
※スポット予約品に関しては、ご注文締切後のキャンセルはお受けできません。
ご了承のうえご注文下さい。スポット予約品 ※掲載商品は商品イメージのため、実物とは異なります。

通常品とお届け日が異なります。
お届け日について

※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 9/17 9/18 9/19 9/20
ご注文書
提出日 9/3 9/4 9/5 9/6

18 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 9 月　092 号

202
赤いか切身 350g

マルニ竹内商店

1254円（税込）冷凍で1ヶ月

弾力のある肉厚の
身と、濃厚な甘味が
特徴。

9003
生ホタルイカ 200g

マルニ竹内商店

488円（税込）冷凍で1ヶ月

酢味噌でいただく
ほか、ガーリック炒
めなどに。

203
一口干しハタハタ 170g

マルニ竹内商店

540円（税込）冷凍で1ヶ月

干ハタハタより少
し小さく、骨ごと食
べられます。
< 原 材 料 > ハタハ
タ、食塩

9010
生キス 280g

マルニ竹内商店

540円（税込）冷凍で1ヶ月

淡白な白身魚で、天
ぷらやフライにす
ると絶品！内臓未処
理。

204
マルニおすすめ！
おまかせ鮮魚

3～4種類

マルニ竹内商店

1395円⇒1295円（税込）

マルニ竹内商店さんおすすめの鮮魚のセット。
色々な海の幸を少しずつ召し上がりたい方に。

SALE

9027
かれい煮付け用 2～3枚

マルニ竹内商店

1568円⇒1398円（税込）
冷凍で1ヶ月

ふっくらと肉厚で脂
がのった、大きめの
カレイです。煮付け
や 唐 揚 げに。内 臓
処理済み。

SALE

9034
甘エビ大 箱入り 30尾

マルニ竹内商店

2650円（税込）

日本海産の甘えび大サイズの特上品
です。近海で獲れる甘えびは甘みが強
く色合いもきれいです。箱入りですの
で、贈り物にも。<原材料>甘エビ

9041
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？

9058
生わかめ 150g

マルニ竹内商店

450円（税込）冷凍で1ヶ月

熱湯でさっと茹で、
そのまま醤油で、サ
ラダや味噌汁、和え
物に。

205
真ほっけ開き 1枚（約270g）

カネキ南波商店

599円（税込）冷凍で3ヶ月

脂が乗り一段とおいしい時期の真ほっ
けを丁寧に加工し、塩で旨味を引き出
しました。
<原材料>ほっけ（北海道産）、食塩
(シママース)

9065
近海無着色たらこ 70g

カネキ南波商店

437円（税込）冷凍で3ヶ月

北海道近海産の厳選した卵を、添加物
を使用せず、塩のみで低温熟成させた
無着色のたらこ。
<原材料>すけそうだらの卵（北海道
産） 、食塩(シママース)

9072
いくら醤油漬け 50g

カネキ南波商店

1350円⇒980円（税込）

新鮮な秋鮭の筋子を丁寧に粒状にし、
本醸造醤油と純米酒だけで漬けたこ
だわりの逸品。
<原材料>秋鮭卵（北海道産）、醤油

（小麦、大豆を含む）、清酒

SALE

206
生炊きしらす佃煮 50g

カネキ南波商店

442円（税込）冷凍で3ヶ月

シンプルな佃煮ですが、食感と旨味は
抜群です。ご飯がすすむ、くせになる
味わい。<原材料>生小女子（北海道
産）、水あめ、砂糖、醤油

9089
くるみ入り生炊きしらす佃煮 50g

カネキ南波商店

442円（税込）冷凍で3ヶ月

しらす佃煮と相性抜群の香ばしいくる
み入り。風味豊かな逸品。
<原材料>生小女子（北海道産）、くる
み（アメリカ産）、水あめ、砂糖、醤油

9096
尾岱沼産ホタテ貝柱 250g

大隅商店

1980円（税込）冷凍で1年

肉厚で甘味たっぷ
り。刺身のほか、バ
ター焼きやグラタ
ン、シチューに。
< 原 材 料 >ホタテ

（北海道産）

207
別海町産甘塩秋鮭切身 4～6切（約400g）

大隅商店

1994円（税込）冷凍で1年

摩周湖の清流・西別
川が生み出した、強
い旨味が味わえま
す。
<原材料>サケ（北
海道産）、天日塩

9102
そのままあさり 100g

日本鮮食

335円（税込）6ヶ月

福岡県・愛知県で獲
れたあさりの風味
や旨味を、そのまま
閉じ込めました。
< 原 材 料 > あさり
(福岡県または愛知
県産)

208
そのまましじみ 100g

日本鮮食

313円（税込）6ヶ月

福岡県・三重県・愛
知県のしじみを使
用。いつでも新鮮
な旨味を味わえま
す。
< 原 材 料 >しじみ
(福岡県または三重
県、愛知県産)

9119
四万十川優化イオンうなぎ蒲焼き
(タレ付）

1尾（約130g）

加持養鰻場

2680円（税込）

四万十川河口付近で獲れた稚魚（シラス）を
四万十川に流れ込む支流「深木川」の伏流水で
育てた、肉厚で噛みごたえのある天然のもの
に近い鰻の蒲焼きです。フライパンで表裏を焼
き、タレをたっぷりつけると風味が増します。
<原材料>うなぎ（高知県四万十市）、山椒、
醤油[大豆(遺伝子組み換えでない）、小麦を含
む]、粗製糖、発酵調味料（米、米こうじ、食塩）、
水あめ、うなぎの骨エキス（調理したうなぎの
骨を焼き、加熱したタレの中に入れて炊き上げ
て抽出したもの）

9126
四万十川優化イオンうなぎ白焼き
(タレ付）

1尾（約110～120g）

加持養鰻場

2480円（税込）

四万十川河口付近で獲れた稚
魚（シラス）を四万十川に流れ
込む支流「深木川」の伏流水で
育てた、肉厚で噛みごたえのあ
る天然のものに近い鰻の白焼
きです。塩焼きにしてわさび醤
油でお召し上がりください。
< 原 材 料 > う な ぎ（ 高 知 県
四 万 十 市 ）、山 椒（ 和 歌 山 県
産）、醤油、発酵調味料、洗双糖

209
乾燥ひじき 30g

新魚目漁業協同組合

398円（税込）常温で1年

様々な太さ大きさ
の、野趣あふれるひ
じきです。使いきり
サイズにリニューア
ル！
< 原 材 料 > ひじき
(長崎県産)

9133
万能五島あご味 180g

新魚目漁業協同組合

2050円（税込）常温で半年

焼きあごの粉末。あ
ごだしとしてだけ
でなく、色々な料理
の隠し味に。ふりか
けとしても。
<原材料>とびうお
(長崎県産)

202
赤いか切身

マルニ竹内商店

冷凍で1ヶ月

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。

冷凍で1ヶ月

※規格変更

冷凍で１か月

冷凍で3ヶ月

冷凍で180日 冷凍で180日



下記の商品はスポット予約品です。お届けは9/17～9/20になります

19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 9 月　092 号

9140
ごぼう棒天 30g×5本

味のかまぼこ高坂

400円（税込）冷蔵で2週間

刻んだごぼうを生地に練りこんだ棒天です。
<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ産）、
ゴボウ、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シママー
ス)、米油

210
揚げボール 200g

味のかまぼこ高坂

558円（税込）冷蔵で2週間

お団子のような、丸い揚げかまぼこ。
<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シマ
マース)、米油

9157
丸天 45g×5枚

味のかまぼこ高坂

558円（税込）冷蔵で2週間

食べ応えのある丸天。
<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シマ
マース)、米油

212
高坂おでんセット 5種（各1個）

味のかまぼこ高坂

819円（税込）冷蔵で2週間

<原材料>揚げボール=タラ（北海道・アラスカ産）、砂糖、でん粉、本みりん、塩
(シママース)、米油/ごぼう巻き=タラ（北海道・アラスカ産）、ごぼう、でん粉、砂
糖、本みりん、塩(シママース)、米油/ゲソ巻き=たら、イカゲソ、でん粉、砂糖、本
みりん、塩(シママース)、米油/さつま揚げ=タラ（北海道・アラスカ産）、砂糖、で
ん粉、人参、本みりん、塩(シママース)、米油/焼きちくわ=タラ（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シママース)

211
焼きちくわ 90g×3本

味のかまぼこ高坂

784円（税込）冷蔵で2週間

ボリュウム満点♪煮物や揚げもの、お
つまみ、お弁当に。
<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シマ
マース)

9164
焼板かまぼこ 180g

味のかまぼこ高坂

627円（税込）冷蔵で2週間

旨みのつまった上
質のかまぼこ。
<原材料>タラ（北
海道・アラスカ産）、
で ん 粉 、砂 糖 、本
みりん、　塩(シマ
マース)

9171
ケンチン焼き 250g

味のかまぼこ高坂

679円（税込）冷蔵で2週間

人参、ひじきを練りこんだ、角型のかまぼこ。
<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ産）、
でん粉、砂糖、本みりん、人参、ゴボウ、塩(シ
ママース)、干ひじき(韓国産)

