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今週のお野菜・果物 【欠品と代替について】悪天候や育成状況により、ご注文頂いた農産物の入荷がない場合がございます。その際、
掲載内容と異なる産地または生産者の農産物を代替品としてお届けするか、止むを得ず欠品とさせて頂きます。

　　　有機栽培農産物、転換期間中有機農産物です。
　　　有機JAS認証マークを付けてお届けします。
　　　有機農産物、転換期間中有機農産物として入荷しますが、
　　　有機JAS認証マーク無しでお届け。
　　　有機JAS基準相当の栽培もしくは自然農法
　　　※有機JAS認証はうけていません。
　　　農薬削減・化学肥料不使用栽培
　　　※削減対象農薬の地域慣行に対する削減割合を表示しています。

<生産者の表示について>
　地元(大阪・和歌山・京都地域)および他地域の愛農の生産者で、
　作付け計画も会議を開いて決定しています。
　地元の生産者は生産者自身が運ぶかまたはセンターのトラックで
　引き取りに行っています。
　提携の生産者団体で、上記の生産者で不足する有機農産物などを
　供給してもらっています。

<栽培方法の表示について>※大阪愛農食品は化学肥料は基本的に使用せず栽培しています（使用する場合は必ず記載させていただきます）

有機の里
大阪府岸和田市

塔原

4 6019里芋 菊芋
約500ｇ 約500ｇ296円

(税込320円)
324円
(税込350円)

塔原生産者（大阪府）
その他の産地：熊本県

10 キクナ
1束約150g

仲野忠史（大阪府）仲野忠史（大阪府）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）
ぐり～んは～と（島根県）

250円

※出始めは入※出始めは入
荷 不 安 定に荷 不 安 定に
つき、サラダつき、サラダ
菊 菜になる菊 菜になる
可能性があ可能性があ
ります。ります。

(税込270円)(税込270円)

9 かぶ・小カブ
1袋（400ｇ～500g）1袋（400ｇ～500g）

(税込300円)
278円

※品種により大きさ※品種により大きさ
が異なります。が異なります。
※不足の場合、天王※不足の場合、天王
寺かぶらに変わる寺かぶらに変わる
ことがあります。ことがあります。
※葉付きでない場※葉付きでない場
合もあります。合もあります。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

8 はくさい 1個（1～2kg）

内山オーガニックファーム（熊本県）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）
仲野忠史（大阪府）仲野忠史（大阪府）

※サイズにより価格が変わります。
※サイズのご指定はできません。

(税込380円) (税込650円)(税込650円)(税込498円)
小：352小：352円円,中：461,中：461円円,大：602,大：602円円

※入荷不安定※入荷不安定

小：1.0～1.3kg、中：1.4～1.7kg、大：1.8kg以上小：1.0～1.3kg、中：1.4～1.7kg、大：1.8kg以上

※切り口や表面が※切り口や表面が
赤くなることが赤くなることが
ありますが、抗ありますが、抗
酸化作用のポリ酸化作用のポリ
フェノールですフェノールです
ので食べても問ので食べても問
題ありません。題ありません。

天然のインシュリン天然のインシュリンとしてとして
毎年人気の菊いもが今年も登場！毎年人気の菊いもが今年も登場！

塔原生産者（大阪府）

6026長芋　1本
1kg前後 879879円/kg円/kg
★重量価格★重量価格

その他の産地：長野県 その他の産地：長野県

5 長芋　カット
200～500g

★重量価格★重量価格
円円212～476212～476 ((税込950円税込950円))

((税込230～515円税込230～515円))
※カット代40円込み※カット代40円込み

NEWNEW

オクラオクラ
かぶらかぶら
人参人参

ほうれん草ほうれん草
小松菜小松菜
春菊春菊

リーフレタスリーフレタス
インゲンインゲン
ブロッコリーブロッコリー

大根 大根 等等

【セット内容】
(おまかせ3品目)

【セット内容】
(おまかせ2品目)

堺
の
有
機
生
産
者

2
おまかせ3品目

仲野さんの野菜セット仲野さんの野菜セット
667667

厳選した3品目を厳選した3品目を
お届けします！お届けします！

（内容のご指定はできません）（内容のご指定はできません）

厳選した2品目を厳選した2品目を
お届けします！お届けします！

（内容のご指定はできません）
((税込720円税込720円))円円

堺
の
有
機
生
産
者

仲
野
さ
ん

または 仲野忠史（大阪府）
池
上
農
園

池
上
農
園

有
機
の
最
高
品
質
の
野
菜
で

通
常
よ
り
栄
養
価
が
高
い

小松菜小松菜
わさび菜わさび菜
菊菜菊菜

ケールケール
水菜水菜
からし菜からし菜

ほうれん草ほうれん草
うまい菜うまい菜
スイスチャード スイスチャード 等等

池上農園（兵庫県）

3

おまかせ2品目

池上農園の
　　　野菜セット

円円481
セット参考例セット参考例

(税込520円(税込520円))

セット参考例セット参考例

574円
7

おまかせ3品目

塔原生産者（大阪府）

塔原おまかせ野菜セット
(税込620円)

【セット内容(おまかせ3品目)】

厳選した3品目をお届けします！厳選した3品目をお届けします！
（内容のご指定はできません）（内容のご指定はできません）

つるむらさき
青ねぎ
里芋
さつまいも
小松菜
水菜

ほうれん草
大根
かぶ
春菊
菊芋
ブロッコリー 等

※生産者および栽培方法は、お届け時の情報をご覧下さい。※生産者および栽培方法は、お届け時の情報をご覧下さい。
※時期や天候、生育状況により品目、量目共に変更になる場※時期や天候、生育状況により品目、量目共に変更になる場
合があります。合があります。

栄養分も豊かな栄養分も豊かな有機の里・塔原有機の里・塔原からから届いた旬の野菜届いた旬の野菜

セット参考例セット参考例

北海道有機協同組合(北海道)北海道有機協同組合(北海道)北海道有機協同組合(北海道)北海道有機協同組合(北海道)

内山オーガニックファーム（熊本県）
青野勝（長野県）青野勝（長野県）

13 キャベツ
1個 407円

農薬農薬
化学肥料化学肥料
不使用不使用

(税込440円)(税込440円)

15 サニーレタス
1パック 343円

※不足の場合はリーフ※不足の場合はリーフ
レタスに代替えレタスに代替え

(税込370円)(税込370円)

