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マルニ竹内商店
（兵庫県美方郡香住町）
創業1932年。香住（兵庫県）で水揚げされた
ものにこだわり、自身の目で選別し、美味しい
海産物をお届けしています。

9003
干笹かれい 1枚

マルニ竹内商店

958円（税込）冷凍で1ヶ月

カレイのなかでも最高級といわれる笹
カレイを素干しにしました。
<原材料>笹かれい

9010
干かれい小 5枚

マルニ竹内商店

1168円⇒980円（税込）
冷凍で1ヶ月

小さめですが、脂の
乗ったかれいです。
焼いて召し上がる
他、丸ごと素揚げに
するのもおすすめ！
<原材料>エテガレ
イ、食塩

SALE

202
のどぐろ開き干し 2～3枚

マルニ竹内商店

1133円⇒998円（税込）
冷凍で1ヶ月

のど黒は上品な旨味の高級魚です。と
ろけるような白身が絶品。
<原材料>アカムツ

SALE

9027
干ハタハタ 7～10匹

マルニ竹内商店

1254円⇒998円（税込）
冷凍で1ヶ月

脂の乗った弾力のある身が、口の中で弾
けます。頭・内臓は、取り除いています。
<原材料>ハタハタ、食塩

SALE

9034
白イカ生 3～4匹

マルニ竹内商店

1398円（税込）冷凍で1ヶ月

香住で水揚げされ
るイカの中で、一番
おいしいイカです。
身も柔らかく甘み
もあり、お刺身や焼
きイカがおすすめ
です。
<原材料>白イカ

203
マルニおすすめ！
おまかせ塩干

3～4種

マルニ竹内商店

1394円（税込）冷凍で1ヶ月

マルニ竹内商店さ
んおすすめの塩干
が3～4種入ってい
ます。

9041
干きす 250g

マルニ竹内商店

488円（税込）冷凍で1ヶ月

しっとりとした身質
と、強い旨味が特徴
のニギスです。
<原材料>ニギス、
食塩

9058
丸干しイカ 150g

マルニ竹内商店

566円（税込）冷凍で1ヶ月

小ぶりのイカを丸ご
と干しました。柔らか
く、旨味が強いです。
<原材料>イカ、食塩

204
めざし 7～15尾

マルニ竹内商店

645円（税込）冷凍で1ヶ月

  
<原材料>カタクチイワシ

9065
ホタルイカ沖漬け 100g

マルニ竹内商店

488円（税込）製造日より6ヶ月

国産丸大豆醤油に焼酎仕込みの本み
りん、純米酒を配合したホタルイカ沖
漬け調味料。

9072
かに中身 300g

マルニ竹内商店

1999円（税込）冷凍で1ヶ月

かにのほぐし身で
す。サラダやチャー
ハンなどにいかが
ですか？

205
房総白浜産天然ひじき 50g

千葉産直サービス

688円（税込）常温で1年

荒波打ち寄せる房
総の岩場で採取し
たひじきを、釜で炊
き上げ乾燥させま
した。
<原材料>ひじき
(千葉県産)

9089
いわしっこ 80g

千葉産直サービス

398円（税込）常温で1年

いわしを骨ごと節
加工したものと、そ
うだ節、かつお節を
合わせて顆粒にし
た粉末だしです。
<原材料>いわし
節、そうだ節、かつ
お節

9096
カツオ赤身スライス 150g

近藤水産

698円（税込）冷凍で20日

一本釣りカツオ船
のカツオ赤身をス
ライスしました。漬
け丼やサラダなど
に。
<原産地>太平洋

206
まぐろすき身 150g

近藤水産

840円（税込）冷凍で1ヶ月

9102
めばちまぐろ山かけ用 200g

近藤水産

697円（税込）冷凍で1ヶ月

207
めばちまぐろ柵 150g

近藤水産

781円（税込）冷凍で1ヶ月

9119
本まぐろステーキ用 200g

近藤水産

1018円（税込）冷凍で1ヶ月

9126
めばちまぐろ中トロB品 300g

近藤水産

1220円（税込）冷凍で1ヶ月

9133
かます開き（中骨なし） 3枚

イワタニアイコレクト

565円（税込）冷凍で90日

九州近海のかま
す使用。旨味が
ギュッと濃縮！
<原材料>かます
（九州産）、食塩

208
真あじ開き（中骨なし）4枚（約170g）

イワタニアイコレクト

465円（税込）冷凍で90日

9140
真さば開き（中骨なし）1枚（約150g～180g）

イワタニアイコレクト

465円（税込）冷凍で90日

九州近海の真さば使用。朝食やお酒の
お供に。
<原材料>真サバ（九州産）、食塩

209
新だし（かつおだし）8g×24袋

イワタニアイコレクト

1166円（税込）常温で8ヶ月

鹿児島県枕崎産のかつお節
を主体に、長崎県産うるめ
いわし、もろみ、羅臼昆布を
加えた合わせだしです。熟
成したもろみが、だしの旨み
を一層引き立てます。
<原材料>かつお節(鹿児島
県産)、うるめいわし（長崎
県産）、もろみ（有機大豆・小
麦・食塩、熊本県産）、昆布
(北海道産)

9157
一番だし（いりこだし）6g×30袋

イワタニアイコレクト

734円（税込）常温で8ヶ月

長崎県産うるめいわしを主
体に、鹿児島県枕崎産のか
つお節、もろみ、羅臼昆布を
加えた合わせだしです。熟
成したもろみが、だしの旨
みを一層引き立てます。
<原材料>うるめいわし（長
崎県産）、かつお節(鹿児島
県産)、もろみ（有機大豆・小
麦・食塩、熊本県産）、昆布
(北海道産)

九州近海の真あじ使用。脂のりがバツ
グンです。
<原材料>真あじ（九州産）、食塩

鉄火丼や手巻きずしなどに使いやす
い、すき身です。ユッケにもおすすめ。
<原産地>太平洋または大西洋

天然めばちまぐろです。幅がない等柵
に取るには難しい部分です。
<原産地>太平洋

天然のめばちまぐろの赤身です。お刺
身やどんぶり、手巻き寿司などに。
<原産地>太平洋

頭部に近い部分のステーキカット。ボ
リュウムたっぷりの赤身。
<原産地>地中海

釣りあげた時にできた血合い（船上や鮪同士がぶつ
かってできた打ち身による内出血）など、見た目には血
の赤い塊があります。品質には問題ありませんので、血
の部分は取り除いてネギトロなどにお使いください。
<原産地>太平洋
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9164
ごぼう揚げ 3個（120g）

高橋徳治商店

450円（税込）冷凍で180日

味噌で漬け込んだごぼうと、
助宗タラと小魚のすり身を
混ぜ合わせ、米油でじっくり
と揚げました。
<原材料>ごぼう（国産）、タ
ラすり身(北海道産)、小魚す
り身（長崎県産）、馬鈴薯澱
粉(北海道産)、発酵調味料、
砂糖、カツオエキス、食塩

210
おとうふ揚げ 5個（175g）

高橋徳治商店

330円（税込）冷凍で180日

豆腐の風味と魚の旨
味、どちらも味わえる人
気の練物です。
<原材料>魚肉(北海道
産タラ)、豆腐(岩手県産
大豆)、米油、馬鈴薯澱
粉(北海道産)、砂糖、発
酵調味料、魚介エキス

9171
さつま揚げ・丸形 5個（185g）

高橋徳治商店

450円（税込）冷凍で180日

助宗タラと小魚を練り
合わせたさつま揚。小
魚を合せることで味に
深みと旨みが出ました。
<原材料>タラすり身

(北海道産)、小魚すり身(宮城県産)、粗糖、発酵
調味料、馬鈴薯澱粉(北海道産）、酒、カツオエキ
ス、粗塩、食用米油

9188
ささがきごぼうさつま揚げ 130g

高橋徳治商店

450円（税込）冷凍で180日

北海道産の助宗タラのすり身
に、国産のささがきごぼうを
混ぜ、食べやすいサイズに揚
げました。
<原材料>タラすり身(北海
道産)、ごぼう(青森県産)、煮
出し汁、馬鈴薯澱粉（北海道
産)、発酵調味料、砂糖、カツ
オエキス、食塩、食用米油

211
北海道の
シーフードミックス4種

200g（4種各50g）

ムソー

950円（税込）開封前180日

北海道近海の4種（甘エビ、スル
メイカ、水タコ、帆立貝）の魚介
類をカットし、シーフードミック
スにしました。酸化防止剤は使
用していません。製造過程で次
亜塩素酸Na（漂白、殺菌）は使
用していません。
<原材料>甘エビ（北海道）、
帆立貝（北海道）、水タコ（北海
道）、スルメイカ（北海道）

9195
野菜ポークソーセージ 150g

和歌山ポークTONTON

665円（税込）冷蔵で1ヶ月

食欲をそそる香りと美味さ
は夏バテ防止にも一役買っ
てくれます。とんとん有機農
場の有機ニラがたっぷり入っ
た期間限定のソーセージ。
<原材料>自家産自家配合
豚、黒砂糖、粗塩、オールス
パイス、ナツメグ、白・黒コ
ショウ、コリアンダー、メー
ス、一味とうがらし、パプリ
カ、マジョラム、有機ニラ

9201
アグリィソーセージ 300g

和歌山ポークTONTON

1080円（税込）冷蔵で1ヶ月

布製ケーシングに詰め
た、ジューシーな粗挽き
ソーセージ。
<原材料>自家産自家配
合豚、粗塩、黒砂糖、オー
ルスパイス、ナツメグ、
白・黒コショウ、コリアン
ダー、メース、一味、パプ
リカ、マスタード

212
チョリソー 230g

和歌山ポークTONTON

720円（税込）冷蔵で1ヶ月

唐辛子のきいた、ピ
リッと辛口のソーセー
ジ。大人の味です。
<原材料>自家産自
家配合豚、粗塩、黒砂
糖、オールスパイス、
ナツメグ、白・黒コショ
ウ、唐辛子、オニオン

