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6月4回号
6月19日㈰の週 お届けカレンダー

   火 水 木 金

提出日 14 15 16 17
配送日 21 22 23 24

全て税込み価格です

もっちりとした食感の水まんじゅうもっちりとした食感の水まんじゅう

透明感のあるもっちりとした食感のゼリーの
中に、滑らかなこしあんを包みました。素朴で
上品な甘さをお楽しみください。

85g×3 378円

夏を彩る和の美味しさ

マルシン

水まんじゅう6383

糖分・塩分補給で熱中症対策糖分・塩分補給で熱中症対策

紀州梅100％の「梅肉エキス」、沖縄の塩「シママース」と「ぬ
ちまーす」を使用した、梅の酸味と塩の旨味が引き立った塩
飴です。梅由来のクエン酸も含んでいます。

70g 302円

これからの季節の必需品

梅肉エキス塩飴6343

優しい甘さとしょっぱさがお口の中で広がります。脳の唯一
の栄養素である『ぶどう糖』に、沖縄の塩シママースとクエン
酸を加えました。優しい甘さとしょっぱさがお口の中で広が
ります。

20粒 248円

塩ぶどう糖クエン酸入り7805

沖縄の塩シママースとぬちまーすを使用し、シークヮーサー
風味に仕上げた塩飴です。さっぱりとしているので、食欲が
わきにくい夏でも食べやすいです。

70g 292円健康フーズ

シークワーサー塩飴6346

さっぱりとした甘さの「あんバター」さっぱりとした甘さの「あんバター」

遠藤製餡の有機小倉あんバターは、有機栽培された
小豆の風味とさっぱりとした甘さが感じられます。有
機砂糖にグラスフェッドバターを丁寧に練り込んだ有
機 JAS 認証のあんバター。

300g 518円

小豆の風味、旨味をそのままに

遠藤製飴

有機小倉あんバター5374

能登伝統調味料「いしり」能登伝統調味料「いしり」

サバ、アジを使ったいしり。くせがいかのいしりよりも少
ないと言われています。前浜で水揚げされた新鮮なサ
バ、アジを用い、奥能登に古くから伝わる魚醤を時間を
かけてゆっくり寝かせて作りました。お刺身やお鍋に。

チョイタシで料理に深みがうまれる

いしり5715

イカワタを塩にまぶし、２年間熟成させた魚醤油。能登の
風土と旨みが凝縮されています。能登で有名な某レスト
ランでも使用されています。
タカショク

いかのいしり5716

国内産の小麦粉100％で練り
上げた、つけ麺専用の全粒粉
極太麺が豚骨魚介系の濃厚
スープにピッタリ。まさに自慢
の麺と、それに合ったスープ
との運命の出会いです。

2食入420g 472円

全粒粉つけ麺（生）5183
安心安全を趣旨とし、体に優しい原料。細麺なのに強いコシ、なめらか
な舌触り、のど越しの良さが特徴です。

110g×2 421円

細美人（細切り冷し中華）5188

賞味期限が長めのもちもち麺です。
お好みのソースで味付けして下さい。

各2食入 222円

深蒸し熟成焼きそば

細切り5193 太切り5194

6 月 5 回号にお届けになる可能性があります。

夏季限定！夏季限定！

夏の暑い時期にぴったり

芽吹き屋の季節の和菓子
甘みと酸味のバランスがいい！

志賀高原のさくらんぼ
「佐藤錦」「佐藤錦」

旬の
一品

芽吹き屋 長野県 小坂

夏の暑い時期にぴったり。目でも舌でも楽しめる夏
の涼菓です。コシをつけるために上新粉を加えて
舌触りよく仕上げました。

水まんじゅう

紫芋94751 抹茶94752 各4個 453円

青森県産の笹葉を使用。爽やかな香りが
魅力の笹餅。自社で胴搗きした上新粉
は歯切れがよく、香り豊かなよもぎとと
もに香り抜群の和菓子です。

笹もち94754

国産もち米を使用した生地を、国産の枝豆
を使用した「ずんだあん」で包みました。

120g×4個 535円

国産枝豆のずんだ餅94757

200g 1,400円

さくらんぼの中で、味も人気もナンバーワンの品種、佐藤錦です。志
賀高原の豊かな自然の中で実ったさくらんぼをぜひご賞味ください。

志賀高原さくらんぼ佐藤錦0416

国内で取れた新鮮野菜と近海物の魚介類を使った、安心安
全な美味しいキムチです。旬の魚介類から手間隙かけて
作った自慢の手作りのタレを使っています。辛いだけでなく
「コク」と「深み」のあるキムチや韓国家庭料理をどうぞ！