9188
興農牛/サーロインステーキ用 300g

興農ファーム

2542円（税込）冷凍で60日

赤身が多く豊かな風味が特徴でステーキにぴったりです。
解凍後、玉ねぎのスライスでサンドし、サラダオイルを少
量かけなじませてから、強火でサッと焼いてください。焼
きすぎると硬くなります。

9195
興農牛/牛切落とし 250g

興農ファーム

1233円⇒1198円（税込）

深みのあるウデ肉とバラ肉のミックス
です。野菜炒め、牛丼などにどうぞ。

SALE

213
興農牛/牛切落としジャンボパック 400g

興農ファーム

1869円（税込）冷凍で60日

9201
興農牛豚合ひき肉 250g

興農ファーム

987円（税込）冷凍で60日

214
興農牛豚合ひき肉
ジャンボパック

400g

興農ファーム

1480円（税込）冷凍で60日

牛60％・豚40％の割合で、お互いの旨
味を生かせます。

9218
興農牛/ひき肉 250g

興農ファーム

987円（税込）冷凍で60日

バラバラにほぐれ
た状態で冷凍して
いますので、必要な
量のみお使いいた
だけます。

9225
興農牛/カレー・シチュー用 200g

興農ファーム

997円（税込）冷凍で60日

煮込み料理に最適
な赤身を、2cm角
にカットしました。

9232
興農牛/ロース焼肉用 200g

興農ファーム

1268円⇒1230円（税込）
冷凍で60日

味わいのあるロー
ス肉 を 、焼 肉 用に
スライスしました。
（約3mm厚）

SALE

9249
興農牛/レバー焼肉用 200g

興農ファーム

904円（税込）冷凍で60日

レバー特有の臭み
がなく、甘味があり
ます。（約5～6mm
厚）

215
興農牛/肩ロースすき焼き用 200g

興農ファーム

1268円（税込）冷凍で60日

ほどよく脂肪がのっ
た肩ロースの薄切
りです。（約2mm
厚）

9256
興農牛/ロースしゃぶしゃぶ用 200g

興農ファーム

1268円（税込）冷凍で60日

柔 ら か な ロ ー ス
肉 のしゃぶしゃぶ
用 ス ラ イ ス 。（ 約
1.7mm厚）

9263
興農牛/スジ肉 200g

興農ファーム

590円（税込）冷凍で60日

煮込むほどに柔らかくなります。

9270
天然エビフライ（L）120g（約6尾）

パプアニューギニア海産

860円（税込）6ヶ月

原料は天然エビ、パン粉、
小麦粉、水の4種のみで、
薬品・添加物は一切不使
用の海老フライです。と
ことん手作りにこだわっ
た天然エビフライです。
< 原 材 料 > 船 凍 天 然 エ
ビ、小麦粉、パン粉、水

216
天然エビフライ（むき）100g（約10尾）

パプアニューギニア海産

726円（税込）6ヶ月

一口サイズで、殻も
尻尾もない可愛い
海老フライです。調
理 も 簡 単 で 、パ ー
ティ・お弁当に最適。
<原材料>船凍天然
エビ、小麦粉、パン
粉、水

217
愛農板こんにゃく 300g

愛農流通センター

257円（税込）冷蔵で3ヶ月

生芋から丁寧に作りました。こんにゃく芋本
来の風味としっかりとした弾力が特徴です。
<原材料>有機栽培こんにゃく芋（群馬県
産）、水酸化カルシウム(凝固剤)

9287
愛農糸こんにゃく 250g

愛農流通センター

257円（税込）冷蔵で3ヶ月

生芋から丁寧に作りました。こんにゃく芋本
来の風味としっかりとした弾力が特徴です。
<原材料>有機栽培こんにゃく芋（群馬県
産）、水酸化カルシウム(凝固剤)

218
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)

219
有機スイートコーン缶 125g

アリサン

184円（税込）3年

有機ＪＡＳ認定の食べ切りサイズ。塩だけの味付けなので、
コーン本来の味があじわえます。
<原材料>有機トウモロコシ（タイ産（遺伝子組み換えでな
い））、食塩

おでんだけでなく、煮物
に入れても美味しいで
す。それぞれ単品で、お
弁当やおつまみにも。

在庫限り



下記の商品はスポット予約品です。お届けは9/17～9/20になります

20 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 9 月　092 号

220
塩麹で作ったサラダチキン 140g

シガポートリー

445円（税込）冷凍で180日

鶏一番の皮なしむね肉を塩麹だけで味付けしました。あっさりし
た味付けなので、サラダやサンドイッチなど幅広くお使いいただけ
ます。
<原材料>鶏むね肉、米麹、食塩

221
キャベツチキンメンチカツ 60g×4個

シガポートリー

563円（税込）冷凍で240日

農薬、化成肥料不使用のキャベツとタマネギを使用して作りました。
豚肉も非遺伝子組み換え飼料で飼育されています。
<原材料>具（鶏むね肉、豚肉、キャベツ、たまねぎ、パン粉、鶏卵、澱
粉、昆布エキス、醤油、砂糖、食塩、生姜、香辛料）衣（パン粉、米粉）

222
梅肉入りささみカツ 220g

シガポートリー

598円（税込）冷凍で60日

鶏一番のささみを開き、紀州産の梅肉を入れたささみカツです。
冷凍のまま170～180度の油で揚げて下さい。
<原材料>鶏ささみ、パン粉（小麦粉（北海道）、有機パーム油、甜
菜糖、食塩、生イースト）、梅肉（和歌山県産）、米粉（国産）

223
鶏レバーの煮込み風味 170g

シガポートリー

380円（税込）冷凍で60日

鶏一番の肝の心臓を取り除き、そぎ切りにしてオリジナルのタレで
漬け込みました。
<原材料>鶏きも、タレ（濃口醤油、砂糖、みりん、たまり醤油）、生姜

224
鶏むね小肉のスパイス焼き 150g

シガポートリー

380円（税込）冷凍で60日

鶏一番のむね肉を肩肉（小肉）をオリジナルのスパイスで味付けし
ました。
<原材料>鶏むね、調合スパイス（食塩、ブラックペッパー、チリパ
ウダー、オニオン、ガーリック）

225
鶏手羽肉のコチュジャン焼き 150g

シガポートリー

380円（税込）冷凍で60日

鶏一番の手羽元の骨を取り除き、オリジナルのコチュジャンベー
スの甘辛だれで味付けしました。
<原材料>鶏手羽肉、濃口醤油、発酵調味料、有機トマトケチャッ
プ、コチュジャン（こし味噌、唐辛子、粗糖、醤油）、砂糖、にんに
く、生姜

226
お弁当用チキンカツ 30g×8個

クッチーナマンマ

504円（税込）冷凍で150日

遺伝子組み換えをしていない穀物だけを飼料に、じっくりと日数を
かけて飼育した鶏を使ったヘルシーなチキンカツ。お好みのソース
をかけてお召し上がりください。また、卵でとじて、カツ丼などにも
アレンジできます。
<原材料>鶏肉(愛知県産)、パン粉(岩手県産特別栽培小麦使用)、
小麦粉(北海道産)、菜種油、食塩、こしょう

227
コーンクリームコロッケ 30g×5個

クッチーナマンマ

471円（税込）冷凍で150日

低温殺菌乳、九州産小麦、玉ねぎを使用し、素材のおいしさを生か
したクリーミーな手作りコロッケ。卵不使用。調理済み。
<原材料>牛乳(熊本県産)、パン粉(岩手県産特別栽培小麦使用)、
スイートコーン(北海道産)、玉ねぎ(北海道または兵庫県、愛知県、
長崎県、熊本県産)、小麦粉(九州産)、バター(北海道産)、菜種油、食
塩、こしょう

228
チキンドリア 180g×2個

クッチーナマンマ

743円（税込）冷凍で150日

福岡産特別栽培米のケチャップライスの上にNON-GMO飼育飼
料の国産鶏肉を和えたホワイトソースがかかったドリア。トッピン
グには国産シュレッドチーズがたっぷり。※電子レンジ調理品
<原材料>牛乳(岐阜県産)、米(滋賀県産)、玉ねぎ(北海道または
兵庫県、愛知県、長崎県、熊本県産)、鶏肉（国産）、小麦粉(北海道
産小麦使用)、バター(北海道産)、チーズ(北海道産)、ケチャップ
(米含む)、チキンスープ、砂糖(鹿児島県産)、菜種油、食塩、こしょ
う、有機パセリ(オランダ産)

229
もち豚しゅうまい 6個（180g）

千葉産直サービス

540円（税込）冷凍で180日

【調理法】蒸す又は電子レンジ
<原材料>豚肉（千葉県産）、有機玉ねぎ（国産）、馬鈴薯でん粉

（北海道産）、生姜（国産）、食塩（伊豆大島）、砂糖（鹿児島県喜界
島産）、にんにく（国産）、皮〔小麦粉（国産）、食塩（伊豆大島）〕

230
ノンフライ若鶏和風から揚げ 180g

千葉産直サービス

463円（税込）冷凍で180日

【調理法】電子レンジ
<原材料>鶏ムネ肉（茨城県産）、小麦粉（国産）、馬鈴薯でん粉

（北海道産）、醤油〔大豆（国産）、小麦（国産）、食塩〕、生姜（国
産）、砂糖（鹿児島県喜界島産）、酒〔米（国産）、米こうじ（国産）、
酒粕（国産）〕、たまり醤油、にんにく（国産）、食塩、菜種油（非遺
伝子組換え菜種※噴霧程度に使用）

