそう商事

27524 三温糖　1kg

原:(外国産/国産)さとうきび/北海道産甜菜　説:製造工場地:大阪(包装工場地:奈良)｡2011.11放射能
検査結果:検出限界10Bq/kgで不検出｡白砂糖ほど精白されていませんのでｶﾙｼｳﾑをはじめとしたﾐﾈ
ﾗﾙ､ﾋﾞﾀﾐﾝが残っています｡

￥580　常温　賞味：̶　奇週号  翌週ﾑｿｰ

37298 生　羅漢果顆粒　500g

原:果糖(国内製造)/羅漢果抽出物(中国桂林産契約栽培)　説:非焙煎ﾀｲﾌﾟ｡ｸｾのない爽やかな甘み｡
特殊製法によりえぐみを取り除いた生ｴｷｽを使いやすく溶けやすい顆粒状にしていますので､
飲み物や調味料として幅広くご利用いただけます｡羅漢果は中国桂林の山岳地帯のみにしか生
育しない天然果実です｡古来より長寿の神果として､また宮廷料理の調味料として王族のみに

￥3230　常温　賞味：2年　奇週号  翌週環境科学

44231 ブラックソルト（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）　500g

原:ﾊﾟｷｽﾀﾝ産岩塩/ｻｯｼﾞｶｰﾙ(香木)　説:ﾊﾟｷｽﾀﾝ｡ﾏｸﾞﾏ焼成還元塩｡優れた還元力で料理素材をおいしく
し､健康にも役立ちます｡人間の身体､全ての命は日々老化､つまり酸化しています｡酸化の原因
は活性酸素｡還元塩はその活性酸素を無害化することにに役立ちます｡※ｲｵｳ臭(温泉のにおい)
がしますが､お料理に使うとにおいは消えます｡入浴剤に｡うがいに｡健康保持のために朝起き

￥484　常温　賞味：長期　毎号  翌週ｵﾙﾀｰ

48267 モンゴル塩こしょう（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）　250g

原:ﾓﾝｺﾞﾙ産湖塩/黒ｺｼｮｳ　説:ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ､ﾁｬｯｸ付き｡ﾐﾙに移してお使い下さい｡環境汚染されていない
太古の海水が原料の岩塩をﾋﾏﾗﾔ山系の伏流水が溶かし出した塩湖から採取した塩と黒ｺｼｮｳの風
味が料理の味を一層引き立てます｡肉料理､魚料理､ｻﾗﾀﾞ､温野菜､ﾌﾙｰﾂ等､何にでもお使いいただ
けます｡

￥700　常温　賞味：̶　毎号  翌週木曽路

22169 キパワーソルト（詰替用）　250g

原:韓国産天日塩　説:三千年の英知再現､｢還元力｣を持った塩｡三千年伝承製塩法で天然ﾐﾈﾗﾙを
豊富に持った塩｡高熱燃焼製法で作り出した安全で安心な塩です｡｡※ｵﾙﾀｰ通信より｢人間の身
体､全ての命は日々老化､つまり酸化しています｡酸化の原因は活性酸素｡還元塩はその活性酸
素を無害化することに役立ちます｡ｷﾊﾟﾜｰｿﾙﾄは天日塩を植物と一緒に800℃以上の高温で焼成し

￥1500　常温　賞味：長期　偶週号  翌週ﾊｲﾒｰﾙ

52127 有機　切干大根　50g

原:長崎産有機大根　説:雲仙普賢岳の麓で自家栽培し､三日間天日で乾燥しました｡甘みが強
く､歯応えのある昔ながらの切り干し大根です｡

￥300　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾏﾙｱｲ

3336 かんぴょう　40g

原:栃木産かんぴょう　説:天日干し無漂白かんぴょうです｡巻きずし･ちらし寿司･煮物などに｡
製造工場地:栃木｡放射能検査結果2014.11.27現在:検出限界
(I-131)1.5Bq/kg･(Cs-137)2.1Bq/kg･(Cs-134)1.8Bq/kgで不検出｡

￥550　常温　賞味：90日　奇週号  翌週ﾑｿｰ

4037 本枯れ削りぶし　20g

原:かつお　説:2番ｶﾋﾞ以上つけた極上の焼津産かつおぶしを使用しています｡ｺｳｼﾞｶﾋﾞによって脂
質が分解され､上品でまろやかな味と香りがかもし出されます｡

￥360　常温　賞味：1年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

2007 かつお削り節パック　4g×5　1袋

原:かつおのふし(中西部太平洋)　説:工場地:三重｡放射能検査結果2014.11.27現在:検出限界
(I-131)2Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡新鮮なかつおを使い､伝統的な焙乾法で造ら
れた本物のかつお節を削って､ﾊﾟｯｸ入りにしました｡手軽に使え､最高級のかつお節が削りたて
の風味のまま､賞味できます｡

￥480　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

7188 フレーク寒天　30g

原:寒天(国内製造：韓国･地中海等産天草)　説:糸寒天の良さをそのままに､不純物の付着を避
け､衛生的に作られた寒天です｡水洗い､裏ごし不要で､調理に便利な寒天です｡(目安)液体250gに
対して2g｡4gで角寒天1本分｡果汁を入れたり煮詰め方によって固さは変わります｡製造工場地:
長野｡放射能検査結果(2013.6.19現在):検出限界3Bq/kgで不検出｡

￥620　常温　賞味：3年　奇週号  翌週無双本舗

32485 てんさい含蜜糖　500g

原:北海道産甜菜　説:製造工場地:北海道･千葉｡放射能検査結果(2013.1.24現在):検出限界3Bq/kgで
不検出｡お腹のﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌を元気づけてくれる｢ｵﾘｺﾞ糖｣を含んだ砂糖です｡北海道の大自然が育て
た甜菜(砂糖大根､ﾋﾞｰﾄとも呼ばれる)の根を原料に作られた砂糖です｡まろやかな風味がありお
料理に使うとｺｸやﾃﾘが出ます｡

￥450　常温　賞味：̶　毎号  翌週ﾑｿｰ

48255 オーガニック　ココナッツシュガー　250g

原:ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産有機ｺｺﾔｼの花蜜/ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ産有機ﾏﾝｺﾞｽﾃｨﾝの花蜜　説:製造工場地:ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ｡ｲﾝﾄﾞﾈｼｱのｺｺﾔｼ
の花蜜からできた､香ばしくやさしい甘さの砂糖です｡人気の理由はなんといってもGI値の低
い天然糖であることです｡独特の風味がお料理を引き立て､お菓子作りやお飲物などにも幅広
くお使いいただけます｡※褐色の粒は原料がｶﾗﾒﾙ化したものです｡また製品の性質上､固まりや

￥1050　常温　賞味：̶　毎号  翌週むそう商事

2992 優糖精　1kg

原:沖縄産さとうきび　説:製造工場地:沖縄｡沖縄のｻﾄｳｷﾋﾞだけを使い､ｻﾗｻﾗに仕上げた粗精製糖
です｡ｱｸが少なくまろやかで､料理にも飲み物にもご利用いただけます｡

￥680　常温　賞味：長期　奇週号  翌週ﾑｿｰ

37297 羅漢果顆粒ゴールド　500g

原:果糖(国内製造)/羅漢果抽出物(中国桂林産契約栽培)　説:焙煎ﾀｲﾌﾟ羅漢果独特のｺｸと旨味｡軽
く爽やかな甘みで又使いやすく溶けやすい顆粒状にしていますので､飲み物や調味料として幅
広くご利用いただけます｡羅漢果は中国桂林の山岳地帯のみにしか生育しない天然果実です｡
古来より長寿の神果として､また宮廷料理の調味料として王族のみに使用されていた門外不出

￥3230　常温　賞味：2年　奇週号  翌週環境科学

616 天塩　焼塩　卓上ビン　100g

原:原塩/塩田産ﾆｶﾞﾘ　説:天塩の成分特性を壊さず焼成（400℃で4時間｣）だけでｻﾗｻﾗと仕上げた
卓上塩です｡

￥230　常温　賞味：長期　毎号  翌週赤穂

48265 モンゴル塩（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）　250g

原:ﾓﾝｺﾞﾙ産湖塩　説:ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ､ﾁｬｯｸつき｡ﾐﾙに移し替えてご利用下さい｡環境汚染されていない太
古の海水が原料の岩塩をﾋﾏﾗﾔ山系の伏流水が溶かし出した塩湖から採取した塩です｡ほのかな
甘みのある塩で雑味のないすっきりとした旨味が特徴です｡肉料理､魚料理､ｻﾗﾀﾞ､温野菜､ﾌﾙｰﾂ
等､何にでもお使いいただけます｡

￥560　常温　賞味：̶　毎号  翌週木曽路

48269 ヒマラヤ岩塩（ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ）　250g

原:ﾋﾏﾗﾔ岩塩　説:ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｯｸ､ﾁｬｯｸ付き｡ﾐﾙに移してお使いください｡環境汚染されていない太古の
海水が原料の岩塩です｡ほのかな甘みのある塩で､雑味のないすっきりとした旨味が特徴です｡
肉料理､魚料理､ｻﾗﾀﾞ､温野菜､ﾌﾙｰﾂ等､何にでもお使いいただけます｡

￥700　常温　賞味：̶　毎号  翌週木曽路

891 キパワーソルト　容器入　230g

原:韓国産天日塩　説:三千年の英知再現､｢還元力｣を持った塩｡三千年伝承製塩法で天然ﾐﾈﾗﾙを
豊富に持った塩｡高熱燃焼製法で作り出した安全で安心な塩です｡※ｵﾙﾀｰ通信より｢人間の身体､
全ての命は日々老化､つまり酸化しています｡酸化の原因は活性酸素｡還元塩はその活性酸素を
無害化することに役立ちます｡ｷﾊﾟﾜｰｿﾙﾄは天日塩を植物と一緒に800℃以上の高温で焼成したも

￥1500　常温　賞味：長期　偶週号  翌週ﾊｲﾒｰﾙ

28010 やきしお　ビン入　60g

原:海水（伊豆大島産）　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡自然海
塩では唯一の焼き塩です｡苦味が少なく､ﾏｲﾙﾄﾞでｺｸがあります｡ﾆｶﾞﾘ成分の多いしっとりした伝
統海塩を完全に焼ききるのはとても困難ですが､伊勢神宮､御塩殿神社に伝わる日本古式の製
法を参考にした壷焼塩です｡600℃以上の高温で長時間かけて焼き上げています｡

￥420　常温　賞味：長期　偶週号  翌週海の精

28011 やきしお（詰替用）60g　1袋

原:海水（伊豆大島産）　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡自然海
塩では唯一の焼き塩です｡苦味が少なく､ﾏｲﾙﾄﾞでｺｸがあります｡ﾆｶﾞﾘ成分の多いしっとりした伝
統海塩を完全に焼ききるのはとても困難ですが､伊勢神宮､御塩殿神社に伝わる日本古式の製
法を参考にした壷焼塩です｡600℃以上の高温で長時間かけて焼き上げています｡

￥240　常温　賞味：長期　偶週号  翌週海の精

28012 ハーブソルト　55g

原:焼塩/ﾄﾞﾗｲﾊｰﾌﾞ（ﾊﾞｼﾞﾙ/ｵﾚｶﾞﾉ/ﾊﾟｾﾘ/ﾀｲﾑ）　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで
不検出｡｢海の精･やきしお｣と香り高くまろやかな4種類のﾊｰﾌﾞをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしました｡ｻﾗﾀﾞや温野菜
に｡肉や魚介料理に｡ﾊﾟｽﾀやｼﾁｭｰに｡