9218
カレーソーセージ 150g

和歌山ポークTONTON

576円（税込）冷蔵で1ヶ月

大人も子供も大好き
な、カレー風味のあらび
きソーセージ。
<原材料>自家産自家
配合豚、粗塩、黒砂糖、
オールスパイス、ナツメ
グ、白・黒コショウ、コリ
アンダー、パプリカ、マ
ジョラム、カレー粉

9225
ボンレスハムブロック 300g

和歌山ポークTONTON

1426円（税込）冷蔵で1ヶ月

213
ロースハム 300g

和歌山ポークTONTON

1858円（税込）冷蔵で1ヶ月

程よく脂がのった、あっさりとした風
味の最高級ハム。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、
黒砂糖、黒コショウ、コリアンダー、シ
ナモン、ローリエ

9232
スモークドハム 300g

和歌山ポークTONTON

2074円（税込）冷蔵で1ヶ月

大粒の黒コショウとマスタードをまぶした、高級
肩ロースハム。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、黒砂糖、黒
コショウ、コリアンダー、シナモン、ローリエ、粒
マスタード、粒コショウ

214
ショルダーベーコン
※数量限定

300g

和歌山ポークTONTON

1512円（税込）
冷蔵で1ヶ月

肩バラ肉を使った、比較的赤身の多い
ベーコン。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、
黒砂糖、黒コショウ、コリアンダー、シ
ナモン、ローリエ

9249
鶏皮※数量限定 250g

シガポートリー

198円（税込）冷凍で60日

じっくりと燻した、脂身の少ない豚モモ肉の
ハム｡パンにピッタリ。<原材料>自家産自家
配合豚、粗塩、黒砂糖、黒コショウ、コリアン
ダー、シナモン、ローリエ

  
<原材料>鶏皮

簡
単
お
い
し
い
！

カ
リ
カ
リ
鶏
皮
！

215
つくねボール 300g

シガポートリー

550円（税込）冷凍で1年

穀類のみでじっくりゆったり育てた鶏のモモ肉・
むね肉・鶏皮と、玉ねぎと長芋で作ったつくねで
す。鶏の旨味がしっかり味わえ、煮汁には香り高
いだしも出ます。お鍋におすすめ！
<原材料>鶏モモ肉、鶏むね肉、鶏皮、玉ねぎ
（北海道産特別栽培）、パン粉、長芋（国産）、鶏
卵、馬鈴薯でん粉（北海道産）

216
鶏肉団子甘酢あん 180ｇ

シガポートリー

570円（税込）冷凍で１８０日

穀類のみでじっくりゆったり育てた鶏を団子に
し、たっぷりの甘酢をからめました。野菜と炒め
るだけで即席の酢豚風団子の完成！
<原材料>鶏むね肉、鶏皮、砂糖（甜菜）、玉ね
ぎ（国産）、パン粉、醤油、米酢、たれ（醤油、砂
糖、みりん、たまり醤油）、澱粉、食塩、香辛料（胡
椒）、菜種油

217
鶏むね肉甘辛しょうゆ炒め 200g

シガポートリー

460円（税込）冷凍で60日

鶏一番の皮なしむね肉を加熱しやすいように千
切りして醤油味ベースのオリジナルのタレで味
付けしました。解凍後、フライパンに油を引き、
弱火でかき混ぜながら焼いてください。
<原材料>鶏むね肉、たれ（濃口醤油、砂糖、味
醂、たまり醤油）、発酵調味料、梅肉、砂糖、澱粉、
ブラックペッパー

218
鶏むね肉生姜焼き用 200g

シガポートリー

460円（税込）冷凍で60日

鶏一番のむね肉を千切りして、自社オリジナルの
タレと自家製の塩麹で味付けしました。冷蔵庫
内解凍後、フライパンで油を引いて、弱火で時々
裏返しながら、お好みで野菜を加えて焼いてく
ださい。
<原材料>鶏むね肉、タレ（濃口醤油、砂糖、味
醂、たまり醤油、加水）、しょうが、塩麹

219
鴨ネギまんじゅう（6個） 6個（168g）

千葉産直サービス

540円（税込）冷凍で180日

クセのない旨みが特徴の青森県産フランス鴨に相性抜群のネギ
をたっぷり加えた餡を国産小麦の皮で包みました。素材の美味し
さを活かして、砂糖・旨味エキスも一切加えていません。
<原材料>鴨肉（青森県産）、皮〔小麦粉（国産）、食塩〕、餡〔長ネ
ギ（国産）、鶏むね肉（国産）、玉ねぎ（国産）、馬鈴薯でん粉（北
海道）、生姜（国産）、オイスターソース（光食品）、有機砂糖、ごま
油、しょうゆ（国産）〕、食塩、こしょう

220
房総もち豚餃子 10個（180g）

千葉産直サービス

550円（税込）冷凍で180日

【調理法】焼くだけ！
<原材料>豚肉（千葉県産）、皮〔小麦粉（国産）、食塩、もち米澱
粉〕、キャベツ（国産）、ニラ（国産）、玉ねぎ（国産）、にんにく（国
産）、長ねぎ（国産）、生姜（国産）、砂糖（喜界島産）、なたね油（遺
伝子組換でない）、ごま油、しょうゆ〔大豆（国産）、小麦（国産）、食
塩〕、食塩、こしょう

221
ふっくらチキンバーグ 2個（160g）

千葉産直サービス

450円（税込）冷凍で180日

【調理法】ボイルまたは電子レンジで
<原材料>鶏ムネ肉（茨城県産）、玉ねぎ（国産）、鶏皮（茨城県
産）、鶏卵（千葉県産）、パン粉〔小麦粉（国産）、生イースト、食
塩〕、鴨脂（青森県産）、食塩、こしょう
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225
大判ギョーザの皮 30枚

福助製麺所

324円（税込）冷凍で3ヶ月

国産の小麦粉と北海道産のでんぷんを使用し
た、小麦が香るもちもちの生地です。
<原材料>小麦粉(国産)、馬鈴薯デンプン(国
産)、ナタネ油(国産)、塩(にがりを含んだもと塩)

9300
有機三州みりん 500ml

角谷文治郎商店

1123円（税込）常温で1年

有機栽培米を使用し、昔ながら
の製法で作った、濃醇な甘みと
深い味わいの本みりん。
<原材料>有機栽培もち米（国
産）、有機米麹（国産）、有機米
焼酎（国産）

226
伊賀産菜種油　
やさしい油

500g

大山田農林業公社

756円（税込）  

伊賀市産なたね種実を食品
添加物を使用しない伝統的
な圧搾法により搾油してい
ます。菜種を焙煎せずにに
そのまま圧搾しているため、
あっさりとした風味でオリー
ブオイルのようにサラダやパ
スタにも使えます！酸度が低
く色もきれいなので天ぷら
にもお勧めです。

9317
やわらかスーパー発芽大豆 100g

株式会社だいずデイズ

216円（税込）常温で90日

北海道産特別栽培大豆を独自の
発芽技術で発芽させ、『新GABA
リッチ蒸し製法』で蒸し上げた栄
養満点で体においしい蒸し大豆
です。そのままおやつに、サラダ
などのトッピングに。
<原材料>大豆（北海道産、遺伝
子組み換えでない）、食塩、醸造酢

9324
スーパー発芽黒豆 70g

株式会社だいずデイズ

216円（税込）常温で90日

黒豆のおいしさと栄養を
発芽で引出して、やわら
かく蒸し上げました。サラ
ダ、スープ、煮物と幅広く
お使いいただけます。
<原材料>黒大豆（北海道
産、遺伝子組み換えでな
い）、食塩、黒米酢、米酢

230
有機ノンオイルドレッシング　
たまねぎ

200ml

大徳醤油

756円（税込）
開封前6ヶ月

国産有機しょうゆをベースに、有機
玉ねぎをたっぷり加えました。サラ
ダはもちろん、お肉料理やお魚料
理など様々な料理にお使いいただ
けます。
<原材料>有機たまねぎ、有機しょ
うゆ、有機米酢、有機キャベツ、有
機砂糖、食塩、かつお節

9386
有機ノンオイルドレッシング　
とまと

200ml

大徳醤油

756円（税込）
開封前6ヶ月

国産有機しょうゆ、国産有機酢に有機と
まと、有機玉ねぎたっぷりの有機ノンオ
イルドレッシングです。とまととしょうゆ
の絶妙なバランスが特徴です。
<原材料>有機とまと、有機米酢、有機
しょうゆ、有機砂糖、有機たまねぎ、有機
にんじん、有機セロリ、食塩、かつお節

9393
有機ノンオイルドレッシング　
しょうが

200ml

大徳醤油

756円（税込）
開封前6ヶ月

国産有機しょうゆ、国産有機酢に有機
玉ねぎ、有機しょうがのすりおろしを
たっぷりと加えました。サラダはもち
ろん、豚しゃぶ、ステーキ、豆腐料理の
ソースとしてもお使いいただけるサッ
パリ美味しいドレッシングです。
<原材料>有機玉ねぎ、有機しょうゆ、
有機しょうが、有機米酢、有機砂糖、食
塩、かつお節

9409
有機ノンオイルドレッシング　
さんしょう

200ml

大徳醤油

756円（税込）
開封前6ヶ月

養父市の特産「朝倉さんしょ」を加え
た有機ノンオイルドレッシングです。
「朝倉さんしょ」の豊かな香りが食感
をそそります。和風料理や肉料理にも
あうノンオイルドレッシングです。
<原材料>有機玉ねぎ、有機しょう
ゆ、有機米酢、有機砂糖、さんしょう、
食塩、かつお節