231
もち豚ニラまんじゅう 6個（168g）

千葉産直サービス

550円（税込）冷凍で180日

もち豚肉と、たっぷりの新鮮なニラ、キャベツなど7種の国産野菜
の具材を国産の皮で包みました。素材の旨みが凝縮したニラまん
じゅうです。
<原材料>豚肉（千葉県産）、ニラ（国産）、玉ねぎ（国産）、キャベ
ツ（国産）、椎茸（九州）、長ネギ（国産）、馬鈴薯でん粉（北海道
産）、生姜（国産）、食塩（伊豆大島）、ごま油（国産）、砂糖（鹿児島
県喜界島産）、醤油〔大豆（国産）、小麦（国産）、食塩〕、オイスター
ソース（光食品）、にんにく（国産）、チキンエキス、コンブエキス、
胡椒、皮〔小麦粉（国産）、食塩（伊豆大島）〕

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 簡 単 ＆ 時 短！お い し い！▼ ▼ ▼ ▼ ▼

※価格改定
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9300
刻みみぶ菜 150g

東明

329円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培し
た京野菜のみぶ菜を、
あっさりと醤油風味の
浅漬けに仕上げました。
<原材料>みぶな、漬け
原材料(食塩、醤油(小
麦、大豆を含む)、みり
ん)

9317
刻みすぐき 120g

東明

346円（税込）冷蔵で90日

京野菜の契約栽培すぐ
き蕪を刻み、乳酸発酵
させた酸味のある京都
伝統のお漬物です。
<原材料>すぐき菜、
漬け原材料(醸造酢、
醤油(小麦、大豆を含
む)、みりん、食塩)

234
ゆず大根 150g

東明

346円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培
した新鮮な大根をゆ
ず風味にあっさりと漬
け込みました。
<原材料>大根、ゆず
(愛媛県産)、漬け原材
料(砂糖、昆布エキス、
醸造酢、みりん、食塩)

9348
大豆の水煮 170g

クッチーナマンマ

324円（税込）冷蔵で30日

サラダや五目豆な
どに。手軽に使えて
とっても便利。
<原材料>有機栽
培大豆(国産)
※北海道産を使用

236
オーガニック
かぼちゃ（北海道産）

400g

ムソー

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）

9324
こぶ大根 150g

東明

346円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培した
大根を、皮付きのまま、こ
ぶの旨味を生かして漬け
込みました。
<原材料>大根、昆布、漬
け原材料(砂糖、昆布エキ
ス、醸造酢、みりん、食塩、
醤油(小麦、大豆を含む))

235
ゆず白菜漬 250g

東明

314円（税込）冷蔵で11日

国産ゆずを利かせ
た、柔らかく甘味の
多い国産黄芯白菜
の浅漬けです。
<原材料>白菜、漬
け原材料(食塩、み
りん、ゆず(愛媛県
産))

9331
昆布白菜漬 250g

東明

314円（税込）冷蔵で11日

柔らかく甘味の多
い国内産黄芯白菜
を使用し昆布の風
味を生かした浅漬
けです。
<原材料>白菜、漬
け原材料(食塩、み
りん、昆布)

9355
れもんストレート果汁 150ml

無茶々園

594円（税込）製造日より180日

香りや酸味を楽しむ柑橘の代
名詞的な存在・レモン。引き締
まった香りと酸味で、ドレッシ
ングやお菓子作りなどにぴっ
たり。さまざまな用途にお使
いいただけます。
<原材料>レモン（愛媛県産）

237
青ゆずこしょう 50g

無茶々園

508円（税込）常温で1年

除草剤・化学肥料、
農薬を使用せずに
栽培した青ゆずと
青唐辛子に、塩を加
えて練りました。
<原材料>柚子（愛
媛県産）、青唐辛子

（愛媛県産）、食塩

9362
やさか共同農場の
有機切干大根

50g

やさか共同農場

346円（税込）常温で6ヶ月

国内産の有機大根
を使用した切干大
根 です。天日乾 燥
で昔ながらの2度干
し仕上げを致しま
した。
<原材料>有機大根

（国内産）

9379
やさか共同農場の
有機鷹の爪

5g

やさか共同農場

216円（税込）常温で1年

大ぶりで、色鮮やか
なとうがらしです。
香りが高く辛味が
生きています。
<原材料>有機鷹
の爪（島根県産）

9386
やさか共同農場の
有機ポップコーン

100g

やさか共同農場

398円（税込）常温で180日

国産有機の貴重なポップコーン
です。鍋やフライパンに食用油か
バターを引きコーンを重ならな
い程度に入れ、蓋をし中火にか
けてゆすり続けます。1～2分で
ポンポン弾けてきますので、音が
しなくなったら塩を振ってお召し
上がりください。<原材料>有機
ポップコーン（島根県）

9393
ベーキングパウダー 114g

ラムフォード

271円（税込）常温で3年

天然由来の原材料のみで作った、アルミニ
ウムフリーのベーキングパウダーです。
<原材料>第一リン酸カルシウム42％、炭
酸水素ナトリウム32％、コーンスターチ（遺
伝子組換でない）26％

9409
有機コーンスターチ 100g

アリサン

270円（税込）常温で1年

非遺伝子組み換え、酸化防止
剤不使用のコーンスターチ
です。料理のとろみ付け、揚
げ物の衣、カスタードクリー
ムや焼き菓子の具材など幅
広くお使いいただけます。
<原材料>有機とうもろこし

（オーストラリア産）

594円（税込）冷凍で720日

  
<原材料>有機スペルト小麦（アメリ
カ）、甘蔗分蜜糖（種子島）、赤穂の甘
塩、有機エクストラバージンオリーブ
オイル、白神こだま酵母

233
スペルトバゲット 約180g

小麦処福みみ

450円（税込）冷凍で30日

232
バンズ 1個

小麦処福みみ

198円（税込）冷凍で30日

  
< 原 材 料 > 有 機 ス
ペルト小麦（アメリ
カ）、甘蔗分蜜糖（種
子島）、赤穂の甘塩、
有機エクストラバー
ジ ン オリー ブ オ イ
ル、白神こだま酵母

  
<原材料>有機スペルト小麦（アメ
リカ）、甘蔗分蜜糖（種子島）、赤穂
の甘塩、有機エクストラバージンオ
リーブオイル、白神こだま酵母

9294
スペルトパウンド型 約270g

小麦処福みみ

680円（税込）冷凍で30日

「小麦処 福みみ」がとことんこだわって作り上げたパン 古代穀物スペルト小麦のパン
 スペルト小麦について
スペルト小麦とは現在広く利用されている小麦の祖先種にあ
たる古代穀物で品種改良されていない原種の麦です。天候
や環境の変化に強く、肥料の影響も受けにくいため、荒れた
土地での栽培にも適用し、農薬や化学肥料を必要としない、
オーガニック栽培に適した作物でもあります。この小麦はグ
ルテンの量が少なく、ふわふわのパンにはなりにくいのです
が、この麦特有の旨味と香りがあります。
☆小麦アレルギーを発症しにくい。
☆栄養価がとても高く消化に良い。
☆低ＧＩ（血糖値の上昇がゆるやかに
小麦アレルギーの人の大半が、この麦なら症状を発症しないということ
で、西欧ではすでに一般的になっています。
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238
ごま油 185g

エコネット水俣反農連

644円（税込）常温で1年

釜で丹念に煎り、圧搾機で
じっくり搾る古式圧搾製法
で製造された、一番搾りぼ
ま油です。
<原材料>ごま(アフリカ・
南米産)

9416
ごま油 825g

エコネット水俣反農連

2194円（税込）常温で1年

釜で丹念に煎り、圧搾機で
じっくり搾る古式圧搾製法で
製造された、一番搾りぼま油
です。
<原材料>ごま(アフリカ・南
米産)

9423
椿油 100ml

エコネット水俣反農連

1491円（税込）常温で180日

夏の紫外線を浴びて疲れた
髪やお肌を、つばき油でい
たわりましょう。
<原材料>つばき(九州産)

9430
こめ飴 230g

オーサワジャパン

377円（税込）常温で1年

国産のもち米と麦芽から作った、素朴
な甘味。
<原材料>もち米・麦芽（国産）、さつ
まいも澱粉（鹿児島県産）

9447
玄米水飴 250g

オーサワジャパン

864円（税込）常温で1年

カラメルシロップのような
ほのかな苦みとコクが特
徴。
<原材料>うるち玄米（国
産）、有機栽培麦芽（カナ
ダ産）

9461
有機玄米フレーク・プレーン

（砂糖なし）
150g

ムソー

432円（税込）
常温で10ヶ月

有機玄米を手軽に
召し上がれるよう
加工した、シンプル
なシリアルです。
<原材料>有機玄
米(秋田県産)