￥480　常温　賞味：1年　偶週号  翌週海の精

3943 海の精・あらしお　※旧名赤ﾗﾍﾞﾙ　240g

　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡伊豆大島の海水から直接生産
した昔ながらの自然塩です｡海水中のﾐﾈﾗﾙがﾊﾞﾗﾝｽよく含まれており､一度味わうと良さがよく
分かります｡

￥600　常温　賞味：1年　偶週号  翌週海の精

44616 ハーブソルト　詰め替え用　55g

原:焼塩/ﾄﾞﾗｲﾊｰﾌﾞ（ﾊﾞｼﾞﾙ/ｵﾚｶﾞﾉ/ﾊﾟｾﾘ/ﾀｲﾑ）　説:詰替用です｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界
値約1Bq/kgで不検出｡

￥320　常温　賞味：2年　偶週号  翌週海の精

651 手づくり香辛料　黒コショー荒びき　20g

原:ﾏﾚｰｼｱ産黒ｺｼｮｳ　説:粒黒ｺｼｮｳを果皮ごと粗挽きしました｡あらゆる料理のｱｸｾﾝﾄに｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡
製造工場地:大阪｡

￥340　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

28013 ペッパーソルト　55g

原:焼き塩/黒胡椒/白胡椒　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡｢海の
精･やきしお｣と香り高くまろやかなｺｼｮｳをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしました｡塩ｺｼｮｳを均一にふりたい魚介や肉の
下ごしらえに｡炒め物､煮込み料理､ﾊﾟｽﾀ料理などに｡

￥480　常温　賞味：1年　偶週号  翌週海の精

36204 やきしお・スタンドパック　150g

原:海水100％　説:放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不検出｡伊豆大島のにがり
成分の多い自然海塩をさらさらの焼き塩にしました｡ｺｸのあるのにﾏｲﾙﾄﾞな味｡ﾆｶﾞﾘ成分の多い
しっとりした伝統海塩を完全に焼ききるのはとても困難ですが､伊勢神宮､御塩殿神社に伝わ
る日本古式の製法を参考にした壷焼塩です｡600℃以上の高温で長時間かけて焼き上げていま

￥560　常温　賞味：̶　偶週号  翌週海の精

44615 ペッパーソルト　詰め替え用　55g

原:焼き塩/黒胡椒/白胡椒　説:詰替用です｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界値約1Bq/kgで不
検出｡

￥320　常温　賞味：2年　偶週号  翌週海の精

652 手づくり香辛料　白コショー　20g

原:ﾏﾚｰｼｱ産白ｺｼｮｳ　説:完熟したｺｼｮｳの果皮を取り除き､粉末状にしました｡あらゆる料理の味を
引き立てます｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡製造工場地:大阪｡

￥320　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

47070 ￥570ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ にんにくペースト
常
温
365日 毎号

70g
原:熊本産農薬･化学肥料不使用ﾆﾝﾆｸ /塩 /発酵調味液(魚醤/焼酎/穀物発酵液)　説:製造工場
地:福岡｡放射能検査結果(同一原料使用のｺﾁｭｼﾞｬﾝで測定/2013 . 2 . 25現在) :検出限界3Bq /kgで
不検出｡自家製ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞや刺身醤油などの薬味として｡ﾁｬｰﾊﾝや野菜炒めなどの炒め物､ｶﾚｰ､

翌週



-51- ※表示価格は全て税抜き価格です。

655 手づくり香辛料　からし　20g

原:ｶﾅﾀﾞ産洋ｶﾗｼ　説:ﾏｽﾀｰﾄﾞの種を無着色のまま粉末状にしました｡ぬるま湯で練ると強い辛みを
お楽しみいただけます｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡製造工場地:大阪｡

￥250　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週向井

29191 手づくり香辛料　わさび　20g

原:中国産西洋ﾜｻﾋﾞ　説:西洋わさびを粉末にしたｼｬｰﾌﾟな強い辛味と旨味が特徴の粉わさびで
す｡広大な畑で栽培した西洋わさび(ﾎｰｽﾗﾃﾞｨｯｼｭ)の香りと味をいつでも楽しめるよう､無着色の
まま粉末にしました｡水で練ってお召し上がり下さい｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡

￥300　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

24598 手づくり香辛料　山椒　5g

原:山椒(和歌山)　説:製造工場地:大阪｡大粒の山椒の実を舌ざわりをよくするために種を取り除
き､粗挽きにしました｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡製造工場地:大阪｡

￥480　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

33888 旨味本来・生わさび　ﾁｭｰﾌﾞ入り　40g

原:還元水飴(non-gmoﾄｳﾓﾛｺｼ)/国産(西洋ﾜｻﾋﾞ/本ﾜｻﾋﾞ)/食塩(ﾐﾈﾗﾙ分の残った原塩)/植物油脂/内堀醸造ﾘﾝ
ｺﾞ酢/馬鈴薯繊維/澱粉(non-gmoﾄｳﾓﾛｺｼ)/増粘剤(ﾀﾋﾟｵｶ由来加工澱粉)/着色料(紅麹/ｸﾁﾅｼ)/香辛料抽出物
　説:製造工場地:名古屋｡放射能検査結果(2014.3.10現在):検出下限値
(I-131)3Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡お刺身､ざるそば､お茶漬け､手巻き寿司など

￥350　常温　賞味：8ヶ月　奇週号  翌週ﾑｿｰ

33886 旨味本来・からし　ﾁｭｰﾌﾞ入り　40g

原:還元水飴(non-gmoﾄｳﾓﾛｺｼ)/ｶﾅﾀﾞ産和ｶﾗｼ/植物油脂/食塩(ﾐﾈﾗﾙ分の残った原塩)/澱粉(non-gmoﾄｳﾓﾛｺｼ)/
増粘剤(ﾀﾋﾟｵｶ由来加工澱粉)香辛料抽出物/ｳｺﾝ　説:製造工場地:名古屋｡放射能検査結果(2014.3.10現
在):検出下限値(I-131)3Bq/kg･(Cs-137)3Bq/kg･(Cs-134)3Bq/kgで不検出｡おでん･焼売･ﾄﾝｶﾂ･豚の角煮な
ど､お好みで適量ご使用下さい｡

￥350　常温　賞味：8ヶ月　奇週号  翌週ﾑｿｰ

1467 手づくり香辛料　一味　20g

原:本鷹唐辛子(岐阜･島根･滋賀等)　説:国産の唐辛子を職人が丁寧にじっくりと煎り上げまし
た｡浅煎りとうがらしで色味と辛みを出し､深煎りとうがらしで香ばしさを引きだし､絶妙なﾊﾞ
ﾗﾝｽでﾌﾞﾚﾝﾄﾞしています｡浅煎りと深煎りをﾌﾞﾚﾝﾄﾞすることで様々なお料理の味を引き立てる一
味ができあがります｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ入り｡製造工場地:大阪｡

￥360　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

28912 香辛料・軸付タカの爪　5g

原:岐阜･島根･滋賀等産さや唐辛子　説:国産ﾀｶの爪の中から小粒で形のいいものを選び､軸付き
のまま仕上げています｡風味豊かで､軸の緑と赤の色合いが料理に美しい彩りを添えます｡

￥300　常温　賞味：1年　毎号  翌週向井

1466 手づくり香辛料　七味　15g

原:本鷹唐辛子(岐阜･滋賀等)/ﾄﾙｺ産金ｺﾞﾏ/山椒(滋賀･石川･和歌山等)/高知産糸青ﾉﾘ/ﾁﾝﾋﾟ(大阪･和歌
山･徳島等)/中国産おの実/ﾄﾙｺ産けしの実　説:七種の香辛料を配合｡唐辛子の辛みと山椒の清涼
感のある味を効かせた独特な風味が特長です｡製造工場地:大阪｡ｱﾙﾐﾊﾟｯｸ｡

￥410　常温　賞味：90日　毎号  翌週向井

56687 ￥250井上ｽﾊﾟｲｽ  特選カレーパウダー
常
温
1年 毎号

20g
原:ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ(ﾓﾛｯｺ)/ｸﾐﾝ/ｳｺﾝ/ｶﾙﾀﾞﾓﾝ/ﾅﾂﾒｸﾞ/ﾌｪﾝﾈﾙ/ﾌｪﾇｸﾞﾘｰｸ/陳皮/ｼﾅﾓﾝ/ｸﾛｰﾌﾞ/唐辛子/ｽﾀｰｱﾆｽ/ｼﾞ
ﾝ ｼ ﾞ ｬ ｰ　説:手づくりｶﾚｰには1人分につき2~3杯を目安にご使用下さい｡下味として肉に揉
み込んだり､仕上げに少量足すとさらに香り高いｶﾚｰに仕上がります｡ﾋﾟﾗﾌやｷﾝﾋﾟﾗ､ﾀﾝﾄﾞﾘｰﾁ

翌週

23034 有機  純正  醤油（濃口）紙パック入　550ml

原:有機大豆(中国･米産)/有機小麦(米産)/天日塩(豪産)　説:有機農法産の大豆と小麦を天日塩と
ともに仕込みました｡醤油造りに最適な気候･風土に恵まれた小豆島で昔ながらの“古式天然
醸造”によって長期間熟成させた醤油です｡遺伝子組み換え大豆は使用していません｡

￥610　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

9516 天然醸造　杉桶  醤油　900　900ml

原:国産大豆/国産小麦/天日塩　説:｢古式天然醸造法｣を忠実に守りじっくりと育て上げたこだわ
りの逸品｡塩分含有量14.5％｡遺伝子組み換え大豆は使用していません｡

￥1100　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

9517 天然醸造　杉桶 醤油　1800　1.8L

原:国産大豆/国産小麦/天日塩　説:｢古式天然醸造法｣を忠実に守りじっくりと育て上げたこだわ
りの逸品｡塩分含有量14.5％｡遺伝子組み換え大豆は使用していません｡

￥2050　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

9527 再仕込  醤油（さしみ用）360　360ml

原:non-gmo大豆(ｱﾒﾘｶ他)/non-gmo小麦(ｶﾅﾀﾞ他)/天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ)　説:一度仕込んだ生醤油にさら
に同一原料（大豆/小麦）を仕込､1年間熟成させた醤油｡味､ｺｸとも最高｡お刺身､焼魚にかけ醤
油として｡遺伝子組み換え大豆は使用していません｡

￥570　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

2539 純正  醤油　淡口　紙パック　550ml

原:大豆(ｱﾒﾘｶ他)/小麦(ｶﾅﾀﾞ他)/天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ)　説:紙ﾊﾟｯｸ入りの純正醤油です｡軽くて強くて
安全です｡塩分含有量14.5%｡遺伝子組み換え大豆は使用していません｡

￥486　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

37876 国産　有機しょうゆ　300ml

原:国産有機大豆(石川)/国産有機小麦(岩手)/天日塩(ﾒｷｼｺ産)　説:醤油造りに最適な気候･風土に恵
まれた小豆島で､昔ながらの古式醸造によって熟成させた醤油です｡醤油の麹菌に最適な三十
石杉桶でじっくり熟成させておりますので､味･ｺｸ･香りは最高です｡遺伝子組み換え大豆は使
用していません｡