14 レタス
1個 380円

丸友中部青果（長野県）
木澤農園（長野県）
うずしお（兵庫県）

(税込410円)(税込410円)

6040銀杏
約80g前後 278円

内山オーガニックファーム（熊本県）内山オーガニックファーム（熊本県）

※イメージ画像※イメージ画像

((税込300円税込300円))

風味豊かな銀杏で風邪予防風味豊かな銀杏で風邪予防

上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）
塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
肥後やまとの会（熊本県）肥後やまとの会（熊本県）

丸友中部青果（長野県）
うずしお（兵庫県）うずしお（兵庫県）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）

（税込320円）

6033 柚（ゆず）
2個パック 296円

大豊グループ（高知県）

八宝菜八宝菜

オーガニックnico（京都府）オーガニックnico（京都府）
識名農園（沖縄県）識名農園（沖縄県）

6 ミニトマト
約200g 454454円円

(税込490円)

12 神藤さんのブロッコリー
1株 324円

(税込350円)(税込350円)(税込400円)(税込400円)

神藤敏幸（愛知県） 神藤敏幸（愛知県）

11 神藤さんのキャベツ
1個 370円

農薬使用回数：農薬使用回数：75％減75％減
5回使用/23回慣行

農薬使用回数：農薬使用回数：75％減75％減
5回使用/23回慣行

※入荷不安定※入荷不安定

※不足の場合は※不足の場合は
ム・ムかマークム・ムかマーク
無しキャベツで無しキャベツで
代 替えしてお代 替えしてお
届け致します。届け致します。

※ 不 足 の 場 合 は※ 不 足 の 場 合 は
ム・ムかマーク無ム・ムかマーク無
しブロッコリーでしブロッコリーで
代替えしてお届代替えしてお届
け致します。け致します。

※入荷不安定※入荷不安定

皮をすりおろし皮をすりおろし
て薬味として、まて薬味として、ま
た、ゆず味噌なた、ゆず味噌な
どにしたりと、爽どにしたりと、爽
やかな香りをおやかな香りをお
楽しみください。楽しみください。

終了終了
間近間近
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◎洗い◎洗いまたまた
はは土付き土付き

化 学 肥 料を一化 学 肥 料を一
切使用せず、恵切使用せず、恵
郡 峡 温 泉 水と郡 峡 温 泉 水と
天日塩で育てた天日塩で育てた
かいわれ大根でかいわれ大根で
す。葉が大きく，す。葉が大きく，
ビタミン類が豊ビタミン類が豊
富です。富です。

有機栽培した緑豆を原料に六甲山
系の伏流水で、じっくり育てました。
中国（吉林省、陜西省）の契約農場
で有機栽培された種子を１００％使
用したもやしす。太い・大き
い・ボリューム感があり、歯
ごたえがあり、根きり処理
してあるので調理が簡単で
す。酸化防止剤・鮮度保持
剤・殺菌剤・漂白剤などは一
切使用しておりません。 

化学肥料を一切使化学肥料を一切使
用せず、恵那峡温泉用せず、恵那峡温泉
水と天日塩で栽培し水と天日塩で栽培し
ました。ブロッコリーました。ブロッコリー
の新芽（ｽﾌﾟﾗｳﾄ）のの新芽（ｽﾌﾟﾗｳﾄ）の
辛味成分は活性酸辛味成分は活性酸
素を無毒化する働き素を無毒化する働き
があると注目されてがあると注目されて
います。います。

サラダコスモ(岐阜県) サラダコスモ(岐阜県)サラダコスモ(岐阜県)

1パック

約200ｇ

1パック102円

93円

139円
（税込110円）

（税込100円）

（税込150円）
6095

6118

6101
かいわれ大根

根取りもやし
ブロッコリーの新芽

※通常品とお届け日が異なります。
表紙上部で日程をご確認下さい。

スポットスポット
予約品予約品

スポットスポット
予約品予約品

スポットスポット
予約品予約品

スポット予約品

※色のご指定は出来ませんので
ご了承ください。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

約150g～250ｇ（150g～250ｇ（１個１個））

パプリカ

(税込430円)
398円

6071

山口農園（佐賀県）
オフィスアン（北海道）

安楽ファーム（宮崎県）安楽ファーム（宮崎県）
塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）

洗いレンコン
32 約約500g

(税込620円)(税込620円)
574円

6224 約約1kg
(税込1200円)(税込1200円)
1111円

※出始めは丸形の※出始めは丸形の
ものをお届け予ものをお届け予
定。それ以降は長定。それ以降は長
く茶色いものをく茶色いものを
お届け致します。お届け致します。

水の子会（熊本県）水の子会（熊本県）
Y’sオーガニックファーム（大阪府）

(税込410円)(税込410円)

26

6163

約1ｋg1ｋg

約500g約500g

メークインメークイン

6170 約5kg5kg

509509
278278

円円

円円

23612361円円
((税込550円税込550円))

(税込300円)(税込300円)

((税込2550円税込2550円))
大雪を囲む会（北海道）大雪を囲む会（北海道）

19 サラダ水菜
1束約150g 204円

((税込220円税込220円))

その他の産地：その他の産地：熊本県熊本県

塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
ぐり～んは～と（島根県）ぐり～んは～と（島根県）
奈良農民連（奈良県）奈良農民連（奈良県）

6057ミニチンゲンサイ
1束2～4株 204円

((税込220円税込220円))

ぐり～んは～と（島根県）ぐり～んは～と（島根県）
その他の産地：その他の産地：奈良県奈良県

17 ほうれん草
1束約150g

※山ほうれん草※山ほうれん草
という品種にという品種に
なる場合があなる場合があ
ります。ります。

円円241241
((税込260円税込260円))

塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
ぐり～んは～と（島根県）ぐり～んは～と（島根県）
奈良農民連（奈良県）

18 小松菜
1束約150g 円円213213

((税込230円税込230円))

ぐり～んは～と（島根県）ぐり～んは～と（島根県）
塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
奈良農民連（奈良県）奈良農民連（奈良県）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）

16 青ネギ
1束約100g 円円213

(税込230円)(税込230円)

ぐり～んは～と（島根県）ぐり～んは～と（島根県）
塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
仲野忠史（大阪府）仲野忠史（大阪府）

たまねぎ

6194

6200

約5kg

約10kg

27

6187
約1kg

約500g 231231
435435
20002000
35563556

円円

円円

円円

円円

(税込250円)(税込250円)

(税込470円)(税込470円)

(税込2160円)(税込2160円)