9478
有機玄米フレーク・フロスト

（砂糖付き）
150g

ムソー

432円（税込）
常温で10ヶ月

有機玄米で作った、
お子さまにも召し
上がりやすい砂糖
入りのシリアル で
す。
<原材料>有機玄
米(秋田県産)、有機
砂糖（ブラジル産）

241
カマンベールチーズ 120g

木次乳業

972円（税込）冷蔵で35日

マイルドでミルキーなカマンベール。
独特の香り、コクをお楽しみください。
<原材料>生乳、乳酸菌スターター、レ
ンネット、白カビ胞子、食塩

9539
プロボローネチーズ 380g

木次乳業

1944円（税込）冷蔵で5ヶ月

加熱すると糸を引くように伸びるハー
ドタイプのスモークチーズ。日本酒に
良く合います。<原材料>生乳、乳酸菌
スターター、レンネット、食塩

9546
プロボローネピッコロ 100g

木次乳業

562円（税込）冷蔵で90日

プロボローネチー
ズの食べ切りサイ
ズ。お手軽にお試し
できる大きさ・価格
です。
<原材料>生乳、乳
酸菌スターター、レ
ンネット、食塩

9577
愛農特選煎茶 100g

堀田農産

1243円（税込）常温で6ヶ月

香り高く深みのある味わい
の、上品な煎茶です。お客
様のおもてなしに。
<原材料>緑茶（広島県産・
農薬不使用）

243
ほうじ茶 200g

堀田農産

468円（税込）常温で6ヶ月

香ばしく柔らかな
味わい。お食事時
などの普段使いに
おすすめ。
<原材料>緑茶（広
島 県 産・農 薬 不 使
用）

242
イズモ・ラ・ルージュ 180g

木次乳業

1027円（税込）冷蔵で4ヶ月

セミハードタイプのミニゴーダチー
ズ。上品な味で、加熱すると柔らかく
溶けます。<原材料>生乳、乳酸菌ス
ターター、レンネット、食塩

9553
ナチュラルスナッカー 70g

木次乳業

486円（税込）冷蔵で40日

クセがなく食べや
すい、裂けるチーズ
です。おやつやサラ
ダ、おつまみに。
<原材料>生乳、乳
酸菌スターター、レ
ンネット、食塩

9560
木次カフェオレ 1000ml

木次乳業

313円（税込）冷蔵10℃以下で8日

有機栽培されたコーヒー豆を
じっくりとネルドリップし、奥出雲
地方の良質な生乳、国産ビートグ
ラニュー糖をミックスしました。
有機コーヒーの独特な味わいと
やさしいミルクの風味が楽しめ
る甘さ控えめのカフェオレです。
<原材料>生乳、コーヒー抽出液

（有機栽培コーヒー）、ビートグ
ラニュー糖

9584
アブジャールティ 2g×30袋

まある

3150円（税込）常温で36ヶ月

「アフリカつばき茶（カメリアシネンシス）」に、「有
機ルイボス」「紫イペ」「桑の葉」「はと麦」など長
い歴史の中で健康茶として愛飲されてきたものを
独自の製法でブレンドした、ミネラル分を豊富に含
んだおいしく香ばしいお茶。毎日飲用することで、
毒素（有害な活性酸素）を取り除き、新陳代謝を活
発化。体の中から余分な脂肪を燃焼・排泄します。
<原材料>カメリアシネンシス（茶葉：アフリカ中
部）、アスパラサスリネアリス（有機ルイボス：南アフ

リカ）、ダベブイアアベラネダエ（紫イペ：ブラジル）、マグワ（桑の葉：日
本）、ハトムギ（はと麦：日本）※化学肥料不使用、残留農薬検査済み

9591
アレッポの石鹸 200g

まある

864円⇒830円（税込）  

シリアのアレッポ地方では、1000年ほど前から昔ながら
の釜焚きで、地中海地方原産のオリーブオイルとローレ
ルオイルを原料に、添加剤や香料をまったく使用しない
石鹸を、伝統を守りながら手作りしています。
<原材料>オリーブ油、ローレル油

食品添加物および化学調味料は一切使用しておりません。
1袋（15g）に対し、お湯300ccで溶解します。洋風スープ、
カレー、ポトフ等のベースにお使いいただけます。
<原材料>チキンエキス、おふくろの塩、洗双糖、ポークエ
キス、こいくちみのり醤油、有機オリーブオイル、オニオン
粉末、馬鈴薯澱粉、ヤマト寒天、ローレル粉末、白胡椒、水

食品添加物および化学調味料は一切使用しておりません。1
袋（15g）に対し、お湯300ccで溶解します。中華風スープ、
八宝菜等、中華料理のベースにお使いいただけます。
<原材料>ポークエキス、チキンエキス、おふくろの塩、洗双
糖、こいくちみのり醤油、ごま油、ラード、馬鈴薯澱粉、ガー
リック、ジンジャー、オニオン粉末、ヤマト寒天、赤唐辛子、水

239
洋風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

520円（税込）常温で1年

9454
中華風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

520円（税込）常温で1年

9515
カレーの壺
ピリッとスパイスチキンカレー
辛口

180g

第3世界ショップ

421円（税込）

18ヶ月 本格的なスリランカカレーが手軽に温め
るだけのレトルトカレーになりました。化
学調味料や小麦粉を使わずに、18種類
以上のスパイスやハーブ、香味野菜のう
まみをぎゅっと閉じ込めたペースト「カ
レーの壺」をベースに、ココナッツ風味
のカレーです。
<原材料>たまねぎ、鶏肉、ココナッツ
ミルク、香辛料、ココナッツオイル、ト
マトペースト、食塩、醸造酢、米、安定剤

（グァーガム）

9522
カレーの壺
とろっとナスのポークカレー
中辛

180g

第3世界ショップ

421円（税込）

18ヶ月 本格的なスリランカカレーが手軽に温め
るだけのレトルトカレーになりました。
化学調味料や小麦粉を使わずに、19種
類以上のスパイスやハーブ、香味野菜
のうまみをぎゅっと閉じ込めたペースト
「カレーの壺」をベースに、ココナッツ
風味のカレーです。
<原材料>なす、たまねぎ、豚肉、ココ
ナッツミルク、香辛料、ココナッツオイ
ル、トマトペースト、食塩、醸造酢、米、安
定剤（グァーガム）

9485
カレーの壺
マイルド

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

626円（税込）25ヶ月

野菜本来の旨みや甘みを引き出
すマイルドな味で、辛味が苦手
な方やお子様におすすめです。
小麦粉、動物性原料、保存料、化
学調味料は不使用です。
<原材料>醸造酢、食塩、コリア
ンダー、粗糖、米、にんにく、ター
メリック、クミン、たまねぎ、タマ
リンド、ココナッツオイル、乾燥コ
コナッツ、しょうが、香辛料

辛さ…★☆☆☆☆ 辛さ…★★★☆☆ 辛さ…★★★★☆240
カレーの壺
ミディアム

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

626円（税込）25ヶ月

たっぷりのトマトとレモング
ラスが素材の旨みを引き出
します。程よい辛さと爽や
かな風味です。
<原材料>トマトペースト、
醸造酢、レモングラス、食
塩、たまねぎ、米、にんにく、
ガランガル、ココナッツオイ
ル、乾燥ココナッツ、しょう
が、香辛料

9492
カレーの壺
スパイシー

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

626円（税込）25ヶ月

ローストスパイスの香ばしい
風味と、パンチの効いた辛味
が肉料理と相性抜群。本場さ
ながらの 辛さは大 人 向 けカ
レーにおすすめ。
<原材料>醸造酢、食塩、コリ
アンダー、粗糖、米、にんにく、
とうがらし、たまねぎ、タマリン
ド、ココナッツオイル、乾燥コ
コナッツ、しょうが、香辛料

180g

421円（税込）

9508
カレーの壺
ほくっとひよこ豆カレー　
辛さ控えめ

第3世界ショップ

18ヶ月

ほくほくしたひよこ豆とココナッツミルクを
合わせて、スパイス感はありながらも辛さを
抑えた優しい味に仕上げました。製造から1
年半の保存が可能なので非常食にも。
<原材料>ココナッツミルク、ひよこ豆、ココ
ナッツオイル、たまねぎ、香辛料、トマトペース
ト、醸造酢、食塩、粗糖、米

NEW
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9645
ラム酒漬けドライ
フルーツナッツ

120g

第3世界ショップ

691円（税込）

レーズン、ドライクランベリー、く
るみはアメリカの有機認証のも
のを使用。アルコール添加をして
いないラム原酒を使用している
ので、遺伝子組み換え作物混入
の恐れがありません。香料、保存
料、ソルビトールも不使用です。
<原材料>レーズン、ドライクラ
ンベリー、くるみ、粗糖、ラム酒NEW

9652
メープルグラノーラ
オリジナル

220g

第3世界ショップ

1058円（税込）
常温で180日

主原料のオートミールの味付けには、砂
糖や油を使わずにメープルシロップのみ
を贅沢に使い、隠し味の塩で、風味にコク
を添えています。原料のオートミール・く
るみ・アーモンド・レーズン・クランベリー
は海外の有機認証を取得しています。
<原材料>シリアル加工品（オートミー
ル、メープルシロップ、食塩）、レーズン、
ドライクランベリー（クランベリー、粗糖、
ひまわり油）、くるみ、アーモンド