￥767　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

9528 ￥911ﾏﾙｼﾏ 穀醤（こくびしお）500
常
温
2年 毎号

500ml
原:non-gmo大豆(ｱﾒﾘｶ他)/non-gmo小麦(ｶﾅﾀﾞ他)/天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ)　説:醤油造りにおい
て四百年の伝統ある小豆島で伝承された製法そのままに再現した特濃超特選醤油です｡遺
伝子組み換え大豆は使用していません｡

翌週

9529 ￥1456ﾏﾙｼﾏ 穀醤（こくびしお）900
常
温
2年 毎号

900ml
原:non-gmo大豆(ｱﾒﾘｶ他)/non-gmo小麦(ｶﾅﾀﾞ他)/天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ)　説:醤油造りにおい
て四百年の伝統ある小豆島で伝承された製法そのままに再現した特濃超特選醤油です｡遺
伝子組み換え大豆は使用していません｡

翌週

37875 ￥489ﾏﾙｼﾏ  国産　有機しょうゆ
常
温
2年 毎号

150ml
原:国内産有機大豆/国内産有機小麦/天日塩（ﾒｷｼ ｺ産）　説:醤油造りに最適な気候･風土に
恵まれた小豆島で､昔ながらの古式醸造によって熟成させた醤油です｡醤油の麹菌に最適な
三十石杉桶でじっくり熟成させておりますので､味･ｺ ｸ ･香りは最高です｡遺伝子組み換え大

翌週

505 だし入り・かけ醤油　400ml

原:本醸造醤油/喜界島粗精糖/焼津鰹節/魚介ｴｷｽ/味醂/北海道産昆布　説:製造工場地:長崎｡放射能
検査結果(2012.2.8現在):検出限界10Bq/kgで不検出｡ﾏｲﾙﾄﾞで甘口ﾀｲﾌﾟのかけ専用醤油です｡塩分を普
通の醤油の半分以下､8％に抑えてありますので､塩分を気にされている方も普通の醤油と同じ
ようにご使用頂けます｡焼魚､天ぷら､生卵､とろろ､冷奴､生野菜､漬物､卵焼､納豆などに｡詳しい

￥470　常温　賞味：1年　毎号  翌週長工

44230 熟成しょうゆ　720ml

原:国産丸大豆(滋賀)/国産小麦(愛知)/天日塩(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/鈴鹿山系伏流水　説:製造工場地:滋
賀｡2014.11.20現在2011.3.11以前の原料使用｡2015.1月頃から仕込むものが3.11以降の原料に変更予
定｡国産の厳選した丸大豆と小麦を使い､一切の添加物を使用せず､昔ながらの醤油を育てまし
た｡江戸時代から脈々と蔵に棲みつく微生物を宝として､納得できるまで手をかけた醤油には

￥1410　常温　賞味：1年　毎号  翌週丸中

1894 長崎みそ（麦みそ）　1kg

原:長崎･大分産裸麦/ｶﾅﾀﾞ産non-gmo大豆/長崎産食塩/酵母･乳酸菌/種麹　説:製造工場地:長崎｡くせ
のないあっさりした風味と上品な味のちょっと甘口九州味噌です｡塩分10.5％｡大豆1に対して
麹2.2の割合でたっぷりの麹を使用しています｡裸麦は2012年2月頃､大豆は2013年に切り替わる
予定｡

￥770　冷蔵　賞味：6ヶ月　毎号  翌週長工

35685 白みそ　250g

原:白米/大豆/食塩　説:製造工場地:岡山｡国産米､国産大豆と沖縄ｼﾏﾏｰｽ塩のみで添加物を一切使
用しないで造ったうまみの多い白みそです｡原料米は多産地米を仕入れているので産地特定は
できません｡

￥250　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾏﾙｸﾗ

3937 無双信州味噌　450g

原:米(長野)/大豆(長野)/食塩(ﾒｷｼｺ･ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･沖縄(ｼﾏﾏｰｽ))　説:長野県の契約栽培の米･大豆を使用し､
仕込み､醸造に至るまでこだわりぬいた天然醸造の信州味噌です｡自然の温度のままゆっくり
と半年以上長期熟成させた天然醸造の味噌｡加熱処理をしていない生味噌ですので乳酸菌や酵
母や酵素が生きています｡酒精不使用｡栄養成分(100gあたり)ｴﾈﾙｷﾞｰ181kcal/ﾀﾝﾊﾟｸ質9.1g/脂質4.0g/炭

￥680　冷蔵　賞味：10ヶ月　偶週号  翌週ﾑｿｰ

1369 富士すし酢　360ml

原:米酢/ﾊﾁﾐﾂ/粗糖/天塩　説:製造工場地:京都｡炊きたてのご飯に合わせるだけで｢お寿司屋さんよ
り美味しい｣と評判のすし飯が簡単に作れる寿司用合わせ酢｡甘味に蜂蜜と粗糖を使用してい
るのでｺｸと旨味がしっかりあり｢純米富士酢｣の力で翌日まで酸味が飛ばずおいしい酢飯に｡さ
らに蜂蜜の効果でごはんはしっとり柔らか｡ちらし寿司､にぎり寿司､いなり寿司､巻き寿司な

￥700　常温　賞味：1年　毎号  翌週飯尾

41394 富士すのもの酢　360ml

原:飯尾純米酢/日東白たまり(北海道産小麦/食塩/焼酎)/角谷三河本ﾐﾘﾝ/国産粗糖/枕崎産鰹節/北海
道産昆布　説:製造工場地:京都｡野菜や海藻などの下ごしらえした素材にかけるだけで､あっと
いうまに美味しい酢の物の出来上がり｡天然だしを利かせた｢ﾂﾝとしない味｣なので､酢の物が
苦手という方に特にもおすすめ｡昆布と鰹節から丁寧に引いた天然だしと｢純米富士酢｣を合わ

￥700　常温　賞味：1年　毎号  翌週飯尾

42800 富士ピクル酢　360ml

原:国産農薬不使用栽培米使用酢/粗糖/天塩/有機ﾄﾞﾗｲﾄﾏﾄ/有機香辛料　説:製造工場地:京都｡生野菜
をそのまま漬けるだけで､美味しいﾋﾟｸﾙｽが簡単に出来上がります｡きゅうり､大根､にんじん､か
ぶら､ｷｬﾍﾞﾂ､ｾﾛﾘ､長芋､ｽﾞｯｷｰﾆ､ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ､ﾊﾟﾌﾟﾘｶ⋯｡お好みの生野菜を切ってｼﾞｯﾊﾟｰ付き保存袋に入れ､
その1/3量の｢富士ﾋﾟｸﾙ酢｣に漬けて下さい｡冷蔵庫に保存し､まる1日経てば食べごろ｡生で食べら

￥700　常温　賞味：1年　毎号  翌週飯尾

53916 カンタン　八芳酢　360ml

原:醸造酢(米酢(米:岐阜)/ﾘﾝｺﾞ酢(ﾘﾝｺﾞ:長野))/砂糖(甜菜糖:北海道)/食塩(天日塩:ﾒｷｼｺ)/昆布鰹だし(利
尻昆布:北海道/鰹節:鹿児島/)/ﾚﾓﾝ果汁(広島･愛媛)　説:これ一本で様々なお酢料理が簡単に作れる
八芳酢｡砂糖や塩などを合わせる必要がないから､旬の素材にかけるだけ､漬けるだけで美味し
く味が決まります｡甘さ控えめの印象で､さっぱりと爽やかな後味の調味酢｡化学調味料､果糖

￥470　常温　賞味：1年　毎号  翌週ﾑｿｰ

40750 富士玄米黒酢　500ml

原:国産農薬不使用栽培玄米　説:製造工場地:京都｡酸度4.5％｡原料は京都･丹後の山里で農薬を
使わずに栽培した玄米と良質の水のみ｡古式静置発酵の後､ゆっくりと長期熟成させて造った
玄米黒酢｡人間の体に必要な天然のｱﾐﾉ酸を100mlあたり1000mgも含んでおり､体内でつくること
のできない必須ｱﾐﾉ酸もﾊﾞﾗﾝｽよく含んでいます｡水､ｼﾞｭｰｽなどで5~8倍程度に薄めてお飲み下さ

￥1900　対外　賞味：3年　毎号  翌週飯尾

40751 富士玄米黒酢　900ml

原:国産農薬不使用栽培玄米　説:製造工場地:京都｡酸度4.5％｡原料は京都･丹後の山里で農薬を
使わずに栽培した玄米と良質の水のみ｡古式静置発酵の後､ゆっくりと長期熟成させて造った
玄米黒酢｡人間の体に必要な天然のｱﾐﾉ酸を100mlあたり1000mgも含んでおり､体内でつくること
のできない必須ｱﾐﾉ酸もﾊﾞﾗﾝｽよく含んでいます｡水､ｼﾞｭｰｽなどで5~8倍程度に薄めてお飲み下さ

￥3000　対外　賞味：̶　毎号  翌週飯尾

39514 純りんご酢　500ml

原:国産ﾘﾝｺﾞ果汁　説:製造工場地:岐阜｡放射能検査結果(2013.3.25現在):検出限界10Bq/kgで不検出｡
酸度4.5％｡厳選した絞りたてのﾘﾝｺﾞ果汁から造ったｱｯﾌﾟﾙﾜｲﾝをそのまま酢にしました｡ﾊﾞｰﾓﾝﾄﾄﾞﾘﾝ
ｸ：ﾘﾝｺﾞ酢1にﾊﾁﾐﾂ2を加えて水や炭酸水で4~5倍に薄めてお飲み下さい｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ：油と酢は3:1､
あとはお好みにより塩･胡椒･ｽﾊﾟｲｽで味を整えます｡

￥530　常温　賞味：2年　奇週号  翌週内掘

1719 有機　ゆず果汁　100ml

原:有機ゆず果汁(徳島)100％
￥620　常温　賞味：9ヶ月　毎号  翌週ﾋｶﾘ

1720 OGレモン100％しぼりたて　180ml

原:ｲﾀﾘｱ産ｵｰｶﾞﾆｯｸﾚﾓﾝ　説:有機ﾚﾓﾝのｽﾄﾚｰﾄ果汁100％｡自家製ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞの調味に｡焼き魚やお刺身に生
ﾚﾓﾝと同様にお使いいただけます｡また､ﾚﾓﾈｰﾄﾞや焼酎などを割っても美味しくお飲みいただけ
ます｡

￥500　常温　賞味：9ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

46085 ゆずぽん酢　300ml

原:non-gmo大豆使用醤油(福井･北海道･ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾒｷｼｺ産原料)/醸造酢(広島･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾊﾟｷｽﾀﾝ産原料)/
橙果汁(広島･愛媛産)/鹿児島産粗糖/ﾐﾘﾝ(日本･ﾀｲ･ｱﾒﾘｶ･南米･ｱｼﾞｱ産原料)/徳島産柚子果汁/酵母ｴｷｽ(ﾌ
ﾗﾝｽ産酵母使用)/愛媛産ｶﾂｵﾀﾞｼ　説:製造工場地:香川｡放射能検査結果(2013.5.23現在):検出限界1Bq/kg
で不検出｡鍋物､湯豆腐､焼肉､生野菜等､ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞやかけ醤油の変わりに幅広くご利用頂けます｡