(税込3840円)(税込3840円)

しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
その他生産者その他生産者

(税込450円)(税込450円) (税込4140円)(税込4140円)

◎洗い◎洗いまたまた
はは土付き土付き

◎洗い◎洗いまたまた
はは土付き土付き

にんじん

6149 約4kg

24 約400g 25
にんじんＢ品

約1kg 円417
にんじんB品10kg6156

円3833
(税込280円)(税込280円)

(税込2600円)(税込2600円)
24072407円円

259259円円

しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
松林農園（青森県）松林農園（青森県）
その他生産者その他生産者

しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
松林農園（青森県）松林農園（青森県）
その他生産者その他生産者

しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
松林農園（青森県）松林農園（青森県）
その他生産者その他生産者

しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
その他生産者その他生産者

6125 約500g500g

じゃがいもじゃがいも

23 約1kg1kg

6132 約5kg5kg

278278円円

509509円円

23612361円円

皮ごとポテトフライ皮ごとポテトフライ

(税込300円)

(税込550円)

(税込2550円)(税込2550円)

22 根菜3種セット
根菜3種セット

円円787787
((税込850円税込850円))

【セット内容】【セット内容】
たまねぎ  約1kgたまねぎ  約1kg
じゃがいも 約じゃがいも 約500g500g
にんじんにんじん    約約400g400g
※生産者および栽培方法は、各野※生産者および栽培方法は、各野

菜の欄をご覧下さい。菜の欄をご覧下さい。
※野菜の種類は入荷の都合により※野菜の種類は入荷の都合により

変更する場合があります。変更する場合があります。

よく使うからよく使うから
根菜はセットが根菜はセットが

お買い得！！お買い得！！

6064ベビーリーフ
約40g 194194円円

ピノグリーン、水菜、ルッコラ、ロメイピノグリーン、水菜、ルッコラ、ロメイ
ンレタス、オーク、ビートなどの発芽後ンレタス、オーク、ビートなどの発芽後
10-30日程度の若い葉菜を集めました10-30日程度の若い葉菜を集めました

((税込210円税込210円))

寺岡有機農場（広島県）寺岡有機農場（広島県）
山口農園（奈良県）山口農園（奈良県）

20 大容量ベビーリーフ
約120g 361361円円

袋にたっぷりのベビーリーフをお入れ袋にたっぷりのベビーリーフをお入れ
してお届け致します。してお届け致します。

((税込390円税込390円))

燦燦ファーム 平畠（奈良県）燦燦ファーム 平畠（奈良県）

大容量大容量ベビーリーフベビーリーフ
たっぷり入ってお得です！たっぷり入ってお得です！

円円380
6088 冷凍トマト
約500ｇ

塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
上野農園（大阪府堺市）上野農園（大阪府堺市）

かごしま有機生産組合（鹿児島県）かごしま有機生産組合（鹿児島県）
四万十有機農業者ネットワーク（高知県）四万十有機農業者ネットワーク（高知県）

30 土生姜
約100g 241円

(税込260円)

かごしま有機生産組合（鹿児島県）かごしま有機生産組合（鹿児島県）
北海道有機（北海道）北海道有機（北海道）
しっでぃぐりーん（北海道）しっでぃぐりーん（北海道）
久木留博美（鹿児島県）久木留博美（鹿児島県）

28 ごぼう
約300g 366円

(税込395円)(税込395円)

21 ピーマンピーマン
約150ｇ 269269円円

(税込290円)(税込290円)

33 大根
1本 269円
※葉付きでない場合※葉付きでない場合
もあります。もあります。

(税込290円)(税込290円)

塔原生産者（大阪府）塔原生産者（大阪府）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）

もっちの畑(熊本県)
※鉄分が多い畑な※鉄分が多い畑な

ので表面が赤っので表面が赤っ
ぽくなる事があぽくなる事があ
ります。ります。

もっちレンコン
31 約500g

6217 約1kg

円円556
円円1065

シャキシャキ
、もちもち

シャキシャキ
、もちもち

もっちレンコ
ン

もっちレンコ
ン

((税込600円税込600円))

((税込1150円税込1150円))

(税込350円)(税込350円)

さぬき有機（香川県）さぬき有機（香川県）
上野農園（大阪府）上野農園（大阪府）

切っても中が赤いから切っても中が赤いから
料理が映える！料理が映える！

34 紅くるり
1本 324円

29 カラフル人参
350ｇ 259円

(税込280円)(税込280円)

  寺岡有機（広島県）

終了終了
間近間近

お求めやすくお求めやすく
なりました！なりました！
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3285乾燥きくらげ
8g 200円
開封後は冷蔵庫で
保存してください。

赤目滝清流にて育った国産乾燥きくらげ、赤目滝清流にて育った国産乾燥きくらげ、
赤目の森の里山で伐採した国産材と国産赤目の森の里山で伐採した国産材と国産
米ぬかを使った苗床栽培のきくらげです。米ぬかを使った苗床栽培のきくらげです。

約10倍
！

赤目の里山を育てる会（三重県）

食べごたえのある食べごたえのある
肉厚肉厚ななきくらげ！きくらげ！

((税込216円)税込216円)

早生なので早生なので
青レモンのお届けとなります。青レモンのお届けとなります。

41

6361

約500g約500g

約1ｋg約1ｋg

463463
833833

円円

円円
(税込500円)(税込500円)

(税込900円)(税込900円)
愛媛有機（愛媛県）愛媛有機（愛媛県）
広島レモングループ（広島県）広島レモングループ（広島県）
高岡オレンジ園（熊本県）高岡オレンジ園（熊本県）
関本農園（和歌山県）

レモンレモン
さわやかな香りと酸味お料理に紅茶にさわやかな香りと酸味お料理に紅茶に
使い方はいろいろ使い方はいろいろ

※乾燥しないように、レモンは保存袋に※乾燥しないように、レモンは保存袋に
入れ冷蔵庫で保管してください。入れ冷蔵庫で保管してください。

6354 約1ｋｇ (税込450円)円円

円円

417417
みかんみかん(2Ｓ)(2Ｓ)

40 約1.5ｋｇ
(税込675円)
625625

食べ応えありの
食べ応えありの

大玉みかん大玉みかん

ひと口サイズで
ひと口サイズで

ちょうどいい
ちょうどいい

みかんみかん(2L)(2L)

レンコンパウダー
ふしの力つぶ
（農薬不使用）

100ｇ100ｇ

1日5グラム1日5グラム
（大さじ1杯）（大さじ1杯）

100ｇ×3100ｇ×3
(税込2700円)