9256
オーガニック
ミックスベジタブル

250g

ムソー

324円（税込）冷凍で24ヶ月

農薬や化学肥料に頼らずヨーロッパ
の大地で大切に育てられたオーガ
ニック野菜。野菜本来の美しい色と味
を損なうことなく、収穫から加工まで
を短時間で一気に行っております。
<原材料>有機スイートコーン（スペ
イン）、有機にんじん（ベルギー）、有
機グリーンピース（スペイン）

222
オーガニック
フレンチフライ

300g

ムソー

389円（税込）冷凍で24ヶ月

本場ベルギーのフレンチフライです。フレンチフ
ライの発祥地であり輸出世界第1位のベルギー
産のフライドポテトはポテトの甘みとサクサクホ
クホクの食感で、同じポテトでも一度食べると
違いがはっきりとお分かりいただけます。
<原材料>有機じゃがいも（ベルギー）、有機ひ
まわり油（ベルギー）、有機ブドウ糖（ベルギー）

9263
オーガニック
かぼちゃ（北海道産）

400g

ムソー

594円（税込）冷凍で720日

北海道で育った有機かぼちゃ
を、収穫後糖度が高まり一番美
味しくなる時期まで熟成させ、
軽く蒸して急速冷凍しました。
かぼちゃ本来の甘みとホクホク
した食感が楽しめます。
<原材料>有機かぼちゃ（北海
道産）

223
OG冷凍フルーツ　
マンゴー

200g

ムソー

432円（税込）
  

南インドの大自然の中で有機栽培されたアルフォ
ンソマンゴーを一口サイズにカットし、そのまま瞬
間冷凍しました。
<原材料>有機アルフォンソマンゴー（南インド産）

9270
OG冷凍フルーツ　
ストロベリー

200g

ムソー

465円（税込）
開封前720日

トルコの大自然の中で有機栽培されたストロベリー
です。風味豊かな果実を旬の時期に収穫し、自然の
風味を損なうことなく、そのまま冷凍しました。
<原材料>有機ストロベリー（トルコ産）

224
OG冷凍フルーツ　
ブルーベリー

150g

ムソー

580円（税込）
開封前720日

カナダで有機栽培された野生種の有機冷凍
ブルーベリーを旬の時期に収穫し、自然の風
味を損なうことなく、そのまま冷凍しました。
<原材料>有機ブルーベリー（カナダ産）

9287
OG冷凍フルーツ　
ラズベリー

150g

ムソー

698円（税込）
開封前720日

香り高く深みある味わいのセルビア産有機ラズ
ベリー。自然解凍してそのまま食べたり、ヨーグ
ルトのトッピングやジュースなどに最適です。
<原材料>有機ラズベリー（セルビア産）

9294
OG冷凍フルーツ　
ミックスベリー

200g

ムソー

698円（税込）
開封前720日

色鮮やかで香りと甘みの強いベリー3種を
ミックスしました。<原材料>有機ストロベ
リー（トルコ産）、有機ブルーベリー（カナ
ダ産）、有機ラズベリー（セルビア産）

227
有機カレースパイス 甘口 25g

エヌ・ハーベスト

594円（税込）18ヶ月

風味豊かな11種類の有機スパイスをミックスしています。スパイスからカレー
を作られる方におすすめです。【甘口】は香りのスパイスをふんだんに使った、ひ
かえめな辛さのスパイスミックスです。<原材料>有機コリアンダー、有機クミ
ン、有機カルダモン、有機シナモン、有機フェンネル、有機ショウガ、有機ターメ
リック、有機コショウ、有機ニンニク、有機クローブ、有機トウガラシ

9331
有機カレースパイス 甘口 50g

エヌ・ハーベスト

972円（税込）18ヶ月

228
有機カレースパイス 辛口 25g

エヌ・ハーベスト

594円（税込）18ヶ月

風味豊かな11種類の有機スパイスをミックスしています。スパイスからカ
レーを作られる方におすすめです。【辛口】は辛味のスパイスをふんだんに
使った、大人のカレー粉です。<原材料>有機コリアンダー、有機クミン、有
機コショウ、有機カルダモン、有機シナモン、有機フェンネル、有機ショウガ、
有機ターメリック、有機トウガラシ、有機ニンニク、有機クローブ

9348
有機カレースパイス 辛口 50g

エヌ・ハーベスト

972円（税込）18ヶ月

229
有機辛くないカレースパイス 25g

エヌ・ハーベスト

594円（税込）18ヶ月

辛味のスパイスを使っていない、お子様から食べられるカレースパイスです。辛い味
の苦手な方でも本格的なカレーをお楽しみいただけます。もちろん辛味は後から足
せますので、辛いカレーがお好きな方にもおすすめです。
<原材料>有機コリアンダー、有機クミン、有機カルダモン、有機シナモン、有機フェ
ンネル、有機ショウガ、有機ターメリック、有機ニンニク、有機パプリカ、有機クローブ

9355
有機辛くないカレースパイス 50g

エヌ・ハーベスト

972円（税込）18ヶ月

9362
有機ガラムマサラ 25g

エヌ・ハーベスト

594円（税込）18ヶ月

厳選したオーガニックス
パイスのみを使用したオ
リジナルガラムマサラで
す。インド料理やカレー
の仕上げだけでなく、炒
め物、揚げ物、煮物の風
味付けなど幅広くお使い
いただけます。辛味のス
パイスは入っておりませ
んので、お子様でも美味
しく召し上がれます。
<原材料>有機クミン、有
機コリアンダー、有機シ
ナモン、有機ジンジャー、
有機フェンネル、有機
ガーリック、有機ナツメ
グ、有機クローブ

9379
有機大人の辛いガラムマサラ 20g

エヌ・ハーベスト

594円（税込）18ヶ月

厳選したオーガニックス
パイスで作る「辛い」ガラ
ムマサラです。いつもの
カレーにひと振りするだ
けで、大人の辛さと香り
に。さらにカレーだけでな
く、肉料理・トマト料理と
の相性も抜群。

ORGANIC HARVEST
MIXED SPICE
有機スパイスミックス
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231
やわらか野菜のお惣菜　五目豆 70g

吉田ふるさと村

389円（税込）常温で180日

地元吉田町の大豆を使用
し、大豆本来の旨味が感じら
れるやさしい味付けです。
<原材料>大豆、昆布、こん
にゃく、人参、乾しいたけ、発
酵調味料、砂糖、昆布だし、
醤油、鰹だし、椎茸だし、食
塩、水酸化Ca(こんにゃく凝
固剤)

9416
やわらか野菜のお惣菜　筑前煮 80g

吉田ふるさと村

497円（税込）常温で180日

鶏肉の旨味が野菜にしみ
込み、やわらかく仕上げま
した。食べ切りサイズで使
いやすいです。
<原材料>たけのこ水煮、
鶏肉、ごぼう、人参、乾し
いたけ、発酵調味料、砂
糖、昆布だし、醤油、鰹だ
し、椎茸だし、食塩

232
やわらか野菜のお惣菜　肉じゃが 100g

吉田ふるさと村

497円（税込）常温で180日

地元吉田町のじゃがいもを使
用し、しっかり味をしみ込ませ
ホクホクに仕上げました。
<原材料>じゃがいも、豚肉、
玉ねぎ、人参、こんにゃく、発酵
調味料、砂糖、昆布だし、醤油、
鰹だし、椎茸だし、食塩、水酸
化Ca(こんにゃく凝固剤)

9423
からみちょ 60g

吉田ふるさと村

410円（税込）常温で180日

マイルドな辛さと味
噌のコクで、料理のア
レンジが広がります。
炒め物や薬味、隠し味
に。
<原材料>唐辛子(島根
県産、オロチの爪)、米
味噌、粗糖、米酢、食塩

233
すりおろしにんにく 60g

吉田ふるさと村

540円（税込）常温で180日

地元吉田町産のにんにくを使用した、すりお
ろしにんにくです。焼肉、ラーメン、料理の
隠し味にお使いください。
<原材料>にんにく(島根県産)、米酢、食塩

9430
赤唐辛子にんにく 60g

吉田ふるさと村

410円（税込）常温で180日

洋風・和風・中華風と
幅広く使えます。特に
お肉との相性はバッ
チリ！タカの爪使用。
<原材料>唐辛子(島
根県産)、にんにく(島
根県産)、食塩(沖縄
県産)

9447
青とうがらし＆ニンニク 60g

吉田ふるさと村

432円（税込）常温で180日

パスタなど洋風の料理
に良く合います。青とう
がらしのほのかな香り
が、食欲をそそります。
<原材料>唐辛子(島根
県産、オロチの爪)、に
んにく(島根県産)、食塩
(沖縄県産)

234
一味とうがらし・ビンタイプ 15g

吉田ふるさと村

487円（税込）常温で1年

オロチの爪は非常に香り
高く、後からジワジワと
くる辛味が特徴。きんぴ
らの辛味におすすめ！
<原材料>唐辛子(島根
県産、オロチの爪)

9454
一味とうがらし・袋タイプ 15g

吉田ふるさと村

410円（税込）常温で1年

オロチの爪は非常
に香り高く、後から
ジワジワとくる辛味
が特徴。きんぴらの
辛味におすすめ！
<原材料>唐辛子
(島根県産、オロチ
の爪)

235
七味とうがらし・ビンタイプ 15g

吉田ふるさと村

487円（税込）常温で1年

島根県吉田町産の野菜
で作った味わい深い七
味。野菜の甘味とほのか
な柚子の香りが特徴。
<原材料>唐辛子(オロ
チの爪)、山椒、柚子、黒
胡椒、春菊、人参、ごぼう
(すべて島根県産)

9461
七味とうがらし・袋タイプ 15g

吉田ふるさと村

410円（税込）常温で1年

島根県吉田町産の野菜
で作った味わい深い七
味。野菜の甘味とほのか
な柚子の香りが特徴。
<原材料>唐辛子(オロ
チの爪)、山椒、柚子、黒
胡椒、春菊、人参、ごぼ
う(すべて島根県産)