￥530　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

8134 割烹ぽん酢　ゆずの香　400ml

原:non-gmo大豆使用醤油(福井･北海道･ｱﾒﾘｶ･ｶﾅﾀﾞ･ﾒｷｼｺ産原料)/醸造酢(広島･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾊﾟｷｽﾀﾝ産原料)/
橙果汁(広島･愛媛産)/鹿児島産粗糖/ﾐﾘﾝ(日本･ﾀｲ･ｱﾒﾘｶ･南米･ｱｼﾞｱ産原料)/徳島産柚子果汁/酵母ｴｷｽ(ﾌ
ﾗﾝｽ産酵母使用)/愛媛産ｶﾂｵﾀﾞｼ　説:製造工場地:香川｡国内産ゆず果汁を漉さずにたっぷり使用し
ました｡さわやかな酸味とゆずの香りがお料理を引き立てます｡

￥700　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

43307 有機　ぽん酢しょうゆ　250ml

原:有機醤油/有機米酢/有機ゆず/麦芽水飴/食塩/有機ゆこう/有機すだち/有機米発酵調味料/昆布/乾
椎茸　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｡

￥430　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

36050 職人の夢・有機すだちぽん酢　180ml

原:有機JAS認定品/有機醤油（大豆（遺伝子組み換えでない）､小麦を含む）/有機ｽﾀﾞﾁ/有機ﾕｽﾞ/
麦芽水飴/食塩（天日乾燥原塩）/有機米発酵調味料/有機ﾕｺｳ/昆布/椎茸　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｡柑橘を贅沢に使用して､造り手の想い
を込めた有機ぽん酢です｡

￥620　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ



-52- ※表示価格は全て税抜き価格です。

5530 ゆず醤油・かけぽん　400ml

原:本醸造淡口醤油/長崎産穀物醸造酢/三温糖/高知産ゆず果汁/みりん/魚介ｴｷｽ　説:製造工場地:長
崎｡放射能検査結果(2012.2.3現在):検出限界値10Bp/kgで不検出｡うすくち醤油をﾍﾞｰｽにしたゆず風
味ﾎﾟﾝ酢醤油｡塩分10％｡ﾏｲﾙﾄﾞな味わいのうす色ﾀｲﾌﾟ｡詳しい原材料/本醸造醤油（ｶﾅﾀﾞ産小麦/北米
産非遺伝子組換大豆/国産米/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ﾒｷｼｺ産塩）/味醂（国産もち米･米･米麹･ｱﾙｺｰﾙ･糖類）､魚介ｴ

￥470　常温　賞味：1年　毎号  翌週長工

40754 富士ゆずぽん酢　360ml

原:本醸造再仕込醤油'(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･鳥取産大豆/国産小麦)/国産(ﾕｽﾞ･ｶﾎﾞｽ果汁/米酢/粗糖/鰹節/昆布)　説:
製造工場地:京都｡完熟したゆずとかぼすのたっぷり果汁｡蔵人が昆布と鰹節から丁寧に一番だ
しを取り､すべて天然の原料だけで調合｡徳島のゆず果汁と､大分かぼす果汁｡北海道の利尻昆
布｡鹿児島の鰹節と粗糖｡そして､国産大豆100％の丸大豆醤油と｢純米富士酢｣｡鍋物､湯豆腐､冷

￥900　対外　賞味：8ヶ月　毎号  翌週飯尾

1687 みやこの料理酒　500ml

原:島根産米/国内産米こうじ/自然塩(海の精)　説:酒造好適米｢五百万石｣で純米酒を作り､海の精
を2％加えた料理用のお酒です｡原料である米からのｱﾐﾉ酸（旨味成分）と食塩を加えた料理酒
です｡醤油は控えめにしてください｡食塩が十分に含まれているので､基本的にお料理の際に食
塩の添加は必要ありません｡製造工場地:島根｡※酒類は未成年の方には販売できません｡

￥720　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾑｿｰ

1417 有機本格　三河みりん　500ml

原:有機無農薬栽培もち米(宮城･山形)/米こうじ(愛知)/自家醸造本格焼酎(山形)　説:自然の生態
系の中で育てられた国内の有機米を原料に本場三河伝承の醸造法で造られ濃醇で深い味わい
に仕上がりました｡素材を引き立て旨み､ｺｸに優れる割烹調味料だけでなく､餅米の爽やかな甘
さと芳醇な味わいは｢和のﾘｷｭｰﾙ｣としてもお召し上がりください｡製造工場地:愛知｡14.3.11最終製

￥1040　常温　賞味：1年　毎号  翌週角谷商店

1015 三河みりん　700ml

原:精製吟味餅米(佐賀/北海道)/米こうじ(愛知)/自家醸造本格焼酎(山形)　説:餅米由来の甘さは上
品できれがよく､お米自体の旨みとあわせて素材のおいしさを一段と引き立てます｡割烹調味
料だけでなく滋養豊かなお酒としても楽しめます｡製造工場地:愛知｡14.3.11最終製品段階での放
射能測定結果：検出下限値(I-131)１Bq/kg･(Cs-137)１Bq/kg･(Cs-134)１Bq/kgで検出せず｡※酒類は未

￥1020　常温　賞味：1年　毎号  翌週角谷商店

529 味の母（みりん風味）　1.8L　1本

原:国産米/米麹/食塩　説:日本酒の基となる｢もろみ(原酒)｣からできた料理用発酵調味料です｡日
本酒のように臭みを取り味をよく浸透させます｡みりんのように甘み旨みを加え､てり､つやを
出します｡焼き物､煮物､そばつゆなどにお試し下さい｡原料米は多産地米を仕入れているので
産地特定はできません｡放射性物質測定結果(2020.3.4現在):検出下限値

￥1820　常温　賞味：1年　毎号  翌週味の一

530 味の母（みりん風味）　720ml　1本

原:国産米/米麹/食塩　説:日本酒の基となる｢もろみ(原酒)｣からできた料理用発酵調味料です｡日
本酒のように臭みを取り味をよく浸透させます｡みりんのように甘み旨みを加え､てり､つやを
出します｡焼き物､煮物､そばつゆなどにお試し下さい｡原料米は多産地米を仕入れているので
産地特定はできません｡放射性物質測定結果(2020.3.4現在):検出下限値

￥850　常温　賞味：1年　毎号  翌週味の一

563 煎らずに搾った　胡麻油　165g　1本

原:ﾐｬﾝﾏｰ･ﾅｲｼﾞｪﾘｱ産白ｺﾞﾏ　説:厳選した白ｺﾞﾏを低温圧搾法で搾ったｺﾞﾏ油｡色が淡く香りもほとん
どありませんので､どんな料理にも幅広くお使いいただけます｡製造工場地:三重･滋賀｡

￥720　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾑｿｰ

562 圧搾一番しぼり　胡麻油　165g　1本

原:ﾅｲｼﾞｪﾘｱ･ﾐｬﾝﾏｰ産ｺﾞﾏ　説:厳選した白ｺﾞﾏを強く炒り圧搾法で搾った､色濃く特有の香りの強い
ｺﾞﾏ油です｡手軽な卓上ｻｲｽﾞ｡ｺﾞﾏ風味の味つけが手軽にできます｡製造工場地:三重､滋賀｡

￥700　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾑｿｰ

564 一番搾り胡麻油使用　辣油（ラー油）　45g

原:ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ産ごま/中国産唐辛子/山口県産ﾈｷﾞ/国内産ﾆﾝﾆｸ/国内産生姜/中国産山椒/ﾍﾞﾄﾅﾑ産桂皮/中国
産八角/中国産陳皮　説:一番搾りの胡麻油を使用したﾗｰ油です｡唐辛子の辛さだけでなく７種
類の香辛料のうま味と胡麻油のもつうま味が凝縮した逸品です｡

￥600　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾑｿｰ

44617 国産なたねサラダ油　450g

原:北海道産食用ﾅﾀﾈ　説:製造工場地:福岡｡2013.5.12現在放射能検査結果(国産なたね油で検査):検
出下限値10Bq/kgで不検出｡昔ながらの圧搾一番しぼりのﾅﾀﾈ油を溶剤を使わない湯洗いなどの
方法で精製し使い勝手のよいｻﾗﾀﾞ油に仕上げました｡ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞなどの生食はもちろん､揚げ物､炒
め物､お菓子作りなどに｡

￥900　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾑｿｰ

26795 純正なたねサラダ油（紙パック）　1250g

原:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾅﾀﾈ油　説:遺伝子組み換えされていない菜種原料の圧搾一番しぼり油のみを使用
しています｡紙ﾊﾟｯｸ入りで使用後は小さく折りたたんで処理できます｡

￥1520　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾑｿｰ

2836 OGEXﾊﾞｰｼﾞﾝ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（Olivalle）　180g

原:ｽﾍﾟｲﾝ･ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ産有機ｵﾘｰﾌﾞ（有機JAS認定商品）　説:製造工場地:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ｡ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞ油は
ﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙの中でも酸度やｵｲﾙに含まれる成分､専門家による味と香りといった官能検査に
より最高の評価を受けたｵﾘｰﾌﾞ油です｡化学薬品や熱を一切加えず果実を搾ったｵｲﾙをﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘ
ｰﾌﾞｵｲﾙといいます｡ｻﾗﾀﾞやﾊﾟｽﾀなどの料理の仕上げにかけて下さい｡ﾊﾟﾝに付けて...｡炒め物､揚げ物

￥840　常温　賞味：540日　毎号  翌週むそう商事

37646 OGEXﾊﾞｰｼﾞﾝ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（Olivalle）　460g

原:ｽﾍﾟｲﾝ産ｵｰｶﾞﾆｯｸｵﾘｰﾌﾞ　説:製造工場地:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ｡有機JAS認定｡ｽﾍﾟｲﾝ南部ｱﾝﾀﾞﾙｼｱ､そこで一つ一つ
手で摘まれた有機栽培ｵﾘｰﾌﾞを使用したｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞ油です｡ｻﾗﾀﾞやﾊﾟｽﾀなどの料理の仕上げ
にかけてください｡ﾊﾟﾝに付けたり､炒め物･揚げ物にも｡化学薬品や熱を一切加えず果実を搾っ
たｵｲﾙをﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙといいます｡ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙはﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙの中でも酸度やｵｲﾙに含ま

￥1850　常温　賞味：540日　毎号  翌週むそう商事

34662 まいにちのこめ油（旧）みづほ  こめ油　1500g

原:国産米油(国内各地の精米所から米ぬかを集めて抽出するため産地の特定は不可)　説:製造
工場地:山形｡放射性物質測定結果(2017.3.15現在):検出下限値(ﾖｳ素I-131)0.90Bq/kg･(ｾｼｳﾑ
Cs-134)1.2Bq/kg･(ｾｼｳﾑCs-137)1.1Bq/kgで不検出｡国産原料(玄米表皮と胚芽)から搾った遺伝子組み換
えの心配のない植物油です｡加熱安定性に優れているので揚げ物､炒め物にも適しています｡ｺﾚ