(税込935円)
6378

6385

100g

100g×3P

866円

2500円

水の子(熊本県)

免疫力を高め風邪予防免疫力を高め風邪予防
みかんに含まれるビタミンCの効能みかんに含まれるビタミンCの効能

（税込4350円）（税込4350円）

((税込2300円税込2300円))

((税込760円税込760円))

((税込480円税込480円))

39

6323

約1.5kg約1.5kg

約800g約800g

704704
444444

円円

円円

6330 5kg箱5kg箱 21302130
40284028

円円

円円6347 10kg箱10kg箱

みかんみかん

消費量の減少、価格の下落などにより、みかん農家が転業し消費量の減少、価格の下落などにより、みかん農家が転業し
たり作物転換(転作)したりするなど、日本全体の生産量は減たり作物転換(転作)したりするなど、日本全体の生産量は減
少傾向にあります。中でも病害虫対策に化学農薬を使うこと少傾向にあります。中でも病害虫対策に化学農薬を使うこと
のできない有機栽培みかんは、貴重な存在になっています。のできない有機栽培みかんは、貴重な存在になっています。

※到着しましたら箱の底面から開け、風通しの良
い所にザル等に入れて保管をお願い致します。

※少し青いものが届く場合がございます。※少し青いものが届く場合がございます。
※皮の表面に石灰が白く残っていることがありますが※皮の表面に石灰が白く残っていることがありますが

拭いて皮を剥いていただければ問題ありません。拭いて皮を剥いていただければ問題ありません。

池田文雄（大阪府）池田文雄（大阪府）
西川満重（和歌山県）西川満重（和歌山県）
関本農園（和歌山県）関本農園（和歌山県）

池田文雄（大阪府）池田文雄（大阪府）
西川満重（和歌山県）西川満重（和歌山県）
関本農園（和歌山県）関本農園（和歌山県）

池田文雄（大阪府）池田文雄（大阪府）
西川満重（和歌山県）西川満重（和歌山県）
関本農園（和歌山県）関本農園（和歌山県）

野菜不足野菜不足を感じている方を感じている方
栄養バランス栄養バランスを考えている方を考えている方
花の季節花の季節にお困りの方にお困りの方

こんな方にこんな方に

オススメオススメ

6248 ナンキン カットナンキン カット
約500ｇ～1.5kg ★重量価格★重量価格

※別途カット代40円※別途カット代40円

(例：500gの場合)(例：500gの場合)
税込375円+カット代40円＝415円税込375円+カット代40円＝415円
となります。となります。

694円/1㎏(税込750円/kg)694円/1㎏(税込750円/kg)

(税込750円/kg)(税込750円/kg)
※価格改定※価格改定

※価格改定※価格改定

長有研（長崎県）長有研（長崎県）
犬飼農園（愛知県）犬飼農園（愛知県）

37 ナンキン　1個
約1kg～2.5kg 694694円/kg/kg
★重量価格★重量価格

6286

6316

エリンギ

エノキ

約150g

約200g

269円

269円

6309なめこなめこ
約100ｇ約100ｇ 120120円円

((税込290円税込290円))

((税込290円税込290円))((税込130円税込130円))

しげながしまじ綾農園（宮崎県綾町）

きのこ王国（長野県）

原料資材の一つに麦飯石を使用。宮崎
県産のおが粉、中国産コーンコブを使
用しています。

原料培地：コーンカブ、
米ぬか等、化学添加物
不使用

奈良農民連（奈良農民連（奈良奈良県）県）

使い切りサイズの使い切りサイズの
なめこはお味噌汁やなめこはお味噌汁や
和え物に使えて便利和え物に使えて便利♫♫

サッと熱湯をかサッと熱湯をか
け、冷水で冷やけ、冷水で冷や
し、旬の野菜とおし、旬の野菜とお
好きなドレッシン好きなドレッシン
グできのこ野菜サグできのこ野菜サ
ラダにどうぞ。ラダにどうぞ。

6293シメジ
約200g 287円

((税込310円税込310円))

古川果樹園（長野県）

原料資材は広葉樹や針葉樹を半年以上原料資材は広葉樹や針葉樹を半年以上
堆積したものに、米ぬか、ふすま（長野堆積したものに、米ぬか、ふすま（長野
産）、豆皮、綿実殻などを攪拌し、加水し産）、豆皮、綿実殻などを攪拌し、加水し
たもの（輸入）を使用しています。たもの（輸入）を使用しています。

6262生しいたけ
約80～100g 241円

6279マイタケ
約100g 213円

((税込260円税込260円)) ((税込230円税込230円))

堂阪文博（大阪府貝塚市）
斉喜徳次（大阪府貝塚市）

貝塚市蕎原(そぶら：塔原の隣)原木は奈
良と九州の物、または震災前の東北の物
を使用しています。

西川成史（大阪府泉南郡熊取町）

資材は静岡・山梨・岐阜県産のナラ・コ
ナラのおが粉、ふすまと水のみを使用
しています。

浅野産業株式会社（岡山県）

約40ｇ 198円
（税込214円）

38 生きくらげ

サラダ、和え物、炒め物、かき揚げ、
佃煮、すき焼き、おでんなど、どんな
料理にもお使いいただけます。

※通常品とお届け※通常品とお届け
日が異なります。日が異なります。
表紙上部表紙上部で日程をで日程を
ご確認下さい。ご確認下さい。

希少な国産品＆有機 JAS 認証希少な国産品＆有機 JAS 認証
大きくて肉厚大きくて肉厚

スポット予約品

(税込440円)(税込440円)

安納芋安納芋

36 安納芋(黄安納芋(黄またはまたは赤)赤)
約600g約600g 407407円円

クリー
ムのよう

にトロッとした食感

クリー
ムのよう

にトロッとした食感

久木田農園（鹿児島県）久木田農園（鹿児島県）
かごしま有機生産組合（鹿児島県）かごしま有機生産組合（鹿児島県）

さぬき有機（香川県）さぬき有機（香川県）

6231

35
さつまいもさつまいも

約600g約600g 円円398398
約約1kg1kg 円円602602

「食べ物は「食べ物は
　美味しいものを　美味しいものを
　　作らないかん」　　作らないかん」

生産者生産者
さぬき有機  宮下さんさぬき有機  宮下さん

（香川県）（香川県）

(税込430円)(税込430円)

(税込650円)(税込650円)

