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8921
草枯れ一番プラス 900g

パネフリ工業

1200円  

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

（税込1320円）

8938
こけそうじスプレー 500g

パネフリ工業

980円  
（税込1078円）

8945
くるなスプレー 900ml

パネフリ工業

1219円  

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

（税込1341円）

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

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！

希釈せず、そのままお使いいただけます。
散布時刻は朝夕が最も効果的です。日中の
高温時は避けてください。
効果を確認しながら、適宜使用回数の調整
を行ってください。（2～5回/週）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
天日塩とハーブの
Wパワーでしつこい
雑草をシャットアウト! !

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。
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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。

概ね、0℃以下で保存して下さい。 概ね、0℃～10℃で保存して下さい。 概ね、1℃～30℃で保存して下さい。【温度帯の案内】

●ご注文の最終締切日時について各コースの締切日時ですが、以下の日時となります。

OCR注文用紙提出、FAXによる申込、WEB注文すべての注文の共通締切日時です。

【火曜コース】
水曜日のお昼12：00まで

【水曜・木曜コース】
金曜日のお昼12：00まで

【金曜コース】
翌週月曜日のお昼12：00まで

※上記の締切期限を越えてのご注文はお受けできません。ご注意頂きますようお願い致します。

インターネットでも注文できます！（一部商品を除く）

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

308円冷蔵で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

（税込332円）

163
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

588円
冷蔵で3週間 （税込635円）

8976
黒豆煮豆 150g

東城愛農有機野菜の里

462円冷蔵で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

（税込498円）
※価格改定

※価格改定

164
こんにゃくピリ辛炒め煮 150g

東城愛農有機野菜の里

290円冷蔵で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

（税込313円）
※価格改定

8983
ささげ豆煮豆 150g

東城愛農有機野菜の里

278円冷蔵で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

（税込300円）

8471
えごまねり味噌 110g

東城愛農有機野菜の里

462円冷蔵で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

（税込499円）

165
西井さんの鶏
ミンチ

300g

西井ファーム

580円
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。

（税込626円）
※価格改定

8488
西井さんの鶏一羽
さばきセット

約650g

西井ファーム

1300円
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。

（税込1404円）
※価格改定

8495
西井さんの鶏/鶏ガラ 300g

西井ファーム

144円冷凍で約1ヶ月

鶏ガラからはおいしいスープが取れます。
（税込156円）

※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 10/15 10/16 10/17 10/18
ご注文書
提出日 9/24 9/25 9/26 9/27

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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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

体内への浸透性が群を抜いて高い！
田七人参の栄養価

田七人参とは
今でこそ、田七人参はいたるところで目にするようになりましたが、数年前ま
で日本ではまだ田七人参は全くその名も知られていませんでした。中国雲
南省を中心に環境の厳しい高山のみに生息し、その生命力は強く、３～７
年もの期間をかけて大地の栄養分やエネルギーを吸収しつくし、収穫後の
土地はその後十年以上も雑草すら生えないほどに痩せてしまうということで
す。また、豊富に含まれる栄養素と副作用の心配が全くないことで、古来、
中国でも「金不換」と呼ばれ、お金にも換えがたい大変な貴重品として扱
われてきました

「白井田七」

8952
白井田七 60g

アドバンス

9259円  

  
<原材料>有機田七人参、有機玄米

（税込10000円）