小麦の粒の全て（表皮、胚芽、胚乳）を使った粉のこと。
全粒粉には栄養補助食品である、たんぱく質、ビタミ
ンB1、B2、ビタミンEが多く、そして食物繊維や鉄分
等も豊富に含まれています。また若返りビタミン、抗
酸化作用、低インシュリンの効果も期待されます。

本格韓国総菜 不定期！

翌

程よい辛さと甘味のあ
るコチュジャンソースを
ベースにした自家製タ
レで仕上げました。

神山鶏のダッカルビ90607 凍

新鮮なイカ、ホタテ、
国産の野菜をたっ
ぷり使用し一枚一
枚手造りで焼き上
げました。

海鮮チヂミ

甘タレ90620
辛タレ90621

凍

翌々凍

不定期！

みうらや製麺

国産小麦粉を使った麺 冷 不定期！

今年も全粒粉冷やし中華が始まりました！

愛知県産小麦粉と北海道産小麦粉に愛知県産全粒粉を絶妙に
ブレンドした夏季限定の人気商品です。大自然から採ったモンゴ
ルかんすいを使用することで滑らかな舌触りともちもち感のある、
そして小麦の香りが残る麺に仕上げました。オリジナルの無添加
スープとベストマッチ。全粒粉は健康面でも優れています。

全粒粉冷し中華5187

120g×2 432円⇒423円 得
全粒粉入り全粒粉入り

全粒粉入り全粒粉入り

全粒粉とは？ 表皮
▼

食物繊維

胚乳
▼
小麦粉

胚芽
▼

栄養補助食品
たんぱく質、ビタ
ミンB1・B2・E、鉄
分等、若返りビタ
ミン、抗酸化作用、
低インシュリン

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

翌々

不定期！

４週のみ

４週のみ

2品種どちらかが入ります。

200g 389円金沢市 菊理農園

菊理農園ミディトマト
（エコスマイル or 愛ちゃんトマト）

0284

農薬化学肥料不使用でつくりました。

1㎏ 432円金沢市 山下農園

蓮花新玉ねぎ0061

今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜 地元野菜地元野菜

これぞキムチの王様!徳
島発の本格キムチです。
白菜で包まれた中には、
タコ、イカ、山クラゲ、リン
ゴ各種の木の実や魚貝
類珍味がぎっしりつまっ
ています。

300g 784円

王様キムチ90602

みずみずしい食感等が
とても評判が良い、国産
のきゅうりはくせがなく、
食べやすいのが特徴で
す。

200g 475円

きゅうりキムチ90603

本場韓国の味、魚谷キ
ムチの白 菜 キムチが
たっぷり入ったチヂミ。

1枚 491円

自然豚・白菜キムチの
チヂミ（タレ付き）

90623

もっと気軽に食べてほし
いから、ホットプレートで
作れる簡単本格ビビン
バセットを作りました。

260g（2人前） 784円

美蘭さんのビビンバセット90627

お肉や野菜がバランス
良く摂れて、甘辛い味付
けでご飯がモリモリ進み
ます。

150g 367円

豚プルコギ丼90641

冷

冷

凍

凍

凍

450g 1,053円⇒1,031円 得

各1枚 660円⇒645円 得

調理済

調理済

調理済

調理済

フライパン調理

50g×4個 507円⇒496円 得
減農薬！
減農薬！

今回のみ
！

より良い製品のために「独自の練り」と「熟成」にこだわり、
充分に時間をかけ、日々丁寧に麺をこしらえています。

冷たく冷やしてどうぞ！ 翌々 不定期！

炭火で丁寧に焙煎した有機コーヒー豆と南アルプ
ス自然水を使用し、自然落下のネル（濾過布）ドリッ
プで時間をかけて抽出したアイスコーヒーです。

炭火焙煎有機アイスコーヒー

無糖7773 微糖7774
1L 540円麻布タカノ

上品な甘さの有機カフェオレベースです。牛乳・オーツ
ミルク・アーモンドミルクなどで割ってお飲みください。

275ml 842円健康フーズ

有機カフェオレベース7771

原料にこだわり、有機栽培珈琲豆とレインフォレスト・アライアンス
認証農園産珈琲豆の2つの原料を100%使用した無糖タイプの
コーヒーです。酸味と苦味がほどよく滑らかな味わいです。