9669
メープルグラノーラ
マンゴー・カシュー

220g

第3世界ショップ

1058円（税込）

主原料のオートミールの味付け
には、砂糖や油を使わずにメー
プルシロップのみを贅沢に使い、
隠し味の塩で、風味にコクを添え
ています。原料のオートミール・
レーズン・ドライマンゴーは海外
の有機認証を取得しています。
<原材料>シリアル加工品（オー
トミール、メープルシロップ、食
塩）、レーズン、ドライマンゴー、
カシューナッツ

9676
林農園の烏龍茶
リーフタイプ

70g

第3世界ショップ

951円（税込）  

中国の茶文化を受け継ぎ育て
る林文経（リンウェンチン）さ
ん一家が栽培から加工まで一
貫して作りあげた黄金色の水
色(スイショク)が美しい烏龍
茶です。林さんは従来から自
家製堆肥の使用など、農薬や
化学肥料を使わない栽培方法
を実践しています。
<原材料>茶（台湾）

244
林農園の烏龍茶　
ティーバッグ

1.5g×10包

第3世界ショップ

519円（税込）  

人気の「林農園の烏龍
茶」と同じ茶葉をカッ
ト せ ずリー フ の ま ま
ティーバッグに詰めま
した。急須で淹れたと
きと変わらない香り豊
かな烏龍茶が手軽にお
楽しみいただけます。
<原材料>茶（台湾）

9683
林農園の烏龍茶
ティーバッグ1ℓ用

60g

第3世界ショップ

691円（税込）  

烏龍茶を手軽に味わえ
るよう、1リットル用の
烏龍茶ティーバッグで
す。熱湯、冷水、どちら
でもOKです。ティー
バックの材質は漂白を
していない紙パルプを
使用しています。
<原材料>茶（台湾）

9690
ダージリンティ 80g

第3世界ショップ

994円（税込）常温で1年

マスカットフレーバーと呼ば
れる、非常に上品で柔らかい
芳香が特徴です。ストレート
ティで芳醇な香りをお楽し
みいただくのがオススメで
す。茶葉は有機JAS認証を
取得しています。
<原材料>紅茶（インド）

245
ダージリンティ ティーバッグ 1.8g×10包

第3世界ショップ

519円（税込）常温で1年

人 気 の「 ダ ー ジ リ ン
ティー」と同じ茶葉をカッ
トせずリーフのままティー
バッグに詰めました。テト
ラパックで茶葉が十分に開
くので、ポットで淹れたと
きと変わらない、豊かな香
り、味わいが手軽にお楽し
みいただけます。
<原材料>紅茶（インド）

9706
アールグレイ紅茶 80g

第3世界ショップ

756円（税込）常温で1年

海外の有機認証を受けたシンガンパ
ティ紅茶にイタリア産のベルガモット
精油で香りづけした、贅沢な紅茶で
す。天然香料であるベルガモット精油
のみを使用し、国内で香りづけして
います。人工香料の強い香りが苦手
な方にもオススメです。
<原材料>紅茶（インド）、ベルガモッ
ト香料（イタリア）

246
アールグレイ紅茶　
ティーバッグ

1.8g×14包

第3世界ショップ

519円（税込）

人気の「アールグレイ紅茶」
と同じ茶葉をカットせずリー
フのままティーバッグに詰め
ました。テトラパックで茶葉が
十分に開くので、ポットで淹
れたときと変わらない、豊か
な香り、味わいが手軽にお楽
しみいただけます。
<原材料>紅茶（インド）、ベ
ルガモット香料（イタリア）

9713
シンガンパティ紅茶 100g

第3世界ショップ

540円（税込）常温で1年

シンガンパティ紅茶の味は、甘い香りと柔ら
かい味わいが特徴です。渋みが少ないので、
やや濃い目に出すのがポイントです。スト
レートはもちろん、豊かなコクはミルクとの
相性も抜群なのでミルクティーでもおいしく
いただけます。シンガンパティ農園は有機認
証を受けており、農薬や化学肥料を使わな
い茶葉づくりを行っています。
<原材料>紅茶（インド）

247
シンガンパティ紅茶 
ティーバッグ

1.8g×14包

第3世界ショップ

519円（税込）

人気の「シンガンパティ紅
茶」と同じ茶葉をカットせ
ずリーフのままティーバッ
グに詰めました。テトラ
パックで茶葉が十分に開
くので、ポットで淹れたと
きと変わらない、豊かな
香り、味わいが手軽にお
楽しみいただけます。
<原材料>紅茶（インド）

9720
濃縮番茶入り
梅醤エキス

250g

いんやん倶楽部

1998円（税込）常温で1年

農薬を使用せず栽培した梅を使った
梅干し、天然醸造醤油を練り合わせ、
西製作所のほうじ番茶を煮詰めたも
のを加えました。お湯を注ぐだけで梅
醤番茶ができあがります。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油、番
茶

248
梅醤エキス 250g

いんやん倶楽部

1782円（税込）常温で1年

からだを芯から温めてくれる梅醤エキ
ス。本品は、梅干しを裏ごしたものと
醤油を合わせたエキス。番茶に加える
だけで梅醤番茶の完成。しょうゆは、
しっかり熟成させた本醸造醤油を使用
しています。濃さはお好みで。梅しょ
うゆ和えや魚の煮つけ等に、また、胡
麻やお酢に混ぜてソースにしたりと調
味料としてお料理にもお使い下さい。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油

9737
濃縮番茶・
生姜入り梅醤エキス

250g

いんやん倶楽部

2106円（税込）常温で1年

濃縮番茶入り梅醤エキスに、手で絞っ
た生姜汁を入れました。生姜の爽やか
な香りと、発汗を促し身体を温める作
用か?加わった生姜入り梅醤番茶をお
手軽にお召し上か?り下さい。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油、番
茶、生姜

ミヤトウ野草研究所

ミヤトウ野草茶 <原材料>エビス草、ルイボスティー、玄米、ドクダミ、スギナ、ハト麦、タンポポ、柿の葉、熊
笹、甘茶ヅル、クコの葉、オオバコの葉、甘茶、ヨモギ
ユアラーゼ・ブルーベリープラス <原材料>野草類/アカザ、アカメガシワ、アマチャズル、イチョウの葉、ウ
コギ、ウコン、エゾウコギ、エビスグサ、オオバコの葉、オトギリソウ、カキドオシ、カワラケツメイ、カンゾウ、
キダチアロエ、クコの葉、クコの実、クマザサ、ケイヒ、コナラ、スイカズラ、スギナ、タンポポ、ツチアケビ、ツ
ユクサ、ツルナ、ドクダミ、ナルコユリ、ナンテンの葉、ハトムギ、ハブソウ、マタタビの木、マツ葉、ヨモギ/野
菜類＝カブ、キャベツ、キュウリ、ゴボウ、小松菜、椎茸、大根、玉ネギ、トマト、ナタ豆、ニラ、ニンジン、ニンニ
ク、パセリ、馬鈴薯、ブロッコリー、ホウレン草、舞茸、モヤシ、山芋、レンコン/果物類＝ブルーベリー、パパイ
ヤ、パイナップル、リンゴ、レモン/その他＝昆布、貝化石、オリゴ糖、黒糖、蔗糖、トレハロース

高原の泉・赤 <原材料>ヤマブドウ、ブルーベリー、カワラケツメイ、アマドコロ、オオバコ、クコ、カンゾウ、
タンポポ、ツユクサ、ツルナ、ナンテンの葉、ハブソウ、ハトムギ、ヤマイモ、ヨモギ、クマザサ、アマチャヅル、
ドクダミ、もやし、きゅうり、ほうれん草、キャベツ、パセリ、バレイショ、大根、にんじん、たまねぎ、パイナップ
ル、パパイヤ、大豆、糖類
高原の泉・白 <原材料>カワラケツメイ、アマドコロ、オオバコ、クコ、カンゾウ、タンポポ、ツユクサ、ツルナ、
ナンテンの葉、ハブソウ、ハトムギ、ヤマイモ、ヨモギ、クマザサ、アマチャヅル、ドクダミ、もやし、きゅうり、ほ
うれん草、キャベツ、パセリ、バレイショ、大根、にんじん、たまねぎ、パイナップル、パパイヤ、大豆、糖類

厳選された素材の栄養を凝縮させ
た発酵酵素飲料。1日15～20ml程
度お召し上がりください。

厳選素材を優良ワイン酵母でじっくりと発酵熟成させた
ハーブワイン。アルコール度数13％未満。

野草の逞しい姿に着目し、素材本来
の味や香りを大切にした風味豊かな
野草ブレンド茶です。

大自然の中でたくましい生命
力を秘めて育った野草をはじ
め、野菜・果物・穀類・海藻など
を主原料としました。微生物
と酵素を研究し、『健康と長
寿』をテーマとした製品を、ひ
とつひとつ心を込め、手間暇
をかけて作っています。