￥1260　常温　賞味：2年　毎号  翌週三和

52319 ｲﾝｶｸﾞﾘｰﾝﾅｯﾂ　インカインチオイル　180g

原:ｻﾁｬｲﾝ種子(ﾍﾟﾙｰ)　説:南米で古くから食されてきたｲﾝｶｸﾞﾘｰﾝﾅｯﾂの種子(農薬を使用しない農法
で栽培)を搾った無添加･未精製のｵｲﾙです｡野菜との相性が抜群でｻﾗﾀﾞﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞに最適｡豆類や豆
腐などの植物性ﾀﾝﾊﾟｸ質との相性もよく､豆ｽｰﾌﾟの仕上げや納豆に混ぜると香ばしさと味わいが
ﾌﾟﾗｽされます｡醤油や味噌などの発酵調味料とも合うので和食の総菜に少量回しかけると素材

￥1650　常温　賞味：540日　毎号  翌週ｱﾙｺｲﾘｽ

821 菜種無添加ｻﾗﾀﾞ油(非遺伝子組換)丸缶　800g

原:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産/ﾌﾗﾝｽ産ｷｬﾉｰﾗ菜種種子100％　説:製造工場地:福岡｡たれにくいｶﾊﾞｰのついた使いやす
いｻｲｽﾞの丸缶/一番搾りの圧搾油のみ使用/湯洗い法にて油を傷めることなく製造しております
のでｺｼが強くまろやかです/通常のｻﾗﾀﾞ油に比べて若干色が濃い/Genetic/ICS（ｱﾒﾘｶ･ｱｲｵﾜ州）への
GMO（遺伝子組み換え）混入の分析検査済み

￥1187　常温　賞味：2年　毎号  翌週石橋

26794 純正なたねサラダ油（紙パック）　600g

原:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産ﾅﾀﾈ油　説:遺伝子組み換えされていない菜種原料の圧搾一番しぼり油のみを使用
しています｡紙ﾊﾟｯｸ入りで使用後は小さく折りたたんで処理できます｡

￥870　常温　賞味：2年　奇週号  翌週ﾑｿｰ

3704 マヨネーズ・甘口　※入荷不安定　300g

原:食用菜種油(遺伝子組み換えの混入を防ぐため分別)(圧搾一番絞り)/有精卵/ｵｰｶﾞﾆｯｸﾘﾝｺﾞ酢/自然
塩(海の精)/国産百花蜜/香辛料(ﾏｽﾀｰﾄﾞ/胡椒/ｶﾞｰﾘｯｸ/ｼﾞﾝｼﾞｬｰ)　説:平飼いの新鮮な卵をはじめ､厳選
した原材料だけで作った究極のﾏﾖﾈｰｽﾞです｡甘口と辛口の違いはﾏｽﾀｰﾄﾞの量の違いです｡製造工
場地:埼玉｡放射能検査結果(2013.5.23現在):検出限界値0.39~0.65Bq/kgで不検出｡

￥545　冷蔵　賞味：6ヶ月　毎号  翌週松田

3706 マヨネーズ・辛口　※入荷不安定　300g

原:食用菜種油(遺伝子組み換えの混入を防ぐため分別)(圧搾一番絞り)/有精卵/ｵｰｶﾞﾆｯｸﾘﾝｺﾞ酢/自然
塩(海の精)/国産百花蜜/香辛料(ﾏｽﾀｰﾄﾞ/胡椒/ｶﾞｰﾘｯｸ/ｼﾞﾝｼﾞｬｰ)　説:平飼いの新鮮な卵をはじめ､厳選
した原材料だけで作った究極のﾏﾖﾈｰｽﾞです｡甘口と辛口の違いはﾏｽﾀｰﾄﾞの量の違いです｡製造工
場地:埼玉｡放射能検査結果(2013.5.23現在):検出限界値0.39~0.65Bq/kgで不検出｡

￥545　冷蔵　賞味：6ヶ月　毎号  翌週松田

8325 平飼い鶏の有精卵マヨネーズ　290g

原:菜種油/卵/有機ﾘﾝｺﾞ酢/果実酢(瀬戸内ﾚﾓﾝ酢)/砂糖/食塩/香辛料(ﾏｽﾀｰﾄﾞ)　説:製造工場地:大阪｡星形
と細口のﾀﾞﾌﾞﾙｷｬｯﾌﾟ｡醸造酢を有機ﾘﾝｺﾞ酢と瀬戸内ﾚﾓﾝ酢にし､さわやかな酸味に仕上げました｡

￥530　冷蔵　賞味：180日　毎号  翌週ﾑｿｰ

587 べに花マヨネーズ　チューブ　300g

原:食用植物油脂(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/ｱﾒﾘｶ･ﾒｷｼｺ産ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ油)/国産卵黄/醸造酢/砂糖(国産甜菜
糖)/食塩/香辛料/(原材料の一部に小麦を含む)　説:圧搾一番しぼりのべに花一番(高ｵﾚｲﾝ酸ﾀｲﾌﾟ)油
を使用｡軽い風味のﾏﾖﾈｰｽﾞです｡放射能検査結果(2013.6.17現在):検出限界1.0~2.3Bq/kgで不検出｡

￥490　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週創健

586 べに花マヨネーズ　チューブ　500g

原:食用植物油脂(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ産non-gmo菜種油/ｱﾒﾘｶ･ﾒｷｼｺ産ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ油)/国産卵黄/醸造酢/砂糖(国産甜菜
糖)/食塩/香辛料/(原材料の一部に小麦を含む)　説:圧搾一番しぼりのべに花一番(高ｵﾚｲﾝ酸ﾀｲﾌﾟ)油
を使用｡軽い風味のﾏﾖﾈｰｽﾞです｡放射能検査結果(2013.6.17現在):検出限界1.0~2.3Bq/kgで不検出｡

￥720　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週創健

29165 果実の恵み・ドレッシング　200ml

原:有機醸造米酢/有機ﾚﾓﾝ/ﾅﾀﾈ油/砂糖/有機ﾕｽﾞ/有機玉ﾈｷﾞ/食塩/有機ゆこう/昆布/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｡柑橘類の果実の甘みと酸味を閉
じ込めたﾌﾚﾝﾁﾀｲﾌﾟのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞです｡

￥410　常温　賞味：9ヶ月　毎号  翌週ﾋｶﾘ

40854 有機  青じそノンオイル  ドレッシング　200ml

原:有機醤油(non-gmo国産有機大豆/国産有機小麦/ﾒｷｼｺ･豪産塩)/有機ﾘﾝｺﾞ酢(ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ﾄﾙｺ他産有
機ﾘﾝｺﾞ)有機醸造酢(国産有機米)/有機砂糖(ﾌﾞﾗｼﾞﾙ他産)/有機ﾚﾓﾝ(ｲﾀﾘｱ･日本他産)/ﾒｷｼｺ･豪産塩/国産有
機青ｼﾞｿ/有機米発酵調味料(国産有機米･米麹/中国産塩/清酒酵母)/国産(梅肉/昆布/有機乾椎茸)　
説:香料･保存料･化学調味料は使用せず､青ｼﾞｿ本来の風味を堪能できるように仕上げました｡ﾉﾝｵ

￥480　常温　賞味：540日　毎号  翌週ﾋｶﾘ

46022 国産なたね油使用･野菜ドレッシング　200ml

原:有機米酢/菜種油/有機玉ﾈｷﾞ/砂糖/醤油/食塩/昆布/有機人参/有機ﾚﾓﾝ/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｡つぶつぶ有機玉ﾈｷﾞの甘みを生かした醤
油ﾍﾞｰｽに国産菜種油を使用したｾﾊﾟﾚｰﾄﾀｲﾌﾟのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞです｡

￥430　常温　賞味：9ヶ月　毎号  翌週ﾋｶﾘ

581 うめしょうゆ有機ドレッシング　200ml

原:有機醤油/有機米酢/有機梅肉/有機玉ﾈｷﾞ/麦芽水飴/有機ﾐｶﾝ/有機人参/食塩/有機ｺﾝﾆｬｸ粉　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｡油を使わず､梅の風味を生か
した爽やかな和風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ｡ｺﾝﾆｬｸ粉でとろみをつけていますので野菜によくからみます｡

￥410　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾋｶﾘ

36678 旬菜健美・胡麻ドレッシング　390ml

原:食用植物油脂(菜種油:ｵｰｽﾄﾗﾘｱ)/醤油/米酢(秋田･兵庫)/砂糖(三温糖)/ｺﾞﾏ(ﾄﾙｺ)/卵黄(京都･兵庫･和歌
山･岡山･愛知･香川等)/香辛料　説:生野菜､温野菜､和え物､冷麺､ﾌﾗｲ､鍋物など様々な料理にご利
用いただけます｡使用前にしっかりﾌﾀをしてよく振ってからお使い下さい｡放射性物質測定結
果(2021.3.10現在):検出下限値(I-131)1Bq/kg･(Cs-134)1Bq/kg･(Cs-137)1Bq/kgで不検出｡製造工場地:大阪｡

￥900　常温　賞味：6ヶ月　毎号  翌週ﾑｿｰ

56478 玉ねぎドレッシング　200ml

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

￥500　常温　賞味：8ヶ月　毎号  翌週冨貴食研

36679 金ごまドレッシング　230ml

原:食用植物油脂/醤油(大豆/小麦/塩含)/米酢/三温糖/ﾄﾙｺ産金ｺﾞﾏ/卵黄/香辛料　説:金ごまを100％使
用し､鉄釜で芯からじっくり焙煎し独自の手すりで仕上げました｡ｺﾞﾏの味と香りを生かしたﾄﾞ
ﾚｯｼﾝｸﾞをご賞味下さい｡分離､沈殿することがありますが品質に問題ございません｡

￥628　常温　賞味：6ヶ月　奇週号  翌週冨貴食研

578 有機トマトケチャップ・チューブ※品薄　300g

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｡

￥390　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

577 トマトケチャップ　400g　ビン入り　1本

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｡

￥500　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾋｶﾘ

570 ウスターソース　900ml

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｡

￥730　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾋｶﾘ

572 濃厚ソース　900ml

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｡

￥730　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

1020 お好みソース　広島そだち　500g

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｡

￥578　常温　賞味：1年　毎号  翌週ﾏﾙｼﾏ

6169 お好みソース　360ml

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｡

￥390　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ



-53- ※表示価格は全て税抜き価格です。

26490 有機　ウスターソース　250ml

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：2年　毎号  翌週ﾋｶﾘ

26491 有機　中濃ソース　250ml

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

26492 有機　濃厚ソース　250ml

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｡

￥420　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

35219 職人の夢　有機　中濃ソース　200ml

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｡

￥500　常温　賞味：540日　毎号  翌週ﾋｶﾘ

45877 お好みソース　関西風・チューブ　300g

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｡

￥340　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

29166 卓上　中濃ソース　360ml

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：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

571 卓上　ウスターソース　360ml

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｡

￥390　常温　賞味：2年　毎号  翌週ﾋｶﾘ

573 卓上　濃厚ソース　360ml

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｡

￥390　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

1360 有機　ピザソース　225g

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｡

￥440　常温　賞味：1年半　毎号  翌週ﾋｶﾘ

1690 オイスターソース　115g

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｡

￥450　常温　賞味：18ヶ月　毎号  翌週ﾋｶﾘ

32810 ￥420ﾑｿｰ  だし亭や・かつおだし　8g×8 1袋

32812 ￥420ﾑｿｰ  だし亭や・いりこだし　8g×8 1袋

5561 ￥1,100ﾏﾙｼﾏ  本枯れ和風だし（顆粒）箱入　8g×24 1個

24001 ￥860長工  有機醤油　京風だしの素　うすいろ 500ml

32811 ￥1,500ﾑｿｰ  だし亭や・かつおだし　8g×30 1箱

32813 ￥1,500ﾑｿｰ  だし亭や・いりこだし　8g×30 1箱

45721 ￥500ﾋｶﾘ  チキンコンソメ・液体タイプ 10g×8

31678 ￥1,250ﾑｿｰ 洋風ｽｰﾌﾟの素･野菜のおかげ徳用  5g×30 1箱

48947 ￥360ﾑｿｰ  野菜でうまみ（食塩無添加） 3.5g×6

26009 ￥390ﾑｿｰ 洋風スープの素･野菜のおかげ  5g×8 1個

51310 ￥250ﾋｶﾘ  有機　肉豆腐の素 100g

51309 ￥250ﾋｶﾘ  有機　もやし味噌炒めの素 100g

50153 ￥250ﾋｶﾘ 有機　青椒肉絲（ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽｰ）の素 100g