185g×2本 260円三本珈琲

W100％認証豆使用BLACK缶7777

４週のみ 翌々

500ml 710円⇒694円 得

150ml 508円⇒496円 得
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エコポストの表記について
新製品。その週だけに表示
されます。

今週／今月の特価品です。

生麺です（無印は乾麺）。

週のマークがないものは毎週企画品です。

翌々週に配送されます。

レシピが紹介されてい
ます。

今回のみの企画商品
です。

野菜・果物で地元石川県内
で生産されたものです。

保存方法（無印は
常温です）。

価格が変更になりました。

製品番号・生産地・価格・規
格が変更になりました。

新

得

地

変

翌々週

↑ ↓

今回のみ

生麺

冷凍冷蔵

１週のみの企画品です。１週のみ

２週のみの企画品です。２週のみ

３週のみの企画品です。３週のみ

４週のみの企画品です。４週のみ

隔週の企画品です。１・３週 ２・４週
レシピ

◆ペットフード（ヤラー）のチラシについて
ヤラーペットフードのチラシは、犬、猫を飼っている

会員にのみ配布しています。必要な方は、ご連絡下さい。

◆「梅干」「らっきょう」のご案内
チラシにて、「南高梅梅干」「砂丘らっきょう」の予約用

紙をご案内しております。ご希望の方は、申込用紙に

直接必要事項をご記入の上、配達員にお渡しください、

お 知 ら せ

会員からの質問や感想、要望などを掲載しています。会員からの質問や感想、要望などを掲載しています。
ご意見をどんどんおよせください。ご意見をどんどんおよせください。

もな ん 伝で 言 板

■鐘千「小肌酢漬け」
前から気になっていましたが、試しに購入してみたところ、
とても美味しくいただきました。わさび醤油が合います。
� （小松市　A.Fさん）
■玄米麹
「玄米糀」で塩麴を作ってみました。ハンバーグ、炒めもの、
ポトフにもなんにでも入れて使っています。
� （金沢市　T.Tさん）

●2247 かじきまぐろ昆布〆●2247 かじきまぐろ昆布〆
カジキマグロ（静岡県産焼津港）、昆布（国産）、純米カジキマグロ（静岡県産焼津港）、昆布（国産）、純米
酢、天日塩酢、天日塩

●2251 刺身用一本釣りいか●2251 刺身用一本釣りいか
するめいか (石川県）するめいか (石川県）

●2261 しめさば●2261 しめさば
サバ（淡路島近海）、米酢、砂糖、味醂サバ（淡路島近海）、米酢、砂糖、味醂

●2263 ほたるいか炊き込みご飯の素●2263 ほたるいか炊き込みご飯の素
ほたるいか（日本産）、丸大豆しょうゆ（大豆、小麦を含ほたるいか（日本産）、丸大豆しょうゆ（大豆、小麦を含
む）、本みりん、純米酒、人参、だし（昆布）、生姜、食塩む）、本みりん、純米酒、人参、だし（昆布）、生姜、食塩

●2277 国産いわしマリネ●2277 国産いわしマリネ
真いわし（国産）、玉ねぎ（国産）、純米醸造酢、丸真いわし（国産）、玉ねぎ（国産）、純米醸造酢、丸
大豆しょうゆ（大豆、小麦を含む）、なたね油、砂糖、大豆しょうゆ（大豆、小麦を含む）、なたね油、砂糖、
本みりん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子本みりん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子

●2293 はたはた丸干し●2293 はたはた丸干し
ハタハタ（山陰）、食塩ハタハタ（山陰）、食塩

●5183 全粒粉つけ麺（生）●5183 全粒粉つけ麺（生）
国内産小麦粉、国内産全粒粉、モンゴルかんすい、国内産小麦粉、国内産全粒粉、モンゴルかんすい、
食塩、醤油、チキンエキス、砂糖、ポークエキス、鰹食塩、醤油、チキンエキス、砂糖、ポークエキス、鰹
節粉末、でん粉、ポークオイル、さば節粉末、食塩、節粉末、でん粉、ポークオイル、さば節粉末、食塩、
チキンオイル、酵母エキスチキンオイル、酵母エキス

●5187 全粒粉冷し中華●5187 全粒粉冷し中華
麺：北海道産小麦粉、北海道産全粒粉、モンゴルか麺：北海道産小麦粉、北海道産全粒粉、モンゴルか
んすい、卵白、食塩　無添加スープ：砂糖、醤油、んすい、卵白、食塩　無添加スープ：砂糖、醤油、
醸造酢、食塩、カツオエキス、植物油、酵母エキス（原醸造酢、食塩、カツオエキス、植物油、酵母エキス（原
材料の一部に大豆、小麦を含む）材料の一部に大豆、小麦を含む）