カワラケツメイ

アマドコロ

9607
高原の泉・赤 500ml

ミヤトウ野草研究所

1134 円常温で1年

9614
高原の泉・白 500ml

ミヤトウ野草研究所

1134 円常温で1年

9621
ミヤトウ野草茶 3g×30包

※価格改定

※価格改定

※価格改定

※価格改定

ミヤトウ野草研究所

1490 円常温で2年

9638
ユアラーゼ・ブルーベリープラス 500ml

ミヤトウ野草研究所

4579 円常温で2年

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。

常温で180日1年

常温で1年 常温で1年
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9744
有機紅茶月ヶ瀬/夏摘み 80g

月ヶ瀬健康茶園

1017円（税込）常温で2年

渋味が少なく、緑茶
の風味の感じられる
独特の味わいです。
<原材料>有機栽培
紅茶(奈良県産)

9751
有機紅茶月ヶ瀬/べにひかり 60g

月ヶ瀬健康茶園

1148円（税込）常温で2年

渋 味 は 比 較 的 少 な
く、鼻に抜けるような
清々しい香りが特徴。
<原材料>有機栽培
紅茶(奈良県産)

9768
有機粉末緑茶・食べるお茶 100g

月ヶ瀬健康茶園

1410円（税込）常温で2年

茶葉をパウダー状
に 挽 い た 粉 末 緑
茶 。丸ごと食 べら
れ、お茶の成分を余
すことなく摂取で
きます。
<原材料>有機栽
培緑茶(奈良県産)

9775
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）

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

249
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）

9782
【ケース】サンサン
オーガニックビール

330ml×24缶

ヤッホー・ブルーイング

6428円（税込）常温で150日

ドイツ産有機麦芽と有機ホップで作っ
た、すっきりとした飲み味のオーガニック
ビール。
アルコール度数：約5％　<原材料>有機
栽培麦芽(ドイツ産、OCIA認定)、有機栽
培ホップ（ドイツ産、BIOLAND認定）

有機栽培のモルトとホップを100%使
用した、オーガニックビール。すっきり
した飲み口の中にも、ドイツ産ホップ
の落ち着いた香りや麦芽の柔らかな
コクといったビール本来の素材を感
じることができます。健康志向の方
におすすめしたい有機素材を使った
ビールです。250

サンサン
オーガニックビール 6缶セット

330ml×6缶

ヤッホー・ブルーイング

1607円（税込）常温で150日

9836
おからくっきー・ゆず 85g

きとうむら

442円（税込）常温で6ヶ月

ぼりぼりとかむごとに、やさし
くさわやかなゆずの香りが広
がります。
<原材料>小麦粉(国産)、鶏
卵、おから（国産大豆：遺伝子
組み換えでない）、なたね油、
砂糖(粗製糖)、農薬・化学肥料
不使用栽培ゆず(徳島県産)

252
おからくっきー・プレーン 85g

きとうむら

420円（税込）常温で6ヶ月

ぼりぼりとした歯ごた
えと、おからの優しい
風味がクセになります。
<原材料>小麦粉(国
産)、鶏卵、なたね油、お
から（国産大豆：遺伝子
組み換えでない）、砂糖
(粗製糖)

9843
おからくっきー・ごま 85g

きとうむら

442円（税込）常温で6ヶ月

たっぷり入った黒ごまが
香ばしい、ぼりぼりとかみ
ごたえのあるクッキー。
<原材料>小麦粉(国産)、
鶏卵、なたね油、おから

（国産大豆：遺伝子組み
換えでない）、砂糖(粗製
糖)、黒ごま(国産)なし

9850
木頭柚子ドリンク 180ml

きとうむら

183円（税込）常温で6ヶ月

粗糖で甘味をつけた、
甘さ控えめの柚子ドリ
ンク。後味すっきり。
<原材料>砂糖(粗糖
等、鹿児島県産)、柚子
果汁(徳島県産農薬・
化学肥料不使用栽培
ゆず使用)、天然水

253
ゆずじゃむ 155g

きとうむら

507円（税込）常温で1年

手搾りの柚子皮と、北海
道産ビートグラニュー糖
で作った、フレッシュな
香りのジャム。
<原材料>農薬・化学肥
料不使用栽培ゆず(徳島
県産)、ビートグラニュー
糖(北海道産)

9867
木頭柚子しぼり 250ml

きとうむら

1555円（税込）常温で1年

農薬・化学肥料不使用柚子を丁寧に手
で絞りました。アクやエグミがありま
せん。
<原材料>農薬・化学肥料不使用栽培
ゆず(徳島県産)

254
木頭柚子しぼり 500ml

きとうむら

2544円（税込）常温で1年

9874
ゆず湯 30g×5袋

きとうむら

933円（税込）常温で2年

木頭村の農薬・化学肥料不使用のゆす皮で作った、体
の芯から温まる入浴剤。
<原材料>農薬・化学肥料不使用栽培ゆず皮(徳島県
産)

9881
はちみつカステラ 6枚

大興食品

360円（税込）常温で45日

優しいはちみつの風味が感じられる、
お子様におすすめの味。
<原材料>鶏卵、砂糖(三温糖)、小麦
粉(北海道産)、蜂蜜

9898
黒蜜カステラ 6枚

大興食品

360円（税込）常温で45日

黒糖のコクのある甘味が広がります。
ぜひ日本茶と合わせて。
<原材料>鶏卵、砂糖(三温糖)、小麦粉
(北海道産)、黒蜜、蜂蜜

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。

「100％国産天然水YOIYANA」で毎日元気に！
天然炭酸水YOIYANAは、硬度250mg/Lの硬水ですが、天然炭
酸水により飲みやすく爽やかな飲み口です。炭酸水は、疲労回復・
美容などに良いと言われています。

クラッカンというスリランカ産の雑穀
を使ったマクロビオテッククッキー。砂
糖や卵、バター、牛乳は使っていませ
ん。メープルシロップでほのかな甘み
を出しています。アーモンドプードル、
しょうが粉、シナモン粉は有機栽培の
原材料です。
<原材料>小麦粉、クラッカン粉、なた
ね油（遺伝子組み換えでない）、メー
プルシロップ、アーモンドプードル、小
麦全粒粉、しょうが粉、シナモン

甘さ超控えめ
しょうがの風味があとを引く、甘味を
抑えたあっさりとした味わい。

職人の熟練技
銅鍋で一度に少量ずつ生産していま
す。職人技により、黒糖に空気を含ま
せながら、さっくりほろほろとしたソフ
トな歯ごたえに仕上げています。

職人の熟練技
銅鍋で一度に少量ずつ生産しています。
職人技により、黒糖に空気を含ませなが
ら、さっくりほろほろとしたソフトな歯ご
たえに仕上げています。

こだわりのカシューナッツ
カシューナッツの殻は非常に固いため、殻
ごとローストして殻を割りやすくするのが
一般的です。一方、小規模栽培のスリラン
カでは、殻を乾燥させるだけで加熱はせ
ず、１つ１つ棍棒でトントン叩いて殻を割
り、中のナッツを手作業で丁寧に取り出し
ます。だから味がソフトでクリーミィー。

職人の熟練技
液体であるメープルシロップを絡ませ
ながらも、アーモンドのカリッとした食
感をいかに残すかが非常に難しい課
題でした。アーモンドの加熱、メープル
シロップの煮詰めと投入のタイミング
を何度も試行錯誤して、現在のカリッ
と香ばしいお菓子ができました。

保存料・着色料不使用。沖縄県産のサ
トウキビから作られた黒糖と、コクの
あるカリフォルニア産有機認証クルミ
を使用した素材の美味しさが活きた
逸品です。美味しさの秘密は黒糖のや
わらかな口当たり。じっくりと煮詰め
た黒糖液に香ばしくローストしたくる
みをさっくりと絡めてつくりました。
<原材料>くるみ、加工黒糖、粗糖

有機栽培緑茶の甘衣で絡めた保存料・
着色料不使用のヘルシーおやつ。カリ
フォルニア産の有機認証クルミを、静
岡県にある杉本園の有機栽培緑茶入
りのサクサク衣で包みました。茶葉の
苦み、クルミのコク、鹿児島産洗双糖
のほのかな甘みの組み合わせが絶妙
な、ほんのり甘いほろ苦大人味のおや
つです。
<原材料>くるみ、鹿児島産洗双糖、脱
脂粉乳、緑茶、抹茶

油を使わずに香ばしくローストした
アーモンドとメープルシロップの上品
な風味に、隠し味の塩が味に深みと
コクをプラスしています。メープルシ
ロップの繊細で上品な風味がアーモン
ドの香ばしさを引き立てます。
<原材料>ローストアーモンド（海外
有機認証）、メープルシロップ、食塩

16種類のスパイスとハーブを巧みに
ブレンドし、化学調味料や香料を使わ
ずに、複雑で奥深い風味豊かなカレー
味を出しました。ノンフライの本格カ
レースナックです。ほどよい辛さで、辛
いものが苦手な方やお子様でもお召
し上がりいただけます。
<原材料>カシューナッツ、小麦粉、砂
糖、コーンスターチ（遺伝子組換えで
ない）、食塩、なたね油（遺伝子組換え
でない）、ターメリック、カレー粉