50154 ￥250ﾋｶﾘ 有機　回鍋肉（ﾎｲｺｰﾛｰ）の素 100g

584 ￥630ﾋｶﾘ 焼肉のたれ 350g

29559 ￥470長工 飛魚(あご)つゆ 400ml

56480 ￥600冨貴食研  焼肉のたれ 240g

57382 ￥330冨貴食研  純植物性・中華チリの素 130g

57383 ￥330冨貴食研  純植物性・中華うま煮の素 130g

57384 ￥330冨貴食研  純植物性・麻婆豆腐の素 130g

57385 ￥330冨貴食研  純植物性・ジャージャー麺の素 130g

34395 ￥450ﾑｿｰ めんつゆ 360ml

49045 ￥1,450むそう商事  オーガニック　メープルシロップ 330g

45325 ￥600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

38672 ￥277ｻｸﾗ食品  有機　オーガニック  シロップ　8個入 120g

46135 ￥440和田萬  有機　白ごまペースト 80g

46136 ￥440和田萬  有機　黒ごまペースト 80g

1697 ￥925大村屋 絹こし胡麻(白)缶  ※順次容量変更300g→ 270g

1698 ￥925大村屋  絹こし胡麻（黒）缶 270g

24121 ￥550ﾏﾙｼﾏ  手ほぐし　天然紅鮭 60g

1505 ￥390ﾑｿｰ 塩吹昆布 35g

49377 ￥390ﾑｿｰ  海鮮小魚ふりかけ 35g

1200 ￥390ﾑｿｰ  しそわかめふりかけ 35g

57911 ￥390ﾑｿｰ  贅沢おかか昆布ふりかけ 35g

46511 ￥260ﾑｿｰ 有機ごま塩 50g

30858 ￥160ﾏﾙｻﾝ  豆乳仕立ての　にんじんスープ 180g

56512 ￥298冨貴食研  有機の玄米ポタージュ・にんじん 135g

56513 ￥298冨貴食研  有機の玄米ポタージュ・かぼちゃ 135g

56514 ￥298冨貴食研  有機の玄米ポタージュ・ごぼう 135g

56515 ￥298冨貴食研  有機の玄米ポタージュ・さつまいも 135g

56516 ￥298冨貴食研  有機の玄米ポタージュ・あずき 135g

32194 ￥1,600ﾏﾙｻﾝ  豆乳仕立ての　にんじんスープ180g×10 1ｹｰｽ

1045 ￥460桜井  ベジタリアンのためのカレー（ﾙｰ） 160g

24525 ￥390ﾑｿｰ  直火焙煎カレールゥ・中辛 170g

24526 ￥390ﾑｿｰ  直火焙煎カレールゥ・辛口 170g

35097 ￥390ﾑｿｰ  直火焙煎カレールゥ・甘口 170g

52739 ￥740ﾑｿｰ  果実と野菜の本格カレーペースト 180g

54244 ￥500むそう商事  タイ・レッドカレー（レトルト） 170g

54245 ￥500むそう商事  タイ・ベジタブルカレー（レトルト） 170g

54243 ￥500むそう商事  タイ・グリーンカレー（レトルト） 170g

37641 ￥500桜井  ベジタリアンのためのシチュー（ﾙｰ） 120g

42226 ￥380ﾑｿｰ  直火焙煎クリームシチュールウ 120g

28463 ￥400ﾑｿｰ  直火焙煎ハヤシ＆シチュールウ 120g

47935 ￥290ﾋｶﾘ 有機ミートソース（ﾚﾄﾙﾄ） 140g

579 ￥370ﾋｶﾘ  有機トマトピューレ 320g

2586 ￥550ﾄﾚﾃｽ 乾燥糸こんにゃく(ぷるんぷあん)25g×10 1袋

55672 ￥920ﾄﾚﾃｽ  乾燥粒こんにゃく・粒こんきらり(65g×5) 1袋

47933 ￥250ﾑｿｰ  有機生芋　板こんにゃく・広島原料 250g

47934 ￥190ﾑｿｰ  有機生芋　糸こんにゃく・広島原料 150g

423 ￥330小林  本造りなめたけ・ビン入り 200g

53120 ￥400宝食品  「島っこ」生のり佃煮 90g

54692 ￥220ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機ほの甘あずき 55g

500 ￥540ﾑｿｰ 本干 たくあん 200g

59545 ￥330大黒屋  有機たかな漬 180g

59546 ￥500大黒屋  山口特産　有機寒漬 100g

3061 ￥780ﾏﾙｼﾏ 仙人梅 200g

1234 ￥430創健  べに花一番　オー・ツナ缶 90g

55706 ￥400山梨罐詰  釜揚げしらす（缶詰） 40g

46703 ￥360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

46711 ￥360むそう商事  ｵｰｶﾞﾆｯｸ豆缶詰　ひよこ豆（ﾁｸﾋﾟｰ） 400g

46712 ￥360むそう商事  ｵｰｶﾞﾆｯｸ豆缶詰　ミックスビーンズ 400g

27247 ￥330千葉産直  ミニとろイワシ・味付 100g

59670 ￥460千葉産直  とろイワシ水煮 150g

45323 ￥720伊藤食品  あいこちゃん銀のまぐろ水煮 70g×3

45324 ￥720伊藤食品  あいこちゃん金のまぐろ油漬 70g×3

4674 ￥360遠藤製餡  オーガニック  ゆであずき  缶入 250g

4704 ￥280遠藤製餡  オーガニック  赤飯用あずき  缶入 230g

51450 ￥660みよい  有機　うらごしかぼちゃ 200g

8819 ￥420ﾋｶﾘ  麻婆の素（びん入）約8人前 225g

38176 ￥570角田商店  朝堀　たけのこ水煮　ブロック 200g

1592 ￥450ﾑｿｰ  五目ちらしずしの素 2合用

33384 ￥280小島 壮健粥 220g

53686 ￥390ﾋｶﾘ  有機キーマカレー・中辛 140g

42159 ￥335桜井  ベジタリアンのための根菜カレー(ﾚﾄﾙﾄ) 200g

41031 ￥335桜井  ベジタリアンのための豆カレー(ﾚﾄﾙﾄ) 200g

40662 ￥335桜井  ベジタリアンのための野菜カレー(ﾚﾄﾙﾄ) 200g

1740 ￥180小島  有機・玄米粥 200g

4047 ￥230小島  有機・玄米クリーム 200g
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28280 ￥370小島  有機発芽玄米おにぎり　90g×2 1個

28281 ￥370小島  有機発芽玄米おにぎり　わかめ　90g×2 1個

28282 ￥370小島  有機発芽玄米おにぎり　しそ　90g×2 1個

34791 ￥260小島  玄米トマトリゾット 200g

1739 ￥180小島  有機・玄米小豆粥 200g

8548 ￥420遠藤製餡  有機　小倉あん 300g

54238 ￥150聖食品  高野山　ごま豆腐・白（カップ入） 120g

54239 ￥150聖食品  高野山　ごま豆腐・黒（カップ入） 120g

54240 ￥150聖食品  高野山　金ごま豆腐（カップ入） 100g

54241 ￥250聖食品  高野山　ゴマ豆腐（袋入） 140g

24808 ￥740ｴﾋﾞｽﾊﾟｯｸ 玄米いかごはん 1個

52170 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機　蒸しひよこ豆 85g

52171 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機　3色の蒸しキヌア 60g

54785 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 有機　蒸し大豆 100g

56630 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ  有機　蒸しミックスビーンズ 85g

58054 ￥250ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ ほの甘くろまめ 45g

59547 ￥750ﾀﾞｲｽﾞﾃﾞｲｽﾞ 続けるだいずDAYS習慣 40g×5

55960 ￥425竹内商店  かつお生節 1本

55969 ￥389かごしま  有機米のおかゆ（5ヶ月期） 80g

55970 ￥417かごしま  有機野菜のおかゆ（7ヶ月期） 80g

55972 ￥417かごしま  鶏と有機野菜のおかゆ（9ヶ月期） 100g

55973 ￥417かごしま  しらすと有機野菜のおかゆ（12ヶ月期） 100g

55971 ￥417かごしま  有機かぼちゃと味噌のおかゆ（7ヶ月期） 80g

34666 ￥1,400無双本舗  生姜・番茶入り梅醤 250g

43794 ￥1,400無双本舗  国産生姜入り･梅干番茶ｽﾃｨｯｸ　8g×20 1個

34665 ￥1,900無双本舗  有機　梅醤　陽寿 250g

2818 ￥1,650無双本舗  有機  梅干番茶・スティック　8g×20 1個

40521 ￥2,830無双本舗  有機・梅干番茶・スティック8g×40 1箱

39510 ￥700無双本舗  有機　生姜末（アルミパック） 45g

9809 ￥600無双本舗  蓮根粉末（コーレン） 50g

7605 ￥720無双本舗  節蓮根粉末（コーレン） 50g

1301 ￥2,000ﾑｿｰ 梅醤エキス 350g

59476 ￥820むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ　ｶﾌｪｲﾝﾚｽｺｰﾋｰ（ｲﾝｽﾀﾝﾄﾀｲﾌﾟ） 40g

31453 ￥1,150むそう商事  OGインスタント珈琲・詰替 85g

26063 ￥1,500むそう商事  OGインスタント珈琲 100g

41032 ￥590むそう商事  OGｲﾝｽﾀﾝﾄ珈琲　使い切りﾀｲﾌﾟ2g×15 1箱

51297 ￥700むそう商事 有機デカフェ（ｶﾌｪｲﾝﾚｽｺｰﾋｰ）ﾄﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 10g×5

9024 ￥1,050むそう商事  オーガニックコーヒー・浅煎り(粉) 200g

9025 ￥1,050むそう商事  オーガニックコーヒー・深煎り(粉) 200g

44226 ￥570西製茶  出西しょうが紅茶（ティーバッグ） 2g×15

44227 ￥570西製茶  出西しょうが紅茶（リーフタイプ） 50g

59321 ￥400西製茶  出雲国の紅茶（リーフ） 50g

57597 ￥400西製茶  出雲国の紅茶  （ティーバッグ） 2g×15

1845 ￥300ﾋｼﾜ園 無農薬紅茶ティーパック  2.2g×20 1個

2486 ￥500ﾋｼﾜ園  農薬を使わず育てた紅茶　リーフ 100g

43006 ￥800ﾉｳﾞｧ  有機アールグレイ　TB 2g×25

43007 ￥820ﾉｳﾞｧ 有機セイロン　TB 2g×50

26690 ￥590ﾑｿｰ OG ブラック ココア 120g

49871 ￥600ﾏﾙｼﾏ 国内産　蓮根葛湯 15g×5

44793 ￥450ﾋｶﾘ  有機じんわ~りしょうが 150ml

34768 ￥950播磨園  有機抹茶（缶入） 20g

740 ￥730西製茶  出雲国の煎茶-山吹- 80g

2745 ￥490西製茶  出雲国の特上玄米茶 80g

747 ￥473西製茶  出雲国のほうじ番茶 150g

59672 ￥580西製茶 出雲国の べにふうき緑茶（ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞ） 2g×15