236
焼き肉のたれ　甘口 150ml

吉田ふるさと村

432円（税込）常温で300日

にんにくと生姜のバラン
スが絶妙。りんごの甘味で
後味はさっぱり。
<原材料>醤油、砂糖、玉
ねぎ、発酵調味料(米、米
麹、食塩)、りんご、にんに
く、味噌、生姜、黒胡麻

9478
焼き肉のたれ　中辛 150ml

吉田ふるさと村

432円（税込）常温で300日

唐辛子のピリッとした辛
味がアクセントに。野菜炒
めなどにも。
<原材料>醤油、砂糖、
発酵調味料(米、米麹、食
塩)、玉ねぎ、にんにく、味
噌、生姜、黒胡麻、唐辛子

9485
雑穀ぜんざい 150g

吉田ふるさと村

324円（税込）常温で180日

島根県産の小豆と国産16種の雑穀を
じっくり煮込みました。もっちり、プチ
プチの雑穀の食感がお楽しみいただ
けます。
<原材料>もち米（島根県産）、砂糖、
小豆（島根県産）、もち玄米、はだか
麦、胚芽押麦、もち麦、青玄米、もち黒
米、もちきび、もち赤米、ハト麦、青大
豆、もちあわ、黒大豆、黄大豆、小豆、
ひえ、とうもろこし、食塩

9492
しょうが紅梅漬 100g

海の精

486円（税込）冷蔵で6ヶ月

シソたっぷりの赤梅
酢にしょうがを漬け
込んだ、酸味のきい
た紅しょうが。
<原材料>しょう
が、梅酢

237
福神漬 80g

海の精

518円（税込）開封前7ヶ月

着色料不使用ですので、一般市
販品のように赤くありません。添
加物も使用していないのでお子
様も安心して食べられます。
<原材料>有機大根、有機なす、
有機きゅうり、有機しょうが、ご
ま、干ししいたけ、昆布、有機しょ
うゆ、三河みりん、梅酢、食塩

9508
しば漬 80g

海の精

538円（税込）開封前6ヶ月

梅酢のよく効いた
さっぱり味です。
<原材料>有機きゅ
うり、有機なす、みょ
うが、有機しょうが、
昆布、干し椎茸、梅
酢、有機しょうゆ、
三河みりん、食塩

9515
毎日飲料 有機きな粉
<宇治抹茶>

70g

純正食品マルシマ

398円（税込）常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉に京都
宇治産の香り高い有機抹茶を
加えた贅沢な一品です。牛乳
や豆乳に溶かしてきな粉ドリン
クや、お菓子作りの材料にも。
<原材料>有機大豆（遺伝子組
み換えでない）、有機抹茶、有
機アガベシュガー

238
毎日飲料 有機きな粉
<ココア>

70g

純正食品マルシマ

398円（税込）常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉に
ホッとする香りの有機ココア
でリラックス。溶かしてきな
粉ドリンクや、アイス・ヨーグ
ルトのトッピングにも。
<原材料>有機大豆（遺伝
子組み換えでない）、有機黒
糖、有機ココアパウダー

9522
毎日飲料 有機きな粉
<黒ごま>

70g

純正食品マルシマ

398円（税込）常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉に香
ばしい黒ごまをブレンドしま
した。牛乳などに溶かして
きな粉ドリンクに、ご飯やお
餅・団子のトッピングにも。
<原材料>有機大豆（遺伝
子組み換えでない）、有機黒
糖、有機黒ごま

9539
葛レトルト <プレーン>

温めて、とろり。冷やして、スッキリ。とろ～り葛　・3分ほど湯煎してからカップに移してお召し上がりください。

100g

純正食品マルシマ

200円（税込）常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を
加えた心温まる葛湯で
す。
<原材料>粗糖（種子島
産）、本葛（南九州産）、
有機生姜粉末（国内産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

239
葛レトルト <生姜> 100g

純正食品マルシマ

200円（税込）常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を
加えた心温まる葛湯で
す。
<原材料>粗糖（種子島
産）、有機生姜粉末（国内
産）、本葛（南九州産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

9546
葛レトルト <小豆> 100g

純正食品マルシマ

210円（税込）常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を加
えた心温まる葛湯です。
<原材料>粗糖（種子島
産）、本葛（南九州産）、小
豆（北海道産特別栽培）、
有機生姜粉末（国内産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

9553
五穀米膳 300g（約20合分）

イーゼン

1026円（税込）常温で1年

五穀10種の粒が絶妙に調
和した、飽きのこない美味
しさです。米に対して約1
割加えてください。
<原材料>もちあわ、もち
きび、ひえ、丸麦、押麦、も
ち麦、たかきび、黒米、赤
米、はと麦

9560
もち麦膳 270g（約18合分）

イーゼン

702円（税込）常温で1年

モチモチぷちぷちとした
食感で食物繊維が豊富。
米に対して約1割加えてく
ださい。
<原材料>もち麦
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9577
ひしおの糀 550g

名刀味噌本舗

713円（税込）冷蔵で1年

優れた発酵食品として見直さ
れている伝統食品・ひしおを
手軽に手作りで楽しめます。
<原材料>麦（国産）、大豆
（国産）

9584
名刀ひしお味噌 250g

名刀味噌本舗

356円（税込）冷蔵で6ヶ月

国産麦と大豆の麹を、自然塩と
共に熟成。自然醸造ならではの
飽きのこない風味が特徴です。
<原材料>大豆（岡山県産を中
心とした国産）、麦（香川県・佐
賀県産）、塩（シママース）
※醤油麹使用

240
玄米あま酒 400g（約6人分）

名刀味噌本舗

485円（税込）冷蔵で6ヶ月

砂糖不使用の三分づき玄米
仕込み。麹酵素による自然の
甘味と香りが特徴です。
<原材料>米麹（国産）、米
（国産）

9591
黒米あま酒 400g（約6人分）

名刀味噌本舗

562円（税込）冷蔵で6ヶ月

砂糖不使用の純米仕込み。ア
ントシアニン、ビタミン、ミネ
ラルが豊富な黒米入り。
<原材料>米麹（国産）、米
（国産）、黒米（国産）

9607
砂糖不使用
有機ブルーベリージャム

220g

アビィ・サンフェルム

605円（税込）常温で24ヶ月

砂糖を一切加えずにグレープとレモン
の果汁で煮つめ、りんご由来のペクチ
ンで仕上げました。美容と健康にも効
果的です。
<原材料>有機ブルーベリー、有機濃
縮果汁（グレープ・レモン）、ゲル化剤
（ペクチン：りんご由来）

241
砂糖不使用
有機ストロベリージャム

220g

アビィ・サンフェルム

562円（税込）常温で24ヶ月

砂糖を一切加えずにグレープとレモン
の果汁で煮つめ、りんご由来のすっき
りとした甘酸っぱさが美味しいジャム
です。
<原材料>有機いちご、有機濃縮果汁
（グレープ・レモン）、寒天/ゲル化剤
（ペクチン：りんご由来）

9614
砂糖不使用
有機オレンジジャム

220g

アビィ・サンフェルム

562円（税込）常温で24ヶ月

砂糖を一切加えずにグレープとレモン
の果汁で煮つめ、りんご由来のペクチ
ンで仕上げました。マイルドな酸味と
苦みで、お料理にも最適です。
<原材料>有機オレンジ、有機濃縮果
汁（グレープ・レモン）、ゲル化剤（ペク
チン：りんご由来）

242
パンにおいしいよつ葉バター 100g

よつ葉乳業

295円（税込）冷蔵で180日

北海道の良質な生乳で作っ
たよつ葉バターに空気を含
ませ、従来品より柔らかく
仕上げました。
<原材料>生乳、食塩

9621
パンにおいしい発酵バター 100g

よつ葉乳業

326円（税込）冷蔵で180日

欧米では主流の発酵バ
ターは、程よい発酵臭と後
に残るさわやかな酸味が
特徴です。
<原材料>生乳、食塩

9638
無塩バター【数量限定】 150g

よつ葉乳業

367円（税込）冷蔵で6ヶ月

塩分を控えたい方や、お菓子作りに。牛乳の香り
が広がる、コクのあるバターです。
<原材料>生乳

243
スキムミルク 200g

よつ葉乳業

357円（税込）冷蔵で12ヶ月

低脂肪でカルシウム・たんぱく質たっぷりのスキ
ムミルクです。
<原材料>生乳

9645
カマンベールチーズ 100g

よつ葉乳業

503円（税込）冷蔵で6ヶ月

上品で深い味わい
の白カビチーズ。生
乳の豊かな香りが
広がり、クセがなく
食べやすいです。
<原材料>生乳、食
塩

9652
スライスチェダーチーズ 4枚入（100g）

よつ葉乳業

417円（税込）冷蔵で90日

コクと酸味の絶妙なバランス
がクセになるチェダーチーズ
を、使いやすいスライスにしま
した。ボリュームのある厚切り
タイプなので、風味豊かなチェ
ダーチーズの味わいを、しっか
りお楽しみいただけます。
<原材料>生乳、食塩

9669
有機イチジククランチ 170g

エルサンク・ジャポン

463円（税込）常温で1年

イチジクとりんごがアクセントになり、お
菓子感覚で食べられる、飽きのこないお
いしさです。塩・砂糖不使用
<原材料>有機オート麦フレーク、有機
ライスシロップ、有機ライスパフ、有機
パーム油、有機りんご、有機イチジク

244
有機アップルシナモンクランチ 170g

エルサンク・ジャポン

463円（税込）常温で1年

アップルとシナモンが絶妙に絡み合った
スタイリッシュな大人の味わいです。
<原材料>有機オート麦フレーク、有機ヒ
マワリ油、有機砂糖、有機小麦粉、有機ラ
イス、有機レーズン、有機小麦フレーク、
小麦シロップ、有機りんご、有機オート
麦、有機シナモン、有機大麦シロップ、有
機大麦