9799
クラッカンバー　
しょうがシナモン味

60g

第3世界ショップ

486円（税込）180日

9805
黒糖くるみ 110g

第3世界ショップ

648円（税込）180日

9812
緑茶くるみ 85g

第3世界ショップ

626円（税込）180日

251
メープルアーモンド 40g

第3世界ショップ

475円（税込）180日

9829
カシューナッツ カレー味 60g

第3世界ショップ

562円（税込）180日
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9904
玄米ぽん煎餅 7枚

アリモト

286円（税込）常温で180日

お米の味をいかしたシ
ンプルな塩味のぽん煎
餅です。
<原材料>うるち玄米
(鳥取県産)、うるち白
米(鳥取県産)、塩

255
玄米醤油おかき 50g

アリモト

286円（税込）常温で120日

国産原料で仕込んだ本造
り醤油を使用。素朴な味
わいです。
<原材料>もち玄米(岡山
県産)、醤油(小麦、大豆を
含む)、砂糖、昆布、削り節
(いわし節、うるめ節)、発
酵調味料、塩

9911
焼塩煎餅 80g

アリモト

286円（税込）常温で120日

素朴であっさりとし
た塩味の、サクッと
柔らかい食感のお
煎餅です。
<原材料>うるち米
(国産)、米油、塩、昆
布、鰹節

9928
丹波黒豆玉子煎餅 75g

アリモト

286円（税込）常温で120日

兵庫県の豊穣な風
土が生んだ黒豆を
振りかけ、焼き上げ
ました。
<原材料>小麦粉
(国内産)、砂糖、卵、
丹 波 黒 豆 ( 兵 庫 県
産)、膨張剤

256
あんこ屋さんの
有機水ようかん・こし

100g

遠藤製餡

162円（税込）常温で180日

ツルっとした舌触りの、上品なこし餡
の水ようかん。
<原材料>有機砂糖、有機小豆、寒天、
葛、食塩

9935
あんこ屋さんの
有機水ようかん・小倉

100g

遠藤製餡

162円（税込）常温で180日

小豆の食感を残した小倉あんの水よ
うかん。
<原材料>有機砂糖、有機小豆、寒天、
葛、食塩

257
あんこ屋さんの
有機水ようかん・抹茶

100g

遠藤製餡

162円（税込）常温で180日

上品な抹茶の香りが広がる、大人のあ
じわいの水ようかん。
<原材料>有機砂糖、有機いんげん
豆、有機抹茶、寒天、葛、食塩

9942
みるく小町 80g

フルーツバスケット

281円（税込）常温で1年

昔ながらの京風ミ
ルク飴です。地元丹
那牛乳で作られた
全脂粉乳を使用し
ています。
粗糖、麦芽水飴、全
粉乳

9959
コーヒー飴 80g

フルーツバスケット

281円（税込）常温で1年

甘味料、香料、着色料
等の添加物は使用し
ておりません。優しく
て素朴な甘さのコー
ヒーキャンディです。
麦芽水飴、粗糖、全脂
粉乳、コーヒー（イン
スタント）

9966
寒天ゼリー（みかん） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料
不使用の無茶々園
ジュース果汁40％
を使用したこだわり
無添加ゼリーです。
< 原 材 料 > 温 州 み
か ん 果 汁（ 愛 媛 県
産）、洗双糖、寒天

258
寒天ゼリー（甘夏） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料不
使用の無茶々園ジュー
ス果汁40％を使用した
こだわり無添加ゼリー
です。
<原材料>甘夏果汁（愛
媛県産）、洗双糖、無漂
白寒天、こんにゃく芋

9973
寒天ゼリー（伊予柑） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料不使
用の無茶々園ジュース果
汁40％を使用したこだ
わり無添加ゼリーです。
<原材料>伊予柑果汁

（愛媛県産）、洗双糖、
無漂白寒天、こんにゃく
芋

259
ＶＡＮＡＧＡ・バニラ 120ml

木次乳業

346円（税込）冷凍で3ヶ月

たっぷり有精卵黄を使用したなめらかなアイスクリーム。天然バニラ香料を使用
し、お口に広がる豊かな香りをお楽しみ頂けます。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、ビートグラニュー糖、有精卵黄、天然バ
ニラ香料

9980
ＶＡＮＡＧＡ・ビターチョコ 120ml

木次乳業

346円（税込）冷凍で3ヶ月

カカオの香りがお口いっぱいに広がる、甘さを抑
えた大人の風味のプレミアムアイスクリーム。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、ビート
グラニュー糖、ココア、有精卵黄、香料

260
ＶＡＮＡＧＡ・抹茶小豆 120ml

木次乳業

346円（税込）冷凍で3ヶ月

少し渋めの香り豊かな抹茶と、たっぷり散りばめられ
た国産あずき「大納言」の甘さがお楽しみ頂けます。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、ビートグラ
ニュー糖、あずき甘納豆(国産)、有精卵黄、抹茶

9997
ＶＡＮＡＧＡ・イチゴ 120ml

木次乳業

346円（税込）冷凍で3ヶ月

なめらかなクリームとみずみずしい果肉をいっぱ
い残した新鮮いちごのプレミアムアイスクリーム。
<原材料>生クリーム、脱脂濃縮乳、生乳、ビートグ
ラニュー糖、イチゴ果肉・果汁(国産)、有精卵黄

8501
ＶＡＮＡＧＡ・ブルーベリー 120ml

木次乳業

346円（税込）冷凍で3ヶ月

濃厚でなめらかな口当たりのクリームに溶け合う新鮮な
ブルーベリーの香りと果肉のやさしい舌ざわりが特徴。
<原材料>生クリーム、脱脂濃縮乳、ビートグラニュー糖、
生乳、ブルーベリー果肉・果汁、有精卵黄

在庫限り 在庫限り 在庫限り

無茶々園産の柑橘果汁に、国産の粗糖、天然糸寒
天、こんにゃく粉を加えて作った素朴な風味の寒天ゼ
リー。寒天の素朴な食感と柑橘の強い風味が持ち味
です。
しっかりと冷やしてからお召し上がりください。冷凍庫で
3～4時間ほど凍らせてから、シャーベット状にして食べ
ても美味しいです。

VANAGAプレミアムアイスクリームは
乳化剤・安定剤・合成着色料等の添加剤を使用せず
徹底的にこだわってつくられた100％ナチュラルなプレミアムアイ
スクリームです。
空気の含有量を抑えて、高密度に素材の美しさを凝縮。
濃厚でなめらか、ですが後味はさっぱりとした美味しさを実現いた
しました。

天然バニラ香料を
使用し、お口に広がる豊かな
香りをお楽しみください。

8518
こだわりのジロ吉ドッグフード 1kg

徳岡商会

2592円（税込）常温で6ヶ月

酸化防止用のビタミンE以外、
添加物は不使用で、人間の食
事にも適した原材料を使用し
ています。給与量は、愛犬の年
齢・体質に応じて調節してくだ
さい。フードの切り替えは、現
在の食事に少しづつ混ぜなが
ら行うことをお勧めします。<

原材料>乾燥おから、牛肉粉、ビーフエキス、玄米、に
んじん、鰹エキス、ビーフオイル、食用牛骨カルシウ
ム、昆布、豚腎臓、小麦胚芽、ビタミンE

261
こだわりのジロ吉
ドッグフードお試し用

120g

徳岡商会

378円（税込）常温で6ヶ月

酸化防止用のビタミンE以外、
添加物は不使用で、人間の食
事にも適した原材料を使用
しています。給与量は、愛犬
の年齢・体質に応じて調節し
てください。お試しサイズの
120g入りです。<原材料>乾

燥おから、牛肉粉、ビーフエキス、玄米、にんじ
ん、鰹エキス、ビーフオイル、食用牛骨カルシ
ウム、昆布、豚腎臓、小麦胚芽、ビタミンE

8525
こだわりのジロ吉
ドッグフード 小粒タイプ

1kg

徳岡商会

2592円（税込）常温で6ヶ月

ジロ吉ドッグフードに小
粒タイプが登場。中型～
小型犬が食べやすいよう
にひと回りほど粒が小さ
くなっています。
<原材料>乾燥おから、
牛肉粉、ビーフエキス、

玄米、にんじん、鰹エキス、ビーフオイ
ル、食用牛骨カルシウム、昆布、豚腎
臓、小麦胚芽、ビタミンE

8532
こだわりのジロ吉
キャットフード

500g

徳岡商会

1674円（税込）常温で6ヶ月

安全な食品作りを行なっている国
内の生産者の規格外品を原料にし
た、一般食（おかずタイプ）成猫用の
キャットフードです。製品にも、原料
段階においても、合成保存料・着色
料・香料を一切使用しておりません。
<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ60％）、乾

燥おから、牛肉粉、ビーフエキス、食用牛骨カルシウム、
鶏レバー、玄米、まぐろ血合い、ビーフオイル、にんじ
ん、かつを節、カツオエキス、昆布、ビタミンＥ

262
こだわりのジロ吉
キャットフードお試し用

120g

徳岡商会

497円（税込）常温で6ヶ月

安全な食品作りを行なっている国
内の生産者の規格外品を原料にし
た、一般食（おかずタイプ）成猫用の
キャットフードです。製品にも、原料
段階においても、合成保存料・着色
料・香料を一切使用しておりません。