56355 ￥440ﾋｼﾜ園  農薬を使わずに育てた宇治緑茶TB(20袋) 36g

47067 ￥520ｾﾞﾝﾔｸﾉｰ 鳥取はとむぎ茶（7g×24） 1袋

750 ￥480ﾑｿｰ 無双番茶 180g

2087 ￥980ﾑｿｰ  無双番茶（徳用） 450g

7308 ￥1,150ﾑｿｰ 有機・無双番茶　TB　5g×40 1袋

1133 ￥405ﾅｶﾞﾉ 国産ふじりんご100　125ml×3 1組

39363 ￥2,430ﾅｶﾞﾉ 国産ふじりんご100　125ml×18 1組

41256 ￥4,200ﾋｶﾘ  オーガニックりんごジュース　190g×30 1ｹｰｽ

56680 ￥780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

8923 ￥4,860ﾅｶﾞﾉ 国産ふじりんご100　125ml×36 1ｹｰｽ

56679 ￥840むそう商事  OGｽﾄﾚｰﾄｼﾞｭｰｽ・オレンジ 1L

35229 ￥1,020ﾋｶﾘ  有機　野菜飲むならこれ！190g×6 1組

43289 ￥960ﾋｶﾘ 国産有機野菜ジュース　125ml×6本 1組

46023 ￥1,020ﾋｶﾘ  有機にんじんジュース・無塩　160g×6 1組

46028 ￥1,020ﾋｶﾘ  有機アップルキャロット　190g×6 1組

46029 ￥1,020ﾋｶﾘ  有機・果実と野菜のジュース　190g×6 1組

46030 ￥840ﾋｶﾘ  オーガニックりんごジュース　190g×6 1組

35220 ￥5,100ﾋｶﾘ 有機　野菜飲むならこれ！190g×30 1ｹｰｽ

42822 ￥2,880ﾋｶﾘ 国産有機野菜ジュース　125ml×18本 1ｹｰｽ

46032 ￥3,600ﾋｶﾘ すっとゆずドリンク　190g×30 1ｹｰｽ

8306 ￥3,600ﾋｶﾘ 有機野菜使用野菜ｼﾞｭｰｽ無塩190g×30 1ｹｰｽ

38412 ￥5,100ﾋｶﾘ  有機にんじんジュース・無塩　160g×30 1ｹｰｽ

41258 ￥5,100ﾋｶﾘ  有機・果実と野菜のジュース　190g×30 1ｹｰｽ

41257 ￥5,100ﾋｶﾘ 有機アップルキャロット　190g×30 1ｹｰｽ

43264 ￥900ﾋｶﾘ OGｱｯﾌﾟﾙｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml×6 1組

46013 ￥900ﾋｶﾘ ｵｰｶﾞﾆｯｸ  ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ250ml×6 1組

47416 ￥900ﾋｶﾘ OGぶどうｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ　250ml×6 1組

40485 ￥900ﾋｶﾘ レモンサイダー　250g×6　 1組

9386 ￥4,500ﾋｶﾘ みかんサイダー＋レモン250g×30 1ｹｰｽ

46034 ￥900ﾋｶﾘ みかんサイダー＋レモン　250ml×6　 1組

30782 ￥720創健 丹沢サイダー　250ml×6 1組

43175 ￥4,500ﾋｶﾘ OGｱｯﾌﾟﾙｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ 250ml×30 1ｹｰｽ

46014 ￥4,500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

47415 ￥4,500ﾋｶﾘ OGぶどうｻｲﾀﾞｰ＋ﾚﾓﾝ　250ml×30 1ｹｰｽ

1936 ￥4,500ﾋｶﾘ レモンサイダー　250g×30 1ｹｰｽ

25979 ￥328ﾏﾙｻﾝ 有機 豆乳 無調整 1ﾘｯﾄﾙ(ｽﾘﾑｷｬｯﾌﾟ) 1本

2540 ￥950ﾏﾙｼﾏ  どくだみ入り健康茶 350g

20514 ￥430ﾏﾙｸﾗ  玄米あま酒・有機米使用 250g

49174 ￥2,500ﾌｼﾞﾜﾗ  有機リカフェ・ボックス(珈琲感覚飲料) 2g×36

49175 ￥3,600ﾌｼﾞﾜﾗ  有機リカフェ・ファミリー(珈琲感覚飲料) 60g×2

59186 ￥350ﾏﾙｼﾏ  米粉せんべい　きな粉 63g

59187 ￥350ﾏﾙｼﾏ  米粉せんべい　生姜 63g

42703 ￥298ｱﾘﾓﾄ  召しませ日本　玄米ぽん煎餅 7枚

36894 ￥120ｱﾘﾓﾄ  有機玄米セラピー・うす塩味 30g

36895 ￥120ｱﾘﾓﾄ  有機玄米セラピー・たまり醤油味 30g

36896 ￥120ｱﾘﾓﾄ  有機玄米セラピー・素焼き 30g

42704 ￥140ｱﾘﾓﾄ  有機玄米セラピー　黒胡麻 30g

42705 ￥140ｱﾘﾓﾄ  有機玄米セラピー　白胡麻 30g

58287 ￥298ｱﾘﾓﾄ  召しませ日本・ひとくち海老せんべい 70g

58288 ￥298ｱﾘﾓﾄ  召しませ日本・海老ぽんせんべい 25g

58528 ￥350ﾏﾙｼﾏ  ごほうびかりんとう　きな粉 45g

58529 ￥350ﾏﾙｼﾏ  ごほうびかりんとう　生姜 45g

58530 ￥350ﾏﾙｼﾏ  ごほうびかりんとう　しょうゆ 45g

54675 ￥260ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産　芋けんぴ 125g

54677 ￥260ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ 純国産　塩けんぴ 100g

55401 ￥300ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産　北海道バタークッキー 8枚

55941 ￥500むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・プレーン 5枚入×4

55943 ￥500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

58006 ￥500むそう商事  オーガニックビスケット･オーツ麦 5枚入×3

59633 ￥550むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・ベリー 4枚入×3

59634 ￥550むそう商事  ｵｰｶﾞﾆｯｸ  ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・キャラメル 4枚入×3

59635 ￥550むそう商事 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾊﾞﾀｰﾋﾞｽｹｯﾄ・レモン 4枚入×3

29201 ￥250ｶﾆﾔ 玄麦カンパン 12枚

47223 ￥265別所蒲鉾  お魚チップス・プレーン 40g

47224 ￥265別所蒲鉾  お魚チップス・あおさ 40g



-55- ※表示価格は全て税抜き価格です。

47225 ￥265別所蒲鉾  お魚チップス・甘えび 40g

52962 ￥315別所蒲鉾  お魚チップス・のど黒入 40g

52959 ￥265別所蒲鉾  米粉入　お魚チップス・ほうれん草 40g

52961 ￥265別所蒲鉾  米粉入　お魚チップス・かぼちゃ 40g

54676 ￥260ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産　さつま芋ちっぷ 115g

59214 ￥185ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産ポテトチップス　うすしお味 55g

59215 ￥185ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産ポテトチップス　のり塩 53g

53281 ￥185ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産ポテトチップス　柚子 53g

35967 ￥260むそう商事  有機緑豆チップス 50g

41393 ￥260むそう商事  有機グリーンピースチップス 45g

54862 ￥860三育  玄米グラノーラ 130g

5790 ￥1,630三育  グラノーラ 400g

8545 ￥380ﾑｿｰ  ｵｰｶﾞﾆｯｸ　コーンフレーク･プレーン 150g

8262 ￥400ﾑｿｰ  有機・玄米フレーク・プレーン 150g

58296 ￥400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

58298 ￥400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

26361 ￥400ﾑｿｰ  有機・玄米フレーク・フロスト 150g

42815 ￥700むそう商事  OGグラノーラ  ハニークランチ 200g

42816 ￥800むそう商事  OGグラノーラ  チョコクランチ 200g

42817 ￥800むそう商事  OGグラノーラ  ベリークランチ 200g

47582 ￥300むそう商事  フルーツ＆ナッツバー  アーモンド 1本

47585 ￥300むそう商事  フルーツ＆ナッツバー　ザクロ 1本

47586 ￥300むそう商事  フルーツ＆ナッツバー  ココナッツ 1本

55671 ￥300むそう商事  フルーツ＆ナッツバー　メープル 1本

54679 ￥340ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産　北海道黒豆の甘納豆 95g

55398 ￥210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

35222 ￥580ｳﾒｹﾝ 梅ぼしさん・しそ梅干し100％ 10.8g

54868 ￥430無双本舗  昔ながらのしょうがあめ 70g

7162 ￥430無双本舗  節れんこんのど飴 70g

57850 ￥240ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産　北海道はちみつレモンのど飴 57g

54678 ￥220ﾉｰｽｶﾗｰｽﾞ  純国産　北海道2色の煎り大豆 62g

38674 ￥820ﾉｳﾞｧ  有機ﾅｯﾂ・ウォールナッツ（くるみ） 80g

38675 ￥800ﾉｳﾞｧ  有機ﾅｯﾂ・ローストアーモンド 80g

30575 ￥330丸成  有機むき栗･天津あまぐり 80g

30576 ￥420丸成  有機・楽笑栗 125g

38022 ￥440ﾉｳﾞｧ 有機ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ・レーズン 120g

38673 ￥900ﾉｳﾞｧ 有機ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ・干しいちじく 150g

42491 ￥780ﾉｳﾞｧ 有機ﾄﾞﾗｲﾌﾙｰﾂ・プルーン（種あり） 150g

49380 ￥580ﾐｷﾌｧｰﾑ 宮崎県産ほしいも 120g

59611 ￥580ﾅﾁｭﾗﾙ生活  熟成蜜芋・きらぼし(国産べにはるか干し芋) 90g

31312 ￥940ｴﾋﾞｽﾊﾟｯｸ いか丸やき　 3尾

9177 ￥1,000ｸﾘｰﾝ よもぎせっけん　98g×4 1個

792 ￥943自然丸  粉石鹸 3kg

793 ￥179自然丸  台所用液体石鹸（詰め替え用） 400ml

46523 ￥3,000ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ  自然葉（しぜんは）シャンプー 300ml

51278 ￥2,800ｸﾞﾘｰﾝﾉｰﾄ オーガニックUVミルク 30ml

55562 ￥1,500ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ  スキンローション　月桃 150ml

55565 ￥1,800ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ 月桃ミルクローション 150ml

55567 ￥1,100ﾎﾞﾀﾆｶﾉﾝ  ハーバルモイストハンドクリーム 50g

48266 ￥1,100木曽路  モンゴル塩  ミル付き（消費税10％） 50g

48268 ￥1,100木曽路  ﾓﾝｺﾞﾙ塩こしょうミル付き（消費税10％） 45g

48270 ￥1,100木曽路  ヒマラヤ岩塩  ミル付き（消費税10％） 50g

58493 ￥600夏期商品 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 12枚

47748 ￥500G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン昼用（21cm） 24個入

47749 ￥500G-Place  ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン夜用（29cm）羽なし 12個入