(税込220円)(税込220円)

丸越(岩手県)

約20ｇ（2～3片）

ニンニク少量パックニンニク少量パック6255
204円

※放射能検査済、下限値1ベクレル不検出※放射能検査済、下限値1ベクレル不検出

※防疫上薫蒸処理された場合、オーガニック
バナナとして流通できないため、一週繰越
または欠品とさせて頂きます。

ヒロインターナショナル（エクアドル）ヒロインターナショナル（エクアドル）

約800ｇ 491円
（税込530円）

42

通常品とお届け日が異なります。
表紙上部表紙上部の日程をご確認ください。スポット予約品

貴重な無薫蒸バナナ
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たまご
5975
ケージ無精卵 箱 5kg

堀田聖(大阪府岸和田市塔原)

抗生物質や合成着色剤などの薬剤は一
切使わず、遺伝子組み換えでない飼料を
自家配合したエサで育った鶏の卵です。
<生産者>堀田聖(大阪府岸和田市塔原)

4374

53

5968

パック平飼有精卵
6個

10個

5kg箱

堀田聖(大阪府岸和田市塔原)

放 飼いでの飼育 でオスを
数羽放すことにより生命力
の強い卵が生まれます。
<生産者>堀田聖(大阪府
岸和田市塔原)

パックの返却をお願いします

4367

52

5951

パック平飼無精卵
6個

10個

5kg箱

西井オーガニックファーム（和歌山県有田郡）

自家 配 合 飼 料を与えた開
放鶏舎飼いの鶏の卵です。
<生産者>西井オーガニッ
クファーム(和歌山県)

パックの返却をお願いします

有精卵・ケージ無精卵の有精卵・ケージ無精卵の
生産者・堀田聖さん生産者・堀田聖さん

(大阪府岸和田市塔原)(大阪府岸和田市塔原)

343円 3082円382円

503円 534円

3272円 3767円

無精卵の生産者無精卵の生産者
西井一雄さん西井一雄さん

(和歌山県有田郡)(和歌山県有田郡)

(税込413円)

(税込577円)

(税込4068円)

(税込370円)

(税込543円)

(税込3534円)

(税込3329円)

(税込4400円)(税込4400円)

(税込7600円)(税込7600円)

(税込860円)(税込860円)

さんさんファーム（長野県）さんさんファーム（長野県）

49 約1kg前後 796796円円

6484

6491

約4～5kg

約9～10kg

40744074
70377037

円円

円円

りんごりんご

さんさんファームさんさんファーム
農薬使用回数：農薬使用回数：70％減70％減
10回使用/34回慣行

さんさんファームさんさんファーム
農薬使用回数：農薬使用回数：85％減85％減
5回使用/34回慣行

(税込1050円)(税込1050円)

(税込2950円)(税込2950円)

50 約1kg 972972円

6507 約3kg 2731円

洋梨洋梨 ※品種：オーロラまたは※品種：オーロラまたは
バラード。10月中旬よバラード。10月中旬よ
りラフランスりラフランス

  さんさんファーム（長野県）  さんさんファーム（長野県）

芳醇な香りと、とろける甘さ芳醇な香りと、とろける甘さ

古川果樹園古川果樹園
農薬使用回数：農薬使用回数：60％減60％減
14回使用/35回慣行  古川果樹園（長野県）

甘みの中にしっかりとした酸味と甘みの中にしっかりとした酸味と
サクサクとした歯ごたえサクサクとした歯ごたえ

またはまたは王林王林
シナノゴールドシナノゴールド

長野県長野県さんさんファームさんさんファーム

富有柿富有柿

山下善樹さん山下善樹さん
農薬使用回数：農薬使用回数：75％減75％減
4回使用/16回慣行

山下善樹（和歌山県）山下善樹（和歌山県）
関本農園（和歌山県）関本農園（和歌山県）

46 約1kg

6439 約5kg

(税込570円)(税込570円)
円円528528

(税込2830円)(税込2830円)
円円26202620

関本農園関本農園
農薬使用回数：農薬使用回数：60％減60％減
6回使用/16回慣行

(税込800円)(税込800円)

(税込4150円)(税込4150円)

(税込7350円)(税込7350円)

しっかりとした歯応えとジューシーな
果汁、ほどよい酸味のある人気のり
んごです。

甘柿の王様「富有柿」
丸くすべすべした皮をむくと緻密な果
肉が甘くとろけます。

フルーツ中でトップクラスの栄養価
ビタミンCの量が多く、低カロリーながら
栄養価が高く食物繊維も豊富。

48 1kg前後

6460

6477

約4～5kg

約9～10kg

3843円

741円

68066806円円

りんごりんご

古川果樹園古川果樹園
農薬使用回数：農薬使用回数：50％減50％減
13回使用/31回慣行

  古川果樹園（長野県）
  小林正治（長野県）

（税込900円）44 約800～900ｇ約800～900ｇ 833円

（税込4600円）6415 約4～4.5kg約4～4.5kg 42594259円

（税込7800円）6422 約8～9kg約8～9kg 72227222円
竹嶋有機農園（青森県） 竹嶋有機農園竹嶋有機農園

農薬使用回数：農薬使用回数：90％減90％減
3回使用/36回慣行

紅玉竹嶋さんの竹嶋さんの

紅玉のアップルパイ紅玉のアップルパイ

47 1kg前後

6446

6453

約4～5kg

約9～10kg

741
3843
6806

(税込800円)(税込800円)

(税込4150円)(税込4150円)

(税込7350円)(税込7350円)

円

円

円

 古川果樹園古川果樹園長野県 長野県 

関本農園（和歌山県）関本農園（和歌山県）
池田文雄（大阪府）池田文雄（大阪府）

※少し硬い場合は※少し硬い場合は
　追熟させて下さい　追熟させて下さい

キウイキウイ
45 約500ｇ約500ｇ 426426円円

(税込460円)(税込460円)

青りんごの代表格青りんごの代表格
甘味が強めで酸味は少なく甘味が強めで酸味は少なく
香りのよいりんごです。香りのよいりんごです。

竹嶋有機農園（青森県）

43 1kg前後1kg前後

6392

6408

約4～5kg約4～5kg

約9～10kg

880880
38893889

76857685

(税込950円)(税込950円)

(税込4200円)(税込4200円)

(税込8300円)(税込8300円)