9676
有機チョコレートクランチ 170g

エルサンク・ジャポン

463円（税込）常温で1年

アミノ酸バランスに優れたキヌアを使用
した、ほんのりビターな味わいです。
<原材料>有機オート麦、有機砂糖、有機
ライス、有機チョコチップス、有機ヒマワ
リ油、有機スペルト小麦粉、有機ココナッ
ツパウダー、有機キヌア、有機スペルト小
麦シロップ、有機スペルトフレーク、有機
カカオパウダー

9683
有機ハイファイバープレミアム 480g

エルサンク・ジャポン

927円（税込）常温で1年

フルーツ・ナッツ・シードを52％含んだ食
物繊維が豊富なプレミアムシリアルです。
塩・砂糖は使っておりません。個人差はあ
りますがデトックス効果も得られます。
<原材料>有機オート麦フレーク、有機
レーズン、有機小麦フレーク、有機ひまわ
りの種、有機小麦ブラン、有機ナツメヤシ、
有機アプリコット、有機ヘーゼルナッツ、有
機アーモンド

9690
有機ビオミューズリー
プレミアム

480g

エルサンク・ジャポン

927円（税込）常温で1年

様々な穀物をバランス良く配合し、フルー
ツ・シードを52%含んだプレミアムシリアル
です。塩・砂糖不使用
<原材料>有機レーズン、有機オート麦フ
レーク、有機ヒマワリの種、有機大麦フレー
ク、有機コーンフレーク、有機スペルトフレー
ク、有機かぼちゃの種、有機アプリコット、有
機カムートパフ、有機アップル

9706
有機フルーツミューズリー
プレミアム

480g

エルサンク・ジャポン

927円（税込）常温で1年

フルーツ・ナッツを52%含んだ食物繊
維が豊富なプレミアムシリアルです。
塩・砂糖不使用
<原材料>有機ライ麦フレーク、有機イ
チジク、有機ナツメヤシ、有機アーモン
ド、有機小麦ブラン、有機プルーン、有
機ゴマ

北海道産100％の良質な生
乳を原料としてできた風味
豊かな脱脂粉乳（スキムミル
ク）です。パンやお菓子作り
にだけではなく、普段のお料
理に加えることで、不足しが
ちなカルシウムを補えます。

北海道産の良質な生乳を100％使用したバターをホイップし、今ま
でのバターよりも柔らかく手軽に使えるかたさに仕上げました。
口溶けが良く、程好い塩味とミルクの優しい風味が、こんがり焼い
たパンの美味しさをいっそう引き立てます。

北海道産の良質な生乳を100％使用した発酵バターをホイップし、今まで
のバターよりも柔らかく手軽に使えるかたさに仕上げました。ミルクの優しい
風味に加え、発酵バター特有のヨーグルトのようなすっきりとした爽やかな
後味が、バケットなどのパンの美味しさをいっそう引き立てます。
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245
がんばクッキー・りんご 90ｇ

がんばカンパニー

405円（税込）常温で3ヶ月

サクッとした食感と後に広がるりんごの香りが特
徴。<原材料>小麦粉(国産)、三温糖、マーガリン
(紅花油使用)、りんごジュース(長野県産)有機ドラ
イアップル、有機バニラオイル

9713
がんばクッキー・
れもん

90ｇ

がんばカンパニー

爽やかに香るレモンの風味
が後をひきます。
<原材料>小麦粉(国産)、三
温糖、マーガリン(紅花油使
用)、牛乳、有機レモン果汁、
有機レモンマーマレード

9720
がんばクッキー・
アールグレイミルクティ

90ｇ

がんばカンパニー

ミルクと相性のいい有機
アールグレイティを使用し
たクッキー。
<原材料>小麦粉(国産)、
バター、粗糖、牛乳、有機
アールグレイ紅茶

246
がんばクッキー・
アーモンドココア

90ｇ

がんばカンパニー

甘さを控えたココアに
アーモンドの香りいっぱ
い。
<原材料>小麦粉(国産)、
バター、牛乳、古式原糖、
沖縄黒糖、ココア、アーモ
ンド（アメリカ産）

9737
がんばクッキー・
ぎゅうにゅう

90ｇ

がんばカンパニー

よつ葉の乳製品いっぱ
いのクッキー。
<原材料>小麦粉(国
産)、バター、粗糖、牛
乳、スキムミルク

9744
がんばクッキー・
みるくココア

90ｇ

がんばカンパニー

405円（税込）

オーガニックココア
×よつ葉牛乳の贅
沢なクッキー。
<原材料>小麦粉
(国産)、バター、古
式原糖、牛乳、ココ
ア

247
がんばクッキー・
アーモンドオーレ

90ｇ

がんばカンパニー

405円（税込）

カフェオーレとアー
モンドスライスの食
感がたまりません。
<原材料>小麦粉
(国産)、バター、古
式原糖、牛乳、アー
モンド（アメリカ
産）、コーヒー

9751
がんばクッキー・
ココナッツ

90ｇ

がんばカンパニー

405円（税込）

たっぷりのココナッ
ツがさっくりと香ば
しい。
<原材料>小麦粉
(国産)、有機ココ
ナッツ（スリランカ
産）、バター、粗糖、
牛乳

9768
黒豆ケーキ 1本（400g）

竹屋製菓

1188円（税込）冷蔵で20日

バターの風味豊かなしっ
とりとしたパウンドケー
キに、大粒の黒豆がごろ
ごろ！長さ約19cm。
<原材料>砂糖、黒豆(岩
手県産)、小麦粉、卵、バ
ター、食塩、膨張剤

248
黒豆ゼリー 1個（85g）

竹屋製菓

184円（税込）冷蔵で1ヶ月

黒豆の風味を、蜂蜜の自然
な甘味が引き立てる和風ゼ
リー。
<原材料>黒豆(岩手県産)、
はちみつ(国産)、寒天、砂糖

9775
黒豆甘なっとう 150g

竹屋製菓

540円（税込）冷蔵で2ヶ月

風味豊かな黒豆を、甘さ控えめの甘納
豆に仕上げました。
<原材料>黒豆(岩手県産)、砂糖(ビー
トグラニュ糖）

9782
大豆き甘なっとう 150g

竹屋製菓

486円（税込）冷蔵で2ヶ月

大豆で作った変わり種の甘納豆。素朴
な味がクセになります。
<原材料>大豆(岩手県産)、砂糖

9799
黒豆羊かん 380g

竹屋製菓

972円（税込）冷蔵で6ヶ月

黒豆のおいしさを
羊羹に。上品な甘さ
です。
<原材料>黒豆(岩
手県産)、砂糖、寒天

249
素焼きあられ 100g

井関製菓

292円（税込）常温で60日

原材料はもち米の
み。かむほどにもち
米の甘み・風味が広
がる、非常にシンプ
ルなあられです。
<原材料>もち米
(国産)

9805
塩味あられ 100g

井関製菓

292円（税込）常温で60日

あっさりとした塩味
がもち米の甘みを
引き立てます。
<原材料>もち米
(国産)、黒ゴマ、天
塩、青のり

250
しょうゆあられ 100g

井関製菓

299円（税込）常温で60日

醤油の香ばしい香
りが後を引く、素朴
なあられです。
<原材料>もち米
(国産)、醤油、洗双
糖

9812
バターあられ 100g

井関製菓

292円（税込）常温で60日

バターのコクと風
味が広がる、ちょっ
と洋風のあられ。
<原材料>もち米
(国産)、よつ葉バ
ター、天塩

251
オーガニックSOYジェラート 
バニラ

85ml

むそう

394円（税込）  

マダガスカル産バニラビーンズの甘い香りが有機
豆乳のおいしさを最大限に引き出しました。シン
プルながら、いつまでも印象に残る豆乳バニラ味。
<原材料>有機豆乳、有機砂糖、有機デキストリ
ン、有機紅花油、バニラビーンズ

9829
オーガニックSOYジェラート
チョコレート

85ml

むそう

394円（税込）  

高品質を誇るオランダ産有機ココアパウ
ダーを使用。カカオの香りが際立つリッチで
ちょっぴりビターな大人味。
<原材料>有機豆乳、有機砂糖、有機ココア
パウダー、有機デキストリン、有機紅花油

252
オーガニックSOYジェラート
抹茶

85ml

むそう

394円（税込）  

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、上品で濃
く深い味わいとなりました。
<原材料>有機豆乳、有機砂糖、有機抹
茶、有機デキストリン、有機紅花油

9836
オーガニックSOYジェラート
ストロベリー

85ml

むそう

394円（税込）  

贅沢にも有機いちごの果肉を25％使用。爽やかさ
と濃厚さを兼ね備えた味わいが優雅なひとときを
作りだします。
<原材料>有機豆乳、有機いちご果肉、有機砂糖、
有機デキストリン、有機紅花油、有機レモン果汁

9843
有機穀物コーヒー 100g

ボッテガバーチ

907円（税込）常温で2年

厳選された有機穀物を焙煎し
たコーヒー風味飲料です。カ
フェインを含まないので妊娠
中の方やお子様にも安心で
す。※使用料目安：ティーカッ
プ1に対してスプーン2杯
<原材料>有機ライ麦、有機大
麦、有機麦芽、有機チコリ、有
機イチジク

9850
有機穀物コーヒー・タンポポ 50g

ボッテガバーチ

670円（税込）常温で2年

有機ﾀﾝﾎﾟﾎﾟに有機スペルト小
麦と有機チコリを加えて焙煎し
ました。カフェインを含まない
ので妊娠中の方やお子様にも
安心です。※使用料目安：ティー
カップ1に対してスプーン2杯
<原材料>有機スペルト、有機
チコリ、有機タンポポ