●5188 細美人（細切り冷し中華）●5188 細美人（細切り冷し中華）
麺：北海道産小麦粉、モンゴルかんすい、卵白、酒精、麺：北海道産小麦粉、モンゴルかんすい、卵白、酒精、
モンゴル岩塩　無添加スープ：砂糖、醤油、食塩、モンゴル岩塩　無添加スープ：砂糖、醤油、食塩、
カツオエキス、植物油、酵母エキス（原材料の一部にカツオエキス、植物油、酵母エキス（原材料の一部に
大豆、小麦を含む）大豆、小麦を含む）

●5193 深蒸し熟成細切り焼きそば●5193 深蒸し熟成細切り焼きそば
国産小麦粉、食塩、植物油脂（遺伝子組み換えでない）国産小麦粉、食塩、植物油脂（遺伝子組み換えでない）
/炭酸ナトリウム（天然かんすい）/炭酸ナトリウム（天然かんすい）

●5194 深蒸し熟成太切り焼きそば●5194 深蒸し熟成太切り焼きそば
国産小麦粉、食塩、植物油脂（遺伝子組み換えでない）国産小麦粉、食塩、植物油脂（遺伝子組み換えでない）
/炭酸ナトリウム（天然かんすい）/炭酸ナトリウム（天然かんすい）

●6582 パリポリ焼き昆布●6582 パリポリ焼き昆布
昆布（北海道産）、砂糖、昆布醤油、醸造酢、昆布だ昆布（北海道産）、砂糖、昆布醤油、醸造酢、昆布だ
し、かつおだし、しいたけだし、酵母エキス、食塩、（原し、かつおだし、しいたけだし、酵母エキス、食塩、（原
料の一部に小麦、大豆を含む）料の一部に小麦、大豆を含む）

●6583 いかすみあたりめ●6583 いかすみあたりめ
いか（北海道産）、砂糖、いか墨、食塩、昆布醤油、いか（北海道産）、砂糖、いか墨、食塩、昆布醤油、

昆布だし、かつおだし、しいたけだし、（原材料の一昆布だし、かつおだし、しいたけだし、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）部に小麦、大豆を含む）

●6584 むきむきサーモン●6584 むきむきサーモン
鮭（北海道産）、還元水あめ、昆布だし、かつおだし、鮭（北海道産）、還元水あめ、昆布だし、かつおだし、
しいたけだし、酵母エキス、食塩、昆布醤油、（原材しいたけだし、酵母エキス、食塩、昆布醤油、（原材
料の一部に小麦、大豆を含む）料の一部に小麦、大豆を含む）

●6585 葉酸こざかなアーモンド●6585 葉酸こざかなアーモンド
煮干魚類（片口イワシ（瀬戸内海産））、アーモンド（ア煮干魚類（片口イワシ（瀬戸内海産））、アーモンド（ア
メリカ合衆国）、砂糖、粉飴、ごま／葉酸メリカ合衆国）、砂糖、粉飴、ごま／葉酸

●6586 木桶醤油仕込みミックスナッツ●6586 木桶醤油仕込みミックスナッツ
アーモンド（アメリカ産）、カシューナッツ（インド産）、アーモンド（アメリカ産）、カシューナッツ（インド産）、
醤油、甜菜糖（一部に小麦・アーモンド・カシューナッ醤油、甜菜糖（一部に小麦・アーモンド・カシューナッ
ツ・大豆を含む）ツ・大豆を含む）

●6587 イカリ豆●6587 イカリ豆
有機そら豆 (中国 )、植物油、食塩有機そら豆 (中国 )、植物油、食塩

●7773 ●7773 炭火焙煎有機アイスコーヒー無糖炭火焙煎有機アイスコーヒー無糖
有機コーヒー（コロンビア、ペルー）有機コーヒー（コロンビア、ペルー）

●7774 ●7774 炭火焙煎有機アイスコーヒー微糖炭火焙煎有機アイスコーヒー微糖
有機コーヒー（コロンビア、ペルー）、有機砂糖有機コーヒー（コロンビア、ペルー）、有機砂糖