<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ61％）、乾燥おから、牛肉粉、
ビーフエキス、食用牛骨カルシウム、鶏レバー、玄米、ま
ぐろ血合い、ビーフオイル、にんじん、かつを節、カツオ
エキス、昆布、ビタミンＥ
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8549
パックスオリー/シャンプー

本体550ml

太陽油脂

1337
263 詰替500ml 926

オリーブのうるおいをプラスし
た、髪にやさしい天然成分配合の
石けんシャンプー。
<原材料>水、カリ石けん素地、グ
リセリン、ムクロジエキス、スクワ
ラン、トコトリエノール、カミツレ
エキス、マンダリンオレンジ果皮
油、オニサルビア油、ニュウコウ
ジュ油、クエン酸、エタノール

8556
パックスオリー/リンス
太陽油脂

1337
264 926

石けんシャンプー後の髪を弱酸
性にし、櫛どおりの良い、艶やか
な髪に仕上げます。
<原材料>水、グリセリン、クエ
ン酸、リンゴ酸、スクワラン、ホホ
バ油、カミツレ・シソ・ボタンエキ
ス、マンダリンオレンジ果皮油、
オニサルビア油、ニュウコウジュ
油、キサンタンガム、クエン酸
Na、ヒノキチオール、エタノール

8563
パックスオリー/ボディソープ
太陽油脂

265

敏感肌の方や小さなお子様にも
お使いいただける、植物性ボディ
ソープ。
<原材料>水、カリ石ケン素地、グ
リセリン、スクワラン、クエン酸、
ローズウッド油、チンピエキス、ク
マザサエキス、トコトリエノール、
エタノール

天然成分をたっぷり配合した植物性石けん。シェービング用として
も。<原材料>水、カリ石けん素地、グリセリン、スクワラン、ムクロジ
エキス、ローズ水、ニュウコウ、ウイキョウエキス、エタノール、クエ
ン酸

円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）

本体550ml

詰替500ml

本体550ml1337
詰替500ml 926

円（税込）

円（税込）

<原材料>石けん素地、ハイブリッドヒマワリ油、ホホバ油、トコトリエ
ノール

8587
パックスナチュロンクリームソープ 100g

太陽油脂

144円（税込）  

植物油(パーム油・ヤシ油)を原料にした石けん素地に、保湿成分となるホホバ油、
ヒマワリ油を配合した浴用石けんです。キメの細かいクリーミーな泡立ちと、しっ
とりとした洗い心地で、顔、全身にお使いいただけます。溶け崩れしにくいように
カーブをつけた、大きなそら豆のようなユーモラスな形。手になじみやすく、使い
やすいのが特長です。

8570
パックスオリー/フェイスフォーム

本体150ml

太陽油脂

823
266 詰替140ml 617

円（税込）

円（税込）



下記の商品はスポット予約品です。お届けは9/17～9/20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 9 月　092 号



下記の商品はスポット予約品です。お届けは9/17～9/20になります

28 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 9 月　092 号

※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 9/24 9/25 9/26 9/27
ご注文書
提出日 9/3 9/4 9/5 9/6

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。

３
週
ス
ポ
ッ
ト

予
約
品
コ
ー
ナ
ー

東 城 愛 農 有 機 野 菜 の 里

4985
ベイクドチーズケーキ（キャラメル） 3個

株式会社seed

680円（税込）  

モラセスシュガーで作った自家製キャラメルソースを練り込
んだベイクドチーズケーキです。
<原材料>生クリーム（北海道）、クリームチーズ（よつ葉）、
鶏卵（兵庫県）、モラセスシュガー、有機米粉（三重県）

4992
ベイクドチーズケーキ（ダブルチーズ） 3個

株式会社seed

680円（税込）  

クリームチーズとパルメザンチーズを使用した濃厚なベイクドチー
ズケーキです。
<原材料>生クリーム（北海道）、クリームチーズ（よつ葉）、鶏卵

（兵庫県）、モラセスシュガー、有機米粉（三重県）、パルメザン
チーズ（北海道）、シママース、バター（北海道）

NEW

8914
玄米丸餅 6個

東城愛農有機野菜の里

604円（税込）冷蔵で15日

玄米の香ばしい風
味たっぷりの素朴
な味わい。
< 原 材 料 > 農 薬
不使用栽培もち米

（広島県産）

8921
白丸餅 6個

東城愛農有機野菜の里

549円（税込）冷蔵で15日

お米の旨味・香りの
広がります。なめら
かで良くのびます。
< 原 材 料 > 農 薬
不使用栽培もち米

（広島県産）

8938
よもぎ丸餅 6個

東城愛農有機野菜の里

588円（税込）冷蔵で15日

東城町の清らかな
自然の中で育った
よもぎが香しい。
< 原 材 料 > 農 薬
不使用栽培もち米

（広島県産）、よも
ぎ（自生）

8952
青大豆のきな粉 50g

東城愛農有機野菜の里

232円（税込）3か月

青大豆を炒ってき
な粉にしました。少
量企画にしました。
<原材料>青大豆

270
えごま油｢元気｣ 150g

※規格変更

東城愛農有機野菜の里

3271円（税込）冷蔵で40日

エゴマ油は熱に弱
いため、ドレッシン
グや料理の風味付
けに適しています。
<原材料>農薬不
使用栽培えごま（広
島県産）

8969
えごまパウダー 200ｇ

東城愛農有機野菜の里

265円（税込）常温で75日

和え物やそのまま振りかけてお召し
上がりください。
<原材料>えごま

8976
えごま茶 25g

東城愛農有機野菜の里

650円（税込）常温で1年

広島県庄原市の無農薬栽培
のえごまの新芽を使ったお
茶です。青臭さの無い旨み
と、新芽の爽やかな色合い
が楽しめます。60～70度の
お湯1Lに2～3gを入れ、数
分後にお飲みください。
<原材料>えごま新芽

プレーンクッキー
ぷくぷくワールド

いよかんクッキー
ミルクティークッキー
こくとうビスケット
おからくっきー・やまもも

8945
赤飯 200ｇ

東城愛農有機野菜の里

464円（税込）冷凍で21日

甘みのあるもち米と
風味豊かな小豆を、
塩を効かせてふっく
らと蒸し上げました。
<原材料>もち米(広
島県産)、うるち米(広
島県産)、小豆(国産)、
塩(シママース)

269
山菜おこわ 200ｇ

東城愛農有機野菜の里

464円（税込）冷凍で21日

もっちりとしたもち米に、山菜の旨
味がたっぷり。昔懐かしい、あたたか
い味のおこわです。
<原材料>もち米(広島県産)、うる
ち米(広島県産)、ごぼう(広島県産)、
人参(広島県産)、鶏肉(広島県産)、
たけのこ(広島県産)、わらび(広島
県産)、ふき(広島県産)、しいたけ(広
島県産)、しょうゆ(国産)、みりん(国
産)、昆布(国産)、さば節(国産)、あじ
節(国産)、かつお節(国産)

8891
あんもち 3個

東城愛農有機野菜の里

493円（税込）冷凍で1ヶ月

有機の里・広島県庄原市東城のもち米を搗いた、なめらかで
よくのびるお餅に農薬不使用栽培の小豆と粗糖で作った手
作り餡を入れました。
<原材料>農薬不使用栽培もち米（広島県産）、モラセスシュ
ガー、農薬不使用栽培小豆（国産）、塩、

267
あんもち 5個

東城愛農有機野菜の里

759円（税込）冷凍で1ヶ月

8907
よもぎあんもち 3個

東城愛農有機野菜の里

493円（税込）冷凍で1ヶ月

自生のよもぎが香る、あずき餡がたっぷり入ったよもぎも
ち。焼いてお召し上がりください。
<原材料>農薬不使用栽培もち米（広島県産）、モラセス
シュガー、農薬不使用栽培小豆（国産）、塩、よもぎ（自生）

268
よもぎあんもち 5個

東城愛農有機野菜の里

759円（税込）冷凍で1ヶ月

4985
ベイクドチーズケーキ（キャラメル）

モラセスシュガーで作った自家製キャラメルソースを練り込
んだベイクドチーズケーキです。
<原材料>生クリーム（北海道）、クリームチーズ（よつ葉）、
鶏卵（兵庫県）、モラセスシュガー、有機米粉（三重県）

4992
ベイクドチーズケーキ（ダブルチーズ）

クリームチーズとパルメザンチーズを使用した濃厚なベイクドチー
ズケーキです。
<原材料>生クリーム（北海道）、クリームチーズ（よつ葉）、鶏卵

（兵庫県）、モラセスシュガー、有機米粉（三重県）、パルメザン
チーズ（北海道）、シママース、バター（北海道）

※ イメージ 写 真 につき 実 際とは 異 なります 。

南大阪のチーズケーキ専門店
seedは国産オーガニック素材にこだわり、美味しいお菓子を作っ
ています。国産オーガニック素材にこだわり、保存料や着色料は
一切使わず焼き上げたチーズケーキ専門店。

入荷都合により今回お休み
となります。ご迷惑をお掛け
致しますが、よろしくお願い
いたします。

クリームチーズとパルメザンチーズを使用した濃厚なベイクドチークリームチーズとパルメザンチーズを使用した濃厚なベイクドチー

NEW

今週限りの
特別企画