47750 ￥630G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・おりものシート 40個入

48241 ￥500G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ﾅﾌﾟｷﾝ昼用(羽付)23.5cm 16個入

49044 ￥200G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ﾅﾌﾟｷﾝ昼用(羽つき)携帯用 3個入

49447 ￥500G-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

50613 ￥500G-Place ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ・ナプキン夜用（羽付）29cm 10個入

55774 ￥720G-Place  ﾅﾁｭﾗﾑｰﾝ　おりものシートロング 36個入

31687 ￥700無双本舗  有機　生姜末（ビン入り） 40g

2522 ￥630正食協会  手当て法 1冊

2733 ￥600ﾑｿｰ  マクロビオティックガイドブック 1冊

10155 ￥1,600あなたと健康社  家庭でできる自然療法（改訂版） 1冊

ゼンケン　浄水器（翌週）

37877 ￥17,000ｾﾞﾝｹﾝ ｱｸｱﾎｰﾑ　複合水栓・専用水栓共通ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-KMD-50-Z 1個

46744 ￥0ｾﾞﾝｹﾝ 浄水器チラシ 1枚

53805 ￥78,000ｾﾞﾝｹﾝ ｽｰﾊﾟｰｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰ MFH-221 1台

53806 ￥22,000ｾﾞﾝｹﾝ ｽｰﾊﾟｰｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-MFH-221 1個

48743 ￥25,000ｾﾞﾝｹﾝ アクアセンチュリープラス MFH-11K 1台

48744 ￥14,000ｾﾞﾝｹﾝ ｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｽ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-MFH-11K 1個

44735 ￥21,000ｾﾞﾝｹﾝ アクアセンチュリー スマート MFH-S75 1台

44736 ￥8,500ｾﾞﾝｹﾝ ｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰ ｽﾏｰﾄ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-MFH-70 1個

54325 ￥89,000直送  ｾﾞﾝｹﾝ アクアホーム　複合水栓型KMD-50-ZK 1台

44737 ￥57,000ｾﾞﾝｹﾝ アクアホーム専用水栓型 KMD-50ZS 1台

55480 ￥6,200ｾﾞﾝｹﾝ ピュアストリーム3　CF-12N 1個

48746 ￥2,700ｾﾞﾝｹﾝ ﾋﾟｭｱｽﾄﾘｰﾑ2･3共通　交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-CF-12 1個

53807 ￥45,000ｾﾞﾝｹﾝ 風呂用浄水器ｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰﾚｲﾝﾎﾞｰCCF-151S 1台

53808 ￥9,800ｾﾞﾝｹﾝ ｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰ･ﾚｲﾝﾎﾞｰ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-CCF-151S 1個

44739 ￥2,500ｾﾞﾝｹﾝ ビクラ 浄水ポット 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ VC-P1 1個

30776 ￥22,000ｾﾞﾝｹﾝ ｽｰﾊﾟｰｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-MFH-220-Z 1個

34273 ￥15,000ｾﾞﾝｹﾝ ｸﾘｽﾀﾙ21SDX交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-MFH-100SDX 1個

26360 ￥9,800ｾﾞﾝｹﾝ スリマー 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ C-MFH-35DX 1個

44740 ￥15,000ｾﾞﾝｹﾝ 共通カートリッジA　C-MFH-KA 1個

34277 ￥2,300ｾﾞﾝｹﾝ 浄水ｼｬﾜｰ ﾋﾟｭｱｽﾄﾘｰﾑ 交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ C-CF-15 1個

34275 ￥9,800ｾﾞﾝｹﾝ ｱｸｱｾﾝﾁｭﾘｰﾚｲﾝﾎﾞｰ交換用ｶｰﾄﾘｯｼﾞC-CCF-150S 1個※アクアホーム交換カートリッジのみ、取り寄せに日数がかかるため　翌々週お届けとなります。何卒ご了承ください。

パンデミックガード（マスク）（翌週）

有機家庭菜園の土（翌週）

44215 ￥4,370環境科学 パンデミックガードAce  ｽﾓｰﾙ 30枚入

44216 ￥154環境科学 パンデミックガードAce  ｽﾓｰﾙ(お試し) 1枚入

44217 ￥765環境科学 パンデミックガードAce  ｽﾓｰﾙ 5枚入

44212 ￥4,370環境科学 パンデミックガードAce  ﾚｷﾞｭﾗｰ 30枚入

44213 ￥154環境科学 パンデミックガードAce  ﾚｷﾞｭﾗｰ(お試し) 1枚入

44214 ￥765環境科学 パンデミックガードAce  ﾚｷﾞｭﾗｰ 5枚入

パンデミックガードAce レギュラー・スモール
個包装。0.1ミクロンの粒子(花粉・細菌・ウイルス等)を99％カットする静電気を帯電する高機能不織布を2枚使用した使い切り
ダブルガードマスク。超高性能5層フィルターは薄型で、新型立体構造なので呼吸も楽にでき、長時間の使用にも適しています。

48621 ￥5,200ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ さし芽･種まき用の土 12L×4袋 1ｹｰｽ

48622 ￥7,000ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ 花の土　5L×10袋 1ｹｰｽ

48623 ￥5,200ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ 花の土　12L×4袋 1ｹｰｽ

48618 ￥9,500ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ 有機家庭菜園の土 5L×10袋 1ｹｰｽ

48619 ￥7,200ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ 有機家庭菜園の土 12L×4袋 1ｹｰｽ

48620 ￥7,000ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾌｽﾃｰｼｮﾝ さし芽･種まき用の土 5L×10袋 1ｹｰｽ

ゼンケン　ヘアードライヤー（翌週）
59087 ￥14,800ｾﾞﾝｹﾝ 電磁波低減ﾍｱｹｱﾄﾞﾗｲﾔｰ(ﾋﾟﾝｸ)ZD-750P 1台

59088 ￥14,800ｾﾞﾝｹﾝ 電磁波低減ﾍｱｹｱﾄﾞﾗｲﾔｰ(ﾎﾜｲﾄ)ZD-750W 1台

ゼンケン　ハイブリッド加湿器（直送&翌週）
56106 ￥12,000直送  ｾﾞﾝｹﾝ ハイブリッド加湿器　ﾅﾁｭﾗﾙﾐｽﾄZHM-30 1台
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　＠新スタッフ沖部屋の日常（第２７６回）

　『ひとつかみしてさくらんぼ洗ひけり/岸田稚魚』

店舗スタッフ沖部屋です。広島の実家へ草刈りに

行ってきました。稲作しない田んぼは草ぼうぼう。

猪がミミズを探してほじくり返してガタガタ。

ガサガサ音がするので振り向くと雉が駆け回ってる…

電動草刈り機なので一時間おきに充電しながら

夕方までには完了。やれやれ…

休耕田にはさくらんぼとプラムが大きく枝を伸ばして

たくさん実を付けてましたが小鳥や猪のご馳走に

なるんだろうなぁ…手が届いたさくらんぼは収穫しま

した。プラムはまだ青い。

また来週！

　　　　　　2023年5月5週号のおすすめ

(3ページ）★梅の予約・最終です★ 漬け材料もお忘れなく
　梅の予約が最終となります。梅のお届けは6月中旬頃の予定ですが、
塩、もみしそ、氷砂糖など漬け材料も取り揃えておりますのでお忘れ
なくご準備下さい。
※チラシに掲載されている有機もみしそ300g、有機梅フレーク、
　有機しそフレークは数量限定となっております。
　一定数は確保していますが終了の際はご了承下さい。

（13ページ）★セールあり★ メイド・イン・アース
　オーガニックコットンの肌触りが心地いいメイド・イン・アースの
コットン製品。柔らかい印象の生成と深みのある天然藍で、春夏を
爽やかに過ごせそうなアイテムです。天然藍と織り機以外はセール
価格となっておりますのでぜひご利用ください。
※チラシ最終ページに掲載の「和綿の種」はQRコードを読み取って
　いただき、直接ご購入ください。

（16~17ページ）★価格変更前セール★ 創健社
　創健社より価格変更前のセールです！備蓄用としてもご利用下さい。

35230 国産 五彩ひじき 25g ¥360→¥349
5種類（ひじき、切り干し大根、レンコン、人参、椎茸）の国産原料
のみを限定使用しました。バランス良くブレンドした便利な乾燥調理
用素材です。水でもどした具材を煮物を始め、サラダ、炊込ご飯、
オムレツ、チャーハン、チラシ寿司などに。

1151 チキンカレー（レトルト）180g ¥420→¥407
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丹精込めて育てられ鶏本来の旨味があります。

58839 さば味付（固形量140g）190g ¥320→¥310
西日本で水揚げされた鯖を寛政元年創業・じっくり発酵熟成させた
本醸造醤油、みりんいらずの調味料といわれるほど味に深みのある
鹿児島県喜界島産粗糖のみであっさりと味付けしました。

58840 さば水煮（固形量140g）190g ¥310→¥301
西日本で水揚げされた鯖を、南イタリアの海水を伝統的な天日塩田で
長時間かけて天日乾燥・結晶化させた「地中海の天日塩」でまろやか
に水煮にしました。お料理の素材としてもご使用いただけます。

（5ページ）★スポット★　四万十川のうなぎ
　何かと体調を崩しやすいこの時期、スタミナ補給に四万十川の
うなぎはいかがですか。国産原料にこだわった自家製鰻の骨エキス入り
のタレをつけながら炭火で焼き上げたうなぎの蒲焼きです。
鰻重、ひつまぶし、ちらし寿司などでお楽しみください。
（袋裏書きにフライパンでの調理方法が載っていますがおすすめは
断然、グリル、オーブン、網焼きです。身はふっくら、皮はパリッと
仕上がります。いずれも別売りのタレをたっぷりつけるとさらに
風味が増します。）

58844 四万十川優化イオンうなぎ 蒲焼き 約130g ¥2,583

58847 うなぎのたれ・山椒付き 15ml ¥58

　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

 【ちろりん村からのお知らせ】

　　　　　　　　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）

Ｑ　いつもご迷惑おかけしてます。

　先日、真いわしの丸干し冷凍を購入し、袋には

１０~１２尾と記載してありましたが、８尾で、重さの

せいだと思いますが少し残念な気持ちになりました。

記載に何尾となるとその数で考えていたので出来れば

１０~１２尾内だったらと思いました。

お便り にゃんたまさん

Ａ　お便りありがとうございます、にゃんたまさん！

　渡邊水産“真いわし丸干し”の尾数につきまして、表記通りの

商品をお届けできず誠に申し訳ございませんでした。

これまで渡邊水産からのお知らせを元に８~９尾と１０~１２尾

の２種類で企画していたのですが、にゃんたまさんからのお便り

をいただいて渡邊水産に確認したところ、

「春頃は１尾が大きく尾数は少なくなりがちにはなります。

ですがその都度で企画の調整ができるかと言われれば難しいです。」

とのことでしたので、渡邊水産と話し合った結果、今後真いわし

丸干しは８~１２尾で企画することとなりました。にゃんたまさん

のお便りに対してお応えできていない部分もありますが、何卒

ご理解いただければと思います。お便りありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大西良実
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