王林王林

竹嶋有機農園竹嶋有機農園
農薬使用回数：農薬使用回数：90％減90％減
3回使用/36回慣行

円円

円円

円円

終了終了
間近間近

名前の通り名前の通り
                  にに色づく小玉りんご色づく小玉りんご真真っ赤っ赤
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お肉 鶏・牛・豚
愛農食品センターで取り扱う鶏・牛・豚のお肉類は定期的に生産者・加工業者を訪
問し加工工程を確認しています。センターは生産性を求めず安全性を求め非遺伝
子組み換え飼料、抗生物質を添加しない無薬飼育を目指す生産者を応援します。

ロ
ー
ス

モ
モ

バラ

ヒレ
タン

サ
ー
ロ
イ
ン

肩
ロ
ー
ス

ネ
ッ
ク

ラ
ン
プ

肩

お肉の部位と肉質の違い ロース サーロインと並んで最上部位とされていま
す。サシが入りやすく、肉のきめが細かく、風
味がよく柔らかいのが特徴。

胸の部位をいい、肋骨の外側で脂肪は多い
が肉はやや硬めです。
安価で煮込み料理合います。

大きな赤 肉 の 塊で、きめは細かく脂 肪が
少なめです。ローストビーフ、ステーキ、シ
チューなど幅広い用途に使われます。

　バラ

モモ
○F1牛
父牛が黒毛和牛、母牛はホルスタインの肉牛（F1牛）でゆとりのある牛舎で小頭数
を群れ飼いしています。 抗生物質やホルモン剤は使いません。主なエサのうちトウモ
ロコシは遺伝子組換えフリーのもの、フスマ、大豆は国産です。サイレージは自給、
ワラは可能な限り地域自給しています。

アルプス牛（交雑種）まぁのの牛肉 ○まぁの小村さんのポリシー
「いのちを頂いているということは常に頭に置き流通の特徴をふまえて、生産
者のお肉をきちんと届けるベストの方法『一頭買い』で調達しています。肉屋な
んだけれども、どんどん売って繁盛したいとは思っていません。生産も小規模
ですが小規模なればこそ確かな中身を伝えることができると思っています。そ
れに、お肉は沢山食べるものじゃなくて、ほんの少し、ほんの少し食べるだけ
で良いんです。それが身体にも良いんです。」

モモの中でも柔らかい部位を選んで、一モモの中でも柔らかい部位を選んで、一
口サイズにカットしています。 焼きすぎて口サイズにカットしています。 焼きすぎて
固くならないように注意して下さい。固くならないように注意して下さい。
一口カツにしても美味しい一口カツにしても美味しい

サイコロ状なら手軽に焼いてサイコロ状なら手軽に焼いて
食べやすく、量も調節しやすい。食べやすく、量も調節しやすい。

上焼肉上焼肉 170ｇ170ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

20192019円円（税込2180円）（税込2180円）

64

焼肉セット焼肉セット 210ｇ210ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

円円18331833 （税込1980円）（税込1980円）

65

スライスセットスライスセット 210ｇ210ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

13891389円円（税込1500円）（税込1500円）

67

4497

モモミニステーキモモミニステーキ 170ｇ170ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

17411741円円（税込1880円）（税込1880円）

69

角切り角切り 170ｇ170ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

10931093円円（税込1180円）（税込1180円）

4473

ロースしゃぶしゃぶロースしゃぶしゃぶ 170ｇ170ｇ
アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

19261926円円（税込2080円）（税込2080円）

4459

サイコロステーキサイコロステーキ 170ｇ170ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

21112111円円（税込2280円）（税込2280円）

4466

ロースアミ焼ロースアミ焼 170ｇ170ｇ
アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

21112111円円（税込2280円）（税込2280円）

66

モモ赤身しゃぶしゃぶモモ赤身しゃぶしゃぶ 170ｇ170ｇ
アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

13891389円円（税込1500円）（税込1500円）

4480

ローススライスローススライス 170ｇ170ｇ
アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

17411741円円（税込1880円）（税込1880円）

68

バラスライスバラスライス 170ｇ170ｇ
アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

11851185円円（税込1280円）（税込1280円）

4503

モモブロックモモブロック 300ｇ300ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

29442944円円（税込3180円）（税込3180円）

ローストビーフローストビーフローストビーフローストビーフローストビーフローストビーフ
ジューシーで美味

！

脂はそんなに多くありませんが、すき焼きや牛脂はそんなに多くありませんが、すき焼きや牛
丼以外にも色々使えるオールラウンダーです。丼以外にも色々使えるオールラウンダーです。

4442

ロースステーキロースステーキ 250g250g

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

29442944円円（税込3180円）（税込3180円）

霜降りが適度に入り肉質が柔らかく、霜降りが適度に入り肉質が柔らかく、
風味も最高です。風味も最高です。

焼焼きすぎないように柔らかくお召し上がり下さきすぎないように柔らかくお召し上がり下さ
い。網で焼いて適当に脂を落とし、ポン酢をつい。網で焼いて適当に脂を落とし、ポン酢をつ
ければあっさりといただけます。ければあっさりといただけます。

肉じゃが、野菜炒め、肉うどん、牛丼などいろい肉じゃが、野菜炒め、肉うどん、牛丼などいろい
ろな料理に使えます。脂の甘みを生かして下ろな料理に使えます。脂の甘みを生かして下
さい。さい。

霜降りが適度に入り、味の濃い部分ですの霜降りが適度に入り、味の濃い部分ですの
で、すき焼き用として最高です。で、すき焼き用として最高です。
すき焼きの他、炒めもの、すき焼きの他、炒めもの、
牛丼などでも、甘みが牛丼などでも、甘みが
生かせます。生かせます。

破れやすいのでそっとはがしてください。破れやすいのでそっとはがしてください。
ポン酢、ゴマ味噌などでどうぞ。ポン酢、ゴマ味噌などでどうぞ。
火を通し過ぎないように。火を通し過ぎないように。
巻物には向きません。巻物には向きません。

さっとあぶるだけで召し上がれます。味噌に生さっとあぶるだけで召し上がれます。味噌に生
姜や砂糖などを混ぜた味噌床につけ込んで姜や砂糖などを混ぜた味噌床につけ込んで
から、手早く焼く味噌焼きもから、手早く焼く味噌焼きも
風味豊かです。風味豊かです。