●7771 有機カフェオレベース●7771 有機カフェオレベース
有機砂糖（ブラジル製造）、有機コーヒー有機砂糖（ブラジル製造）、有機コーヒー

●7777 組W100％認証豆使用BLACK缶●7777 組W100％認証豆使用BLACK缶
有機コーヒー有機コーヒー

●7805 塩ぶどう糖クエン酸入り●7805 塩ぶどう糖クエン酸入り
ぶどう糖（国内製造）、食塩／クエン酸ぶどう糖（国内製造）、食塩／クエン酸

●90602 王様キムチ●90602 王様キムチ
白菜（国産）、蛸、イカ、椎茸（国産）、漬け原材料【唐白菜（国産）、蛸、イカ、椎茸（国産）、漬け原材料【唐
辛子粉、玉葱、アミエビ、大根、大蒜、糖類（砂糖、辛子粉、玉葱、アミエビ、大根、大蒜、糖類（砂糖、
水飴）、韮、林檎、魚介エキス、人参、鱈、生姜、胡水飴）、韮、林檎、魚介エキス、人参、鱈、生姜、胡
麻、葱、棗、塩、いりこ、味醂、松のみ、昆布】麻、葱、棗、塩、いりこ、味醂、松のみ、昆布】

●90603 きゅうりキムチ●90603 きゅうりキムチ
きゅうり（国産）、漬け原材料【唐辛子粉、アミエビ、きゅうり（国産）、漬け原材料【唐辛子粉、アミエビ、
にんにく、生姜、ニラ、砂糖 ､麦芽水餡、人参、魚介にんにく、生姜、ニラ、砂糖 ､麦芽水餡、人参、魚介
エキス、ねぎ、酒、ごま、味醂、昆布、だし汁（大根、エキス、ねぎ、酒、ごま、味醂、昆布、だし汁（大根、
玉ねぎ、タラ、炒り粉、昆布）、食塩】玉ねぎ、タラ、炒り粉、昆布）、食塩】

●90607 神山鶏のダッカルビ●90607 神山鶏のダッカルビ
鶏肉（国産）、水飴、コチュジャン、醤油、砂糖、酒、鶏肉（国産）、水飴、コチュジャン、醤油、砂糖、酒、
にんにく、胡麻油、胡麻、生姜、葱、とうがらし粉、塩、にんにく、胡麻油、胡麻、生姜、葱、とうがらし粉、塩、
胡椒、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）胡椒、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

●90620 海鮮チヂミ（甘タレ）●90620 海鮮チヂミ（甘タレ）
小麦粉、にら、ねぎ、人参、するめいか、ほたて、菜小麦粉、にら、ねぎ、人参、するめいか、ほたて、菜
種油、もち米粉、昆布だし、醤油、酢、砂糖、玉葱、種油、もち米粉、昆布だし、醤油、酢、砂糖、玉葱、
葱、胡麻葱、胡麻

●90621 海鮮チヂミ（辛タレ）●90621 海鮮チヂミ（辛タレ）
小麦粉、にら、ねぎ、人参、するめいか、ほたて、菜小麦粉、にら、ねぎ、人参、するめいか、ほたて、菜
種油、もち米粉、昆布だし、醤油、酢、砂糖、玉葱、種油、もち米粉、昆布だし、醤油、酢、砂糖、玉葱、
葱、胡麻葱、胡麻

●90623 自然豚・白菜キムチのチヂミ●90623 自然豚・白菜キムチのチヂミ
小麦粉、白菜キムチ、豚肉、韮、葱、人参、菜種油、小麦粉、白菜キムチ、豚肉、韮、葱、人参、菜種油、
もち米粉、かつおだし、醤油、マンネン酢、砂糖、ごもち米粉、かつおだし、醤油、マンネン酢、砂糖、ご
ま油ま油

●90627 美蘭さんのビビンバセット●90627 美蘭さんのビビンバセット
大根（国産）、白菜、豆もやし、ほうれん草、豚肉、大根（国産）、白菜、豆もやし、ほうれん草、豚肉、
コチュジャン、椎茸、ごま油、玉ねぎ、砂糖、ニンニク、コチュジャン、椎茸、ごま油、玉ねぎ、砂糖、ニンニク、
ごま、人参、酢、醤油、味醂、塩、菜種油、鱈、韮、ごま、人参、酢、醤油、味醂、塩、菜種油、鱈、韮、
唐辛子、椎茸粉末、昆布、かつお粉末、酒、生姜、唐辛子、椎茸粉末、昆布、かつお粉末、酒、生姜、
アミエビ、麦芽水飴、魚介エキス、イリコ（一部に、アミエビ、麦芽水飴、魚介エキス、イリコ（一部に、
小麦、エビ、落花生、豚肉、ごま、大豆含む）小麦、エビ、落花生、豚肉、ごま、大豆含む）