253
オーガニックココア・無糖 150g

桜井食品

648円（税込）常温で1年

安心してお飲みいた
だけるオーガニックコ
コア。お菓子作りやカ
レーの隠し味にも。
<原材料>有機ココ
アパウダー　<原産
地>ドミニカ　<加工
国>オランダ　

9867
和三盆ティー（グリーンティ） 100g

中井製茶場

864円（税込）常温で1年

京都府産有機宇治抹茶と徳
島県産の阿波和三盆を使用
しました。お手前にも使え
る程の上級抹茶と和三盆糖
のグリーンティーは、上品で
まろやかな甘みの中に程よ
い渋みとコクが楽しめる逸
品です。
<原材料>有機緑茶（京都
府）、和三盆（徳島県）

9874
有機栽培宇治抹茶 40g

中井製茶場

1188円（税込）常温で6ヶ月

有機栽培の特性で
自然の香味いっぱ
いの昔ながらの風
味です。抹茶は茶葉
をそのまま飲むと
いう点から有機抹
茶は安心です。
<原材料>有機抹茶

405円（税込）常温で3ヶ月 405円（税込）常温で3ヶ月 405円（税込）常温で3ヶ月 405円（税込）常温で3ヶ月

常温で3ヶ月 常温で3ヶ月 常温で3ヶ月

ORGANIC
SOY GELAT

極上なめらか豆乳ジェラート
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9959
熟成三年番茶
（特販サイズ）

250g

葉っピイ向島園

810円（税込）

葉3割、茎7割の比率でブ
レンド。三年間熟成させ刺
激物を減らした低カフェイ
ン、低タンニンでミネラル
豊富な番茶を香ばしく焙じ
ています。

260
玄米茶（特販サイズ） 200g

葉っピイ向島園

810円（税込）常温で1年

低カフェイン、低タンニン
でミネラル豊富な番茶と
有機玄米をブレンドしま
した。お茶とお米の栄養
を一緒に摂取できます。

9966
ティーバッグ煎茶 2g×15

葉っピイ向島園

720円（税込）常温で1年

品質の高い煎茶を
贅沢に使用。茶葉が
広がる三角ティー
バッグを使用してい
ます。

9973
ティーバッグ赤ちゃん番茶 2g×20

葉っピイ向島園

432円（税込）常温で1年

三年番茶を使用し、カフェ
インが少なく、吸収性が
良いのが特徴。ティーバッ
グなのでそのまま水筒や
ティーカップにお湯を注ぐ
だけ。もちろん大人の方も
おいしく飲んで頂けます。

9980
上煎茶 80g

葉っピイ向島園

1620円（税込）常温で1年

少し優雅に高級な
お茶を楽しみたい
方に。60℃以上の
お湯で、香り・甘み・
渋みの絶妙なバラ
ンスをお楽しみ下
さい。

9997
煎茶A 80g

葉っピイ向島園

1080円（税込）常温で1年

人気の煎茶です。
深蒸しにしてある
ので、苦みが少なく
甘みが多いのが特
徴です。

8501
粉末緑茶スティックタイプ 0.6g×25

葉っピイ向島園

756円（税込）常温で1年

一煎分の飲みきり
タイプ。無農薬のお
茶をそのままお召
し上がり頂けます。

261
柿茶（1Ｌ用） 4g×36袋

柿茶本舗

2916円（税込）常温で2年

農薬・化学肥料不使用、自
然栽培の柿葉のみで作り
ました。ビタミン、ミネラ
ル、ポリフェノールが豊富
に含まれています。ノンカ
フェインですので、妊娠中
の方やお子様も安心して
お飲みいただけます。
<原材料>柿の葉（香川
県・徳島県）

8518
ウコン粉末 300g

倉源

1944円（税込）常温で3年

肝機能の強化に。その
まま、湯などに溶いて、
またはお料理に加えて
お召し上がりください。
<原材料>農薬不使用
栽培ウコン（鹿児島県
産）　※奄美大島の秋
ウコン

8525
はたごんぼ茶 3.5g×10パック

森安商店

1080円（税込）常温で1年

和歌山県橋本市の国城山で大
きく育った「はたごんぼ」（牛
蒡）を丁寧に水洗い、乾燥さ
せ、香ばしく焙煎しました。香
り豊かなごぼうのお茶です。
<原材料>ごぼう（和歌山県
産、農薬・化学肥料不使用栽
培）

262
有機栽培ルイボス茶 3.5g×50包

日本プロスペリティセンター

2484円（税込）常温で2年

美容、ストレス解消、
アトピー性皮膚炎、ぜ
んそく、胃腸系の病
気に効果が期待でき
ます。
<原材料>有機ルイ
ボス(有機アスパラサ
ス・リネアリス、南アフ
リカ産)

8532
国産有機青汁四重奏 3g×30包

日本プロスペリティセンター

3065円（税込）常温で2年

大麦若葉・ケール・桑の葉・ハト麦若葉を配合した粉末青汁。食物繊維や
ビタミン類が豊富。<原材料>有機大麦若葉(大分県産)、有機ケール(大
分県産)、有機桑の葉(島根県産)、有機ハト麦若葉(島根県産)

263
有機ざくろジュース（果汁100％ストレート） 140ml

野田ハニー

302円⇒288円（税込）常温で1年

ざくろの原産地であるトルコで有
機栽培された果汁を、国内の有機
認定工場で瓶詰しました。果肉部
分のみを絞ったので、渋みが少なく
フルーティーです。
<原材料>有機ざくろ（トルコ産）

SALE

8549
有機ざくろジュース（果汁100％ストレート） 710ml

野田ハニー

1296円⇒1230円（税込）常温で1年

ざくろの原産地であるトルコで有
機栽培された果汁を、国内の有機
認定工場で瓶詰しました。果肉部
分のみを絞ったので、渋みが少なく
フルーティーです。
<原材料>有機ざくろ（トルコ産）

SALE

9881
シティブレンド/豆 200g

アンナプルナ

798円（税込）冷蔵で1年

ペルーとコロンビアのブレンドで、甘くて
フルーティーかつ深みのある重層的な香
りが楽しめます。
<原材料>有機コーヒー豆(ペルー産、コ
ロンビア産)

254
シティブレンド/粉 200g

アンナプルナ

798円（税込）冷蔵で1年

9898
フレンチブレンド/豆 200g

アンナプルナ

810円（税込）冷蔵で1年

ペルーとエルサルバドルのブレンドです。苦み、
コクともに重厚感があります。クリームを入れて
ヨーロピアンスタイルにも。
<原材料>有機コーヒー豆(ペルー産、エルサルバ
ドル産)

255
フレンチブレンド/粉 200g

アンナプルナ

810円（税込）冷蔵で1年

9904
ブレンドコーヒー
豆

200g

アンナプルナ

1015円（税込）

酸味、コク、香り、のバランスがよく、
深い味わい。
<原材料>有機コーヒー豆(メキシコ・
グァテマラ・コロンビア産)

256
ブレンドコーヒー
粉

200g

アンナプルナ

1015円（税込）
冷蔵で1年

9911
コロンビアコーヒー
豆

200g

アンナプルナ

998円（税込）

やわらかく芳醇な香りとコク、すっきり
とした苦味のコーヒー。
<原材料>有機コーヒー豆(コロンビ
ア産)

257
コロンビアコーヒー
粉

200g

アンナプルナ

998円（税込）
冷蔵で1年

9928
ペルー産コーヒー
豆

220g

アンナプルナ

903円（税込）

豊かな香りとコクがあり、後味はすっ
きり。
<原材料>有機コーヒー豆(ペルー産)

258
ペルー産コーヒー
粉

220g

アンナプルナ

903円（税込）
冷蔵で1年

9935
エルサルバドル産コーヒー
豆

200g

アンナプルナ

998円（税込）
259
エルサルバドル産コーヒー
粉

200g

アンナプルナ

998円（税込）
冷蔵で1年

香りが豊かで、良質な酸味とコクが特
徴のさっぱりとした後味のコーヒー。
<原材料>有機コーヒー豆（エルサル
バドル産）

9942
無漂白コーヒーフィルター 40枚(2～4人用)

アンナプルナ

163円（税込）冷蔵で1年

アンナプルナ

常温で1年
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8624
女葉月茶 50g

べにばな野草園

999⇒957円（税込）
常温で6ヶ月

整腸、利尿、解毒、月経
不順におすすめの野草
のブレンド茶。体を温
め、リラックスさせます。
<原材料>メハヅキ、カ
ミツレ、ヨモギ、ベニバ
ナ、その他（すべて山形
県産）

SALE

8631
ヨモギ茶 40ｇ

べにばな野草園

850円（税込）常温で6ヶ月

冷房などで冷えや
すい女性の身体を、
中から温めてくれ
ます。新陳代謝の向
上、美肌効果も。
<原材料>ヨモギ
（山形県産）

8648
スギナ茶 40g

べにばな野草園

925円（税込）常温で6ヶ月

スギナは、肺・腎臓・
肝臓・慢性気管支
炎・神経痛・水腫な
どによいとされて
います。
<原材料>スギナ
（山形県産）

8655
ドクダミ茶 40g

べにばな野草園

999円（税込）常温で6ヶ月

ドクダミは、漢方で
「十薬」と呼ばれる
ほど、色々な効果が
期待できる野草で
す。
<原材料>ドクダミ
（山形県産）

8662
よもぎ水 100ml

べにばな野草園

1999円（税込）冷蔵で3ヶ月

肌荒れ予防に。ラベンダー
の香り。
<原材料>ヨモギ（山形県
産）、スイカズラ（山形県
産）、ラベンダー（山形県
産）、無添加焼酎、精製水、グ
リセリン

8679
どくだみ水 100ml

べにばな野草園

1999円（税込）冷蔵で3ヶ月

出来てしまった吹き出物や肌荒
れに。ローズマリーの香り。
<原材料>ドクダミ（山形県産）、
クリ葉（山形県産）、ローズマリー
（山形県産）、無添加焼酎、精製
水、グリセリン