１枚ずつそっとはがして、文字通り舌にとろ１枚ずつそっとはがして、文字通り舌にとろ
ける食感を楽しんで下さい。ける食感を楽しんで下さい。

煮込めば旨みが出てきます。煮込めば旨みが出てきます。
カレー、シチューなど煮物にどうぞ。カレー、シチューなど煮物にどうぞ。
繊維がほぐれるくらいまで煮込んだ肉も美味しい。繊維がほぐれるくらいまで煮込んだ肉も美味しい。

焼肉に適した風味のあるいろいろな部位（赤焼肉に適した風味のあるいろいろな部位（赤
身やバラなど）をカットしています。焼きすぎて身やバラなど）をカットしています。焼きすぎて
固くならないように注意して下さい。固くならないように注意して下さい。

70

ミンチミンチ 170ｇ170ｇ

アルプス牛（交雑種）アルプス牛（交雑種）

10931093円円（税込1180円）（税込1180円）

ジューシージューシーなな
ビーフハンバーグビーフハンバーグ
みんな大好き！みんな大好き！
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豚もも肉を使います。成熟された味は
パンにも驚くほどマッチします。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、
黒砂糖、香料(天然)

豚肉をよく練り、天然羊腸に詰めて作り
ます。香辛料をぐっと控え、お子様のお
弁当にもってこいです。<原材料>自家
産自家配合豚、粗塩、黒砂糖、香料(天然)

粗挽きの豚肉を天然羊腸に詰めて作りま
す。オーソドックスな味はどなたにでも好
まれる美味しさです。<原材料>自家産
自家配合豚、粗塩、黒砂糖、香料(天然)

よく練った生地に粗挽き生地を加え、
天然羊腸に詰めて作ります。食べた時
の天然香料の香りが心に残ります。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、
黒砂糖、香料(天然)

豚バラ肉を使用。肉の質を問われる製品です。まろやかな風味が肉質の良さを感
じさせます。<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、黒砂糖、香料(天然)

71
ボンレスハムスライス 100g

和歌山ポークTONTON

73
ショートウインナー粗挽きポークソーセージ 130g

74
フランクソーセージ 230g

和歌山ポークTONTON 和歌山ポークTONTON72
130g

和歌山ポークTONTON

471円

533円 494円 664円

(税込509円)

和歌山ポークTONTON4510
ベーコンブロック 約300g

1280円
(税込1382円)

(税込576円) (税込533円) (税込717円)

紀ノ川平野を一望できる葛城山系の風通しの良い高台で、
人口乳や抗生物質などを一切使用せず、子豚の時から自家
配合の飼料で健康なもち豚三元豚を育てています。ハム・
ソーセージを作る匠・大浦秀樹さんは養豚業界では知る人
ぞ知る存在。「子ぶたにこそいい飼料を」と、当初から自家配
合飼料を使い、もちもちした食感で味が濃くてジューシーな
「もち豚」に。豚肉特有の臭みが少なく、さっぱりと甘みの強
い脂身が特徴。県内外を問わず、有名レストランでも使われ
ている豚肉を生み出しています。

TONTONのTONTONの
ハム・ソーセージハム・ソーセージ

和歌山ポークTONTON和歌山ポークTONTON
大浦秀樹さん大浦秀樹さん

ミルフィーユ鍋ミルフィーユ鍋
味も見栄えもバッチリ味も見栄えもバッチリ

79

(税込547円)(税込547円)

(税込864円)(税込864円)

82 84

86

87

75 80

78

77

88

85

4527

○自社一貫加工
交配から分娩、授乳育成、肥育までを一貫して行っており、無薬飼
育、遺伝子組み換え飼料を使わず育てた豚を精肉やハム・ソーセー
ジに加工しています。

○TONTON大浦さんのこだわり
市販の配合飼料には酸化防止剤が混入する可能性があるため使っ
ていません。遺伝子組換え大豆やトウモロコシは使っていません。外
国飼料を頼らないことを目指し、地元産のお米や麦を飼料に使って
います。豚の健康管理に気を遣い、大切に育てています。餌にホルモ
ン剤や抗生物質などを混ぜることはありません。

和歌山ポークTONTONの豚肉

76

豚ヒレブロック 250g

1135円

和歌山ポークTONTON

(税込1226円)

300g
和歌山ポークTONTON

1039 円
豚ロースブロック

(税込1122円)

豚肩ロースブロック 300g
和歌山ポークTONTON

920 円(税込994円)

300g

719円
豚ももブロック
和歌山ポークTONTON

(税込776円)

豚ローススライス 豚バラスライス

豚しゃぶ用ロース豚しゃぶ用ロース

豚ロースカット豚ロースカット 豚角切り

豚ももスライス

豚スペアリブ 豚バラブロック

豚赤身スライス

豚生姜焼き用豚生姜焼き用
ローススライスローススライス200ｇ 200ｇ

200ｇ200ｇ

300ｇ 200g

200ｇ200ｇ

300ｇ 300ｇ300ｇ

200ｇ200ｇ

200ｇ
和歌山ポークTONTON 和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON 和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON 和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON

和歌山ポークTONTON

772772 513513

800800

10031003 529529

521521

769 746

506

800円 円

円

円 円

円

円 円

円

円

81

豚肩ローススライス 200ｇ200ｇ

和歌山ポークTONTON

654円(税込706円)(税込706円)

((税込834円)税込834円) ((税込554円)税込554円)

((税込864円)税込864円)

((税込1083円)税込1083円) ((税込571円)税込571円)

((税込563円)税込563円)

(税込830円)(税込830円) (税込806円)(税込806円)

4534

83

豚ミンチ豚ミンチ 300g300g

和歌山ポークTONTON

600600円((税込648円)税込648円)

柔らかく、赤みと脂身のバランスが美味しい柔らかく、赤みと脂身のバランスが美味しい
ロースをうすくスライスしました。ロースをうすくスライスしました。

柔らかく、赤みと脂身のバランスが美味しい柔らかく、赤みと脂身のバランスが美味しい
ロースをしゃぶしゃぶ用にスライスしました。ロースをしゃぶしゃぶ用にスライスしました。

普通のロースより脂身が多いのでコクがある普通のロースより脂身が多いのでコクがある
濃厚な味わいが楽しめる部位です。幅広いお濃厚な味わいが楽しめる部位です。幅広いお
料理に活躍します。料理に活躍します。

キメは粗いですが濃厚な脂身が特徴でやわキメは粗いですが濃厚な脂身が特徴でやわ
らかく、こってりとしてボリュームがありますらかく、こってりとしてボリュームがあります

ジューシーな豚バラブロック肉は、ジューシーな豚バラブロック肉は、
チャーシューや角煮などがっつりお肉チャーシューや角煮などがっつりお肉
を食べたい時におすすめです！を食べたい時におすすめです！

カレーやシチューはもちろん、カレーやシチューはもちろん、
煮込み料理や炒め物にも！煮込み料理や炒め物にも！

定番の餃子や肉団子なども美味しい定番の餃子や肉団子なども美味しい
ですが、カレーや肉味噌など使い勝ですが、カレーや肉味噌など使い勝
手のよい食材です。手のよい食材です。

よく運動する部位なので脂身が少なく赤身がよく運動する部位なので脂身が少なく赤身が
中心であっさりした味わいです。中心であっさりした味わいです。

脂身が少ないのであっさりヘルシーに仕上げ脂身が少ないのであっさりヘルシーに仕上げ
たい方にオススメです。たい方にオススメです。

赤身と脂肪が層になっている部位で、バラ赤身と脂肪が層になっている部位で、バラ
ならではの、脂身の旨味が楽しめます。ならではの、脂身の旨味が楽しめます。

きめが細かくてやわらかく、適度な脂肪がつきめが細かくてやわらかく、適度な脂肪がつ
いています。とんかつやポークソテーなどに向いています。とんかつやポークソテーなどに向
いている部位です。いている部位です。
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「新鮮・安全・美味しさ」
Fresh Safety Tasty¨

パン

天然酵母
山食パン0.75斤

89

0.75斤

ポッポ

製造日より3日

0.75斤0.75斤
245円

(税込265円)

大阪市西成区にある障害をもった人達とともに働くパン屋さん

化学合成品、イーストフード(発酵促進剤)、乳化剤(グリセリン、脂肪酸エ
ステル)、防腐剤、着色料を使わない、体に優しい「無添加パン」を製造。

4596
チーズフラワー 1個

ポッポ

製造日より2日

4602
バターロール3個 3個

ポッポ

製造日より2日

4565
ロイヤル食パン

ポッポ

製造日より3日

4572
レーズンポッポ食パン 1.5斤1.5斤

ポッポ

製造日より3日

4589
レーズンバンズ 1個

ポッポ

製造日より2日

甘味とバターを加えた、おやつ感
覚の甘めの食パンです。素焼き
でも十分美味しいです。

<原材料>国内産小麦、粗糖、よつばの脱脂粉乳、よつばの無
塩バター、生イースト、シュレッドチーズ、沖縄の塩

<原材料>国内産小麦、生イースト、粗糖、沖縄の塩、卵、よつばの脱
脂粉乳、よつばの無塩バター

<原材料>国内産小麦、粗糖、酵母、沖縄の塩、有機レーズン
<原材料>国内産小麦、生イースト、粗糖、沖縄の塩、卵、よつばの脱
脂粉乳、よつばの無塩バター、よつばの加塩バター

<原材料>国内産小麦、粗糖、よつば
の脱脂粉乳、よつばの無塩バター、生
イースト、沖縄の塩

<原材料>国内産小麦、粗糖、よつばの脱脂粉乳、よつばの無塩バ
ター、生イースト、沖縄の塩、有機レーズン

559559円円 580580円円

111円 111円 273円

天然酵母山食パンに、有機
レーズンを入れました。サ
クッと歯ごたえにレーズンの
甘みが口に広がります。

(税込604円)(税込604円) (税込626円)(税込626円)

（税込120円) (税込120円) (税込295円)

4558
角食パン

1斤

ポッポ

製造日より3日

国内産小麦粉・生イーストを使
用。懐かしい味わいと食感のパ
ンです。

288円
(税込311円)

4541
天然酵母山食パン1.5斤

1.5斤

ポッポ

製造日より3日

人気の天然酵母山食パンの1.5斤サイ
ズ。国内産小麦粉・天然酵母パン種を
使用。サクッと歯ごたえのある食感の
パンです。

469円
(税込507円)

1.5斤1.5斤

ポッポ

鶏一番肝 180g

4435シガポートリー

268268円円
(税込289円)(税込289円)

栄養価の高い栄養価の高い

レバーの煮つけレバーの煮つけ
カリっとカリっと
甘辛照り焼き甘辛照り焼き

おだし香るおだし香る

炊き込みご飯炊き込みご飯

お豆腐をプラスしてお豆腐をプラスして

栄養たっぷりハンバーグ栄養たっぷりハンバーグ

340340円円
(税込367円)(税込367円)

60
200g200g

シガポートリー

鶏一番モモ鶏一番モモ
460460円円

(税込497円)(税込497円)

あっさりあっさりむね肉でむね肉で

パクパク食べれるパクパク食べれる

61
鶏一番むね鶏一番むね 200g200g

シガポートリー

368368円円
(税込397円)(税込397円)

鶏一番ミンチ 300g

63 シガポートリー

554円
(税込599円)

手羽元でサクッと手羽元でサクッと

フライドチキンフライドチキン

鶏一番ささみ
62

180g180g

シガポートリー

428428円円
(税込462円)(税込462円)

(税込335円)(税込335円)

4411

310310円円
200g200g

シガポートリー

鶏一番手羽モト

4428
200g

シガポートリー

鶏一番手羽先

○自社独自の配合飼料
美味しく、安全に食べていただくために穀物だけでエサをつくりました。とうもろこしはポ
ストハーベストフリーを使用。穀類主体で動物性のものは使用していません。又、とうもろ
こし、大豆油粕は非遺伝子組み替え品を使用しています。抗生物質は添加していません。
○ゆったり＆じっくりと飼育
自然光、自然風が入る鶏舎の中で、安心なエサを食べて元気に健康に育てます。育成
期間も一般ブロイラーの約４8～50日出荷に比べ、約68日と約２０日近くも長く飼育。ま
た飼育羽数も通常の坪あたり60～70羽に比べ、夏で30羽、冬は45羽、秋冬40羽と
頭数を少なくして鶏たちが充分な運動量をとれるようにしています。

ロイヤル食パン生地と同じ原材料で作り上げたロールパ
ン。朝食に、子供さんのおやつにどうぞ。

角食パンの生地によつばのシュレッドチーズを散り
ばめて焼きました。

<原材料>国内産小麦、粗糖、酵母、沖縄の塩

有機レーズン入りで食べやすいサイズでお子様のおやつ
にもぴったり。パンの生地は角食パンと同じものです。

鶏一番ささみチキン南蛮チキン南蛮
～和風タルタルソ

ース～
～和風タルタルソ

ース～