8686
かみつれ水 100ml

べにばな野草園

1999円（税込）冷蔵で3ヶ月

乾燥肌に。カモミールの香
り。
<原材料>カミツレ（山形県
産）、スギナ（山形県産）、カ
キドオシ（山形県産）、無添
加焼酎、精製水、グリセリン

8693
ナチュラル馬油 25ml

日本創健

1296円（税込）  

■皮膚に潤いを与え、乾
燥から守ります。■放牧
肥育馬のたてがみの下
部層の脂のみを使用。
■有効成分を壊さな
い、伝統的な低温製法。
■防腐剤、香料不使用。
<成分>馬油

8709
ナチュラル馬油 60ml

日本創健

2700円（税込）  

■皮膚に潤いを与え、乾燥から守ります。■放
牧肥育馬のたてがみの下部層の脂のみを使
用。■有効成分を壊さない、伝統的な低温製
法。■防腐剤、香料不使用。<成分>馬油

8716
ナチュラル馬油・
極

60ml

日本創健

4860円（税込）  

■皮膚に潤いを与え、乾燥から守ります。■放
牧肥育馬のたてがみの下部層の脂のみを使
用。■有効成分を壊さない、伝統的な低温製
法。■防腐剤、香料不使用。<成分>馬油

大分県くじゅう連山黒岳の麓、庄内町阿蘇野の地
より湧き出しているとても希少な国産天然炭酸水
です。健康飲用水・美容水・料理全般と、様々な目
的でお使いいただけます。
<原材料>鉱泉水

8617
天然炭酸水YOIYANA
500ml6本

500ml×6

住宅企画

1200円（税込）常温で1年（開封前）

266
天然炭酸水YOIYANA
500mlケース（24本）

500ml×24

住宅企画

4586円（税込）常温で1年（開封前）

北海道乙部町姫川水系の井戸水を濾過殺菌充填した美味しいお水です。軟水・中性で口当たりがまろや
かであらゆる用途に合い「シリカ（ケイ素）」を多く含んでいます。シリカはカルシウムよりも骨密度に密
接な関係があることが報告されています。
<原材料>水（採水地：北海道）

8600
ガイヴォータ 2L

アドバンス

302円（税込）    製造より6ヶ月

265
ガイヴォータ 2L×6本

アドバンス

1706円（税込）    製造より6ヶ月

8594
ガイヴォータ 500ml

アドバンス

194円（税込）  製造より6ヶ月

264
ガイヴォータ 500ml×24本

アドバンス

4450円（税込）    製造より6ヶ月

Gaivota
（ガイヴォータ）

北海道・命水乙部のミネラルウォーター すうっとなめらか、スッキリ！　
Gaivota は、硬度 46mg/ℓの
軟水・中性のお水です。口当た
りがまろやかで飲み心地はスッキ
リ！喉にすうっと飲みやすいので
ゴクゴク飲めます。

頭が痛くならない、
カラダと地球にやさしい
自然派ワイン
※お酒の販売は20歳以上の方に限らせて頂きます。

8556
ジャンニテッサーリ・ピノ・ノワール
<赤・ややコクあり>

  

ばんどう酒店

2480円（税込）  750ml

高級ブドウ品種で知られるピノ・ノ
ワール。渋みが少なく、ジューシーな
ので冷やしても美味しく飲める赤ワイ
ンです。
<ぶどう品種>ピノ・ノワール

8563
ル・マズリエ・ヴィオニエ
<白・すっきり辛口>

  

ばんどう酒店

2580円（税込）    750ml

バランスが良くフレッシュで、熟した
果実のような心地よい風味が感じら、
レモンのような爽やかさもあります。
今、人気上昇中のブドウ品種です。
<ぶどう品種>ヴィオニエ

8570
ヴァン・ムスー・プランス・デュ・コスト
<白・発泡・辛口>

  

ばんどう酒店

2380円（税込）    750ml

柑橘類を思わせる爽やかな風味。上質
で繊細な泡立ち。辛口だけど、辛すぎ
ないのが飲みやすい！【オーガニック認
定】
<ブドウ品種>アイレン100%
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8723
ココナッツミルク
パウダー

300g

ココウェル

2160円（税込）
製造後18ヶ月

保存料無添加・無漂白のパウダー。水で溶い
てココナッツミルクとして使用できます。水
の量を調節することで一般的なココナッツ
ミルクから、濃厚なココナッツクリーム、その
まま飲めるココナッツミルクドリンク等が楽
しめます。アレルゲンフリーなので、牛乳や
豆乳のかわりにもお使いいただけます。
<原材料>ココナッツ、タピオカ粉末

8730
エキストラバージンココ
ナッツオイルエクスぺラー

360g

ココウェル

2592円（税込）常温で２年

粉砕した果肉を40度以下
の温風で乾燥させ、水分を
0.1％以下にまで取り除いて
から低温圧搾する最新のエ
クスぺラー製法を採用。有機
JAS認証も取得しました。
<原材料>食用やし油

8747
リキッドココナッツオイル 280g

ココウェル

2592円（税込）常温で２年

固まりやすい脂肪酸だけを取
り除いた液体ココナッツオイ
ル。香りも控えめです。
<原材料>食用やし油

8785
ユーカリプタス
エッセンシャルオイル

100ml

睦物産

6264円（税込）
  

除菌や消臭、アレルギー対
策に。鼻づまりの解消にも
役立ちます。

8792
ユーカリプタス
スプレー

300ml

睦物産

4212円（税込）  

除菌や消臭、防虫、防カビ
に。靴箱や押し入れにシュっ
とひと吹き。
<原材料>ユーカリプタスオ
イル、LPG

8754
プレミアムココナッツオイル 500ｍｌ

ココウェル

1026円（税込）常温で２年

天然の中鎖脂肪酸を豊富に含
んでいます。一般の植物油と
比較して消化吸収は約4倍、
代謝は約10倍も速いため、中
性脂肪になりにくい性質があ
ります。炒め物や揚げ物等、加
熱した料理が向いています。
<原材料>食用やし油

8761
ココナッツシュガー 250ｇ

ココウェル

918円（税込）常温で５年

貴重なココナッツ
の花蜜を煮詰めた
天然シュガー、黒糖
に似た香ばしい香
りが特徴です。
<原材料>ココナッ
ツの花蜜

8778
ココソープ・プレーン（無香） 95ｇ

ココウェル

864円（税込）常温で３年

バージンココナッツオイルの洗顔ソープ。敏感なお肌
の方にもご利用いただけるよう高品質のバージンコ
コナッツオイルを100％使用しました。
<原材料>ヤシ油(バージンココナッツオイル)、水酸化
ナトリウム、水、トコフェロール(大豆由来ビタミンE)

8808
ユーカリプタス石けん 100g

睦物産

1620円（税込）  

天然素材100％の石けんに、ユーカリ
プタスオイルを配合しました。
<原材料>石けん素地、ユーカリ油

8860
hearty　シャンプードサロン 600ml

アーク＆エコ株式会社

2052円（税込）  

ノンコーティング剤、ラウレスフリー、天然由来成分100%。髪質や髪の状態に応じたケアをしていた
だくため、髪をきれいに洗うことだけを目的に作られたシャンプー。いまの洗い上がりと使用感だけ
でなく10年後を考え、本当に髪や地肌にとって良いことを追求して作り上げたシャンプーです。
<成分>水、カリ石ケン素地、グリセリン、マカデミアナッツ油、クエン酸、ローズマリーエキス、トコフェ
ロール、プチグレン油、オレンジ油、イタリアイトスギ油、レモングラス油、チョウジ花油、ヒノキ油、タイ
ム油

267
[詰替用]hearty　シャンプードサロン 500ml

アーク＆エコ株式会社

1512円（税込）  

8877
hearty　リンスドサロン 600ml

アーク＆エコ株式会社

2052円（税込）  

シャンプー同様にコーティング剤を配合せず、髪と地肌のコンディションを整える
ことだけを考えたシンプルケアのリンス。スタイリスト達の意見をもとに香りのプ
ロが作り上げました。「hearty シャンプードサロン」とセットでお使いください。
<成分>水、グリセリン、クエン酸、ホホバ種子油、エタノール、キサンタンガム、ク
エン酸ナトリウム、スクワラン、グアーガム、ヒノキチオール、プチグレン油、オレン
ジ油、イタリアイトスギ油、レモングラス油、チョウジ花油、ヒノキ油、タイム油

268
[詰替用]hearty　リンスドサロン 500ml

アーク＆エコ株式会社

1512円（税込）  

こどもハミガキ（グレープ/ストロベリー）は
今回お休み致します。ご迷惑をお掛け致
しますが、宜しくお願いいたします。

こどもハミガキ　グレープ
エスケー石鹸

こどもハミガキ　ストロベリー

8815
クリーン食器洗い
乾燥機専用洗浄剤

500g

地の塩社

518円（税込）
  

界面活性剤不使用の食器洗い乾燥機専用の洗浄剤です。元々自然界にある素材
を活かして作っているので、生分解性が高く、河川や海への影響も心配ありませ
ん。アルカリ成分が油汚れもすっきり、食器をピカピカに洗いあげます。汚れ落
ちもよく、臭い残りもありません。
<全成分>アルカリ剤（炭酸塩）、漂白剤（過炭酸ナトリウム）、アルカリ剤（ケイ
酸ナトリウム）

口に入るものをのせる食器だから
使う洗浄剤には気を使いたい

< ご使用の目安 >
■4～5人用の場合　約5g　
■汚れがひどい場合は、7.5g
(料理用計量スプーン小さじ1
杯 約5g)　
※ 必ず温水にてご使用ください。
※ スプーンは付いていません。

油汚れもスッキリ！
活性酸素が
汚れを分解
ケイ酸塩が
油汚れも
しっかり分解

8822
草枯れ一番プラス 900g

パネフリ工業

1296円（税込）  

農薬を含まない安心、エコな除草剤！
気になる場所にまいて、水をかけるだ
けです。
<成分>天日塩、ゼオライト（天然鉱物
砂）、ハーブ精油

8839
こけそうじスプレー 500g

パネフリ工業

1058円（税込）  

しつこいコケに
シュッ！化学合成成
分ゼロでグレープ
フルーツ種子抽出
物が主成分だから
安心のコケ退治。
<成分>グレープフ
ルーツ種子抽出物

8846
くるなスプレー 900ml

パネフリ工業

1317円（税込）  

農薬、化学薬品に
頼らない野菜づく
りに！定植から収
穫まで使えます。
<原材料>ニー
ム種子オイル、ヒ
バ精油、食品用乳
化剤、醸造系エタ
ノール

化学合成成分ゼロ
コケ駆除剤

農薬、化学薬品に頼らな
い野菜づくりに！定植から
収穫まで使えます。

農薬を含まない
安心エコな除草剤！

天然由来
植物から抽出した天然由来成分を
選び、安全性に配慮した製品です。
ニーム（インドセンダン）の種子と
青森ヒバより抽出した天然オイル
を主成分として使用しています。

外壁などに染み付いた頑固なコ
ケにスプレーするだけ！コケ全般
に使用できて、水洗いは不要で
す！化学合成成分を含まないの
で、環境にやさしく安心です！コン
クリート・レンガ・石材などの表面
を痛めません！

1平米あたりボトル1/3（250～
300g）をふりかけた後、ジョウロなど
で水を蒔き、土壌に浸透させます。

化学合成成分を
全く含まない安心感

成分は 1 . 天 日塩
（食塩）、2.ゼオラ
イト（天然鉱物砂）　
3.ハーブ精油（ハー
ブオイル）のみ。農
薬はもちろん、化学
合成成分を一切含
みません。
これならどなたでも
安心ですね。

8853
わんこの
クレイシャンプー

240g

ボディクレイ

1620円（税込）
  

ねんどの吸着力で被毛や皮膚の汚れ・ニオイまですっきりきれい。皮膚のデリ
ケートなワンちゃんにもオススメの自然派シャンプーです。
【全成分】
精製水、ヤシ油脂肪酸カリ（石鹸素地）、オレイン酸カリ（石鹸素地）、ミリスチン
酸カリ（石鹸素地）、1.3ブチレングリコール（保湿）、モンモリロナイト（吸着、皮
膜）、ソルビトール（保湿）、グリセリン（保湿）、カオリン（吸着）、ピロリドンカル
ボン酸ナトリウム（保湿）、フェノキシエタノール（防腐）、 トリ（カプリル/カプリ
ン酸）グリセリル（保湿）、カプリル酸グリセリル（防腐）、ユーカリ油（香料）、カ
ミツレエキス（保湿）、イリスエキス（保湿）

【使用量の目安】
小型犬　30～50g
中型犬　50～80g
大型犬　100～130g



下記の商品はスポット予約品です。お届けは7/16～7/19になります

27商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます 掲載価格はすべて消費税込み価格です  令和元年 7月　072号

8945
ハーブガード 130cc

ヤムヤム

1814円（税込）開栓後2年

タイの自然いっぱいの農園で農薬・化
学肥料不使用栽培されたハーブで作っ
た、自然に近い安全な虫除けスプレー
です。
<全成分>シトロネラエキス、エタノー
ル、コブミカンエキス、ウコンエキス、
水、メボウキエキス、植物性グリセリン
(ココナッツ由来)、シトロネラ油、コブ
ミカン油、レモングラス油、メボウキ油

Herb guardハーブガード
農薬・化学肥料不使用栽培ハーブ使用

ハーブとの出会いは、再生紙のラベルを付けた「タラブーンハーブ農園」の商品と出会った事か
らはじまりました。 タラブーン農園はタイ中央部の８００メーターの高地に「ハーブのあるタイ伝統を
くらしを大切にしよう」と代表のチョンソンディーさんが３０年前も前から無 農薬のハーブの栽培、
研究に取り組み、縁内で取るハーブを使用しエッセンシャルオイルをすべて手作りで，本当に良
質のハーブ製品をつくっていました。 農園に滞在し満点の星空を堪能し、ジャングルを探検して
いるうちに、「自然に抱かれてくらしたい」という国を越えた私たちの思いが共鳴し、エッセンスのよ
うにの萎縮され、製品が出来ました。 この大地に生きる仲間として、共存を問いかける視点から
生まれました。私が使いたい納得いく安全性まで徹底的に追求する一方、生命力ある無農薬の
ハーブを選び、シンプルに調合、本物の持つ威力を最大限にいかした製品です。

NEW

10回ほど振ってからお使い下さい。
油分と水分が融合する為の界面活性剤を使用しておりま
せん。夏に欠かせない日常品だからこそ、細心の注意をは
らい化学物質を使わずに作りました。
香りの持続が使用の目安です。
香りがする間は虫を遠ざけます。肌に成分が付着する為
の定着剤を使っていないので、虫の多いところではこまめ
にスプレーしてください。汗をたくさんかいた時や炎天下で
はタオルや帽子にもスプレーしてダブルでお使いください。
乳幼児には、タオルにスプレーして顔から離して使用してく
ださい。
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販売場の名称及び所在地

酒類販売管理者の氏名
酒類販売管理研修受講年月日
次 回 研 修 の 受 講 期 限
研 修 実 施 団 体 名

酒 類 販 売 管 理 者 標 識
株式会社大阪愛農食品センター
大阪府堺市中区小阪西町8-8
辻本美保子
2017年12月14日
2020年12月13日
堺小売酒販組合
 

ウィークリーは大豆やヤシ、
パームなど非食用油を含め
た植物油全般を原料とする
「植物油インキ」を使用して
います。

定価： 本体300円 +税

有機栽
培

田七人
参

使用

体内への浸透性が群を抜いて高い！田七人参の栄養価
サポニン

田七人参の主要成分 浄化作用

有機ゲルマニウム
体内の酸素不足を補う

植物ステロール
コレステロールが気になる方に人気の成分

アセチレン化合物
中高年に欠かせない成分

田七ケトン
巡り成分①

アルギニン
人間の体を作る必須アミノ酸

デンシチン
巡り成分②

フラボノイド
巡り成分③

10,000円
＜原材料＞

有機田七人参：98％、有機玄米：2％

8952 株式会社アドバンス

白井田七 60g（250mg×240粒）

（税込）

定価12,000円 会員価格
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8969
野菜と大豆のドライカレー 120g（1人前）

東城愛農有機野菜の里

307円（税込）冷蔵で3週間

鶏肉と大豆のヘルシーなドライカレー。温めてご飯と混ぜるだけなので、とっても
手軽！
<原材料>鶏肉(広島県産)、玉ねぎ(広島県産)、なす(広島県産)、トマト(広島県
産)、大豆(広島県産)、ピーマン(広島県産)、にんにく(広島県産)、カレー粉、ウス
ターソース、塩(シママース)、胡椒、醤油

269
野菜と大豆のドライカレー
2パックセット

120g×2袋

東城愛農有機野菜の里

613円（税込）冷蔵で3週間

8976
黒豆煮豆 150g

東城愛農有機野菜の里

475円（税込）冷蔵で3週間

やや小粒ですが、やわらかく風味豊かです。
<原材料>農薬不使用栽培黒豆（広島県
産）、モラセスシュガー、醤油、塩、重曹

270
こんにゃくピリ辛炒め煮 150g

東城愛農有機野菜の里

286円（税込）冷蔵で3週間

地元産のこんにゃく芋で作った手作りのコン
ニャクを、唐辛子の辛みをきかせたお総菜に。
<原材料>東城手作りこんにゃく(広島県産こ
んにゃく芋使用)、醤油、モラセスシュガー、菜種
油、塩、赤唐辛子、昆布、かつお節、さば節

8983
ささげ豆煮豆 150g

東城愛農有機野菜の里

300円（税込）冷蔵で30日

東城町のささげ豆を薄め
の甘い煮豆にしました。
醤油を少し加えて風味豊
かな煮豆になりました。
<原材料>農薬不使用栽
培ささげ豆（広島県産）、
モラセスシュガー、シマ
マース、醤油、重曹

8006
えごまねり味噌 110g

東城愛農有機野菜の里

499円（税込）冷蔵で3か月

αリノレン酸をたくさん含んだエゴマの実を少しす
り自家製の味噌と合わせて練りました。香ばしい
食欲をそそるヘルシーな一品です。
<原材料>エゴマの実、味噌、モラセスシュガー、酒

8013
西井さんの鶏/ミンチ 300g

西井ファーム

551円（税込）冷凍で約2週間

環境を大切にした循環型農業を営む
和歌山県・西井ファームで育った健康
な鶏のミンチです。 

8020
西井さんの鶏
一羽さばきセット

約650g

西井ファーム

1231円（税込）冷凍で約1ヶ月

もも肉2枚、むね肉2枚、ささみ、砂ず
りが入っています。

8037
西井さんの鶏/鶏ガラ 300g

西井ファーム

156円（税込）冷凍で約1ヶ月

鶏ガラからはおいしいスープが取れま
す。
  

※ご確認
ください

火曜
コース

水曜
コース

木曜
コース

金曜
コース

ご予約品
お届け日 7/23 7/24 7/25 7/26
ご注文書
提出日 7/2 7/3 7/4 7/5

こちらの商品については
お届け日がスポット予約品よ
り１週間遅れてのお届けとな
ります。
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