●90641 豚プルコギ丼●90641 豚プルコギ丼
豚肉（国産）、醤油（小麦、大豆を含む）、たまねぎ、、梨、豚肉（国産）、醤油（小麦、大豆を含む）、たまねぎ、、梨、
にんにく、りんご、大根、麦芽水飴、胡麻油、砂糖、にんにく、りんご、大根、麦芽水飴、胡麻油、砂糖、
生青唐、生姜、ごま生青唐、生姜、ごま

●94751 水まんじゅう 紫芋●94751 水まんじゅう 紫芋
紫芋あん（紫芋、砂糖、いんげん豆、食塩）、砂糖、紫芋あん（紫芋、砂糖、いんげん豆、食塩）、砂糖、
上新粉、寒天、加工澱粉上新粉、寒天、加工澱粉

●94752 水まんじゅう 抹茶●94752 水まんじゅう 抹茶
抹茶あん（いんげん豆、砂糖、抹茶、食塩）、砂糖、抹茶あん（いんげん豆、砂糖、抹茶、食塩）、砂糖、
上新粉、寒天、加工デンプン上新粉、寒天、加工デンプン

●94754 笹もち●94754 笹もち
こしあん（小豆、砂糖、還元水あめ、食塩）、上新粉、こしあん（小豆、砂糖、還元水あめ、食塩）、上新粉、
砂糖、よもぎ、山芋加工品（還元水あめ、大麦粉、砂糖、よもぎ、山芋加工品（還元水あめ、大麦粉、
食塩、山芋粉）、植物油脂 /アルコール、乳化剤（大食塩、山芋粉）、植物油脂 /アルコール、乳化剤（大
豆を含む）豆を含む）

●94757 国産枝豆のずんだ餅●94757 国産枝豆のずんだ餅
ずんだ（枝豆（大豆：遺伝子組み換えでない）（国産）、ずんだ（枝豆（大豆：遺伝子組み換えでない）（国産）、
砂糖、いんげん豆、食塩）、もち粉、砂糖、山芋加工砂糖、いんげん豆、食塩）、もち粉、砂糖、山芋加工
品（還元水飴、大麦粉、食塩、山芋粉）品（還元水飴、大麦粉、食塩、山芋粉）

●94802 熟成発酵黒にんにくほぐし●94802 熟成発酵黒にんにくほぐし
福地ホワイトにんにく（青森）福地ホワイトにんにく（青森）

●94804 黒あまざけ●94804 黒あまざけ
米こうじ：沖縄製造［米（国内産）］、米（国内産）、生米こうじ：沖縄製造［米（国内産）］、米（国内産）、生
姜粉末姜粉末

表紙・20P・21P・40P原材料

「今週の終了品」は
P.8に掲載しています。
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食品と暮らしの

安全トピック
2022年６月４回

　前回は「日本に「テリトーリオ」をと呼びかけた。農

村と都市の新たな、しかしかってあったつながりを

作り出す必要があるからだ。そして、優れた農業技

能者の実名を挙げて希望を託しつつ警鐘をならして

いる、神門善久（ごうどよしひさ）著『日本農業改造論 
悲しきユートピア』（ミネルバ書房）の提言を紹介す

る、とした。その提言だが、15もあるので全てにつ
いてコメントはできないが、まずは挙げてみよう。

 1.  量的拡大ではなく、質の向上と安定供給を目指
そう。

 2. 農業・林業・水産業の境界を壊そう。
 3. 日本を世界的な耕作技術の養成基地にしよう。
 4. 平地での農業をやめよう。
 5.  農業者が自分で使ったり、食べたりするものは、
なるべく自分で作ろう。

 6. 山や川を遊び場として整備しよう。
 7. アンチ地産地消。
 8. 在来種の鶏を飼おう。
 9. 外国人を農業経営者として迎えいれよう。
10. 途上国の農産物を積極的に買い入れよう。
11. 人から土地へ。
12. 補助金を透明化しよう。
13. 農業経営の詳細を記録し、公開しよう。
14. 消費者は家庭で調理しよう。
15. 伝統食・伝統農法を残そう。
　これらの多くは、江戸時代の日本人の生き方、働

き方に通じている。たとえば提言２である。江戸時

代では農業を行う集落を「岡」と言い、漁を行う時に

暮らす場所は「浜」と言った。兼業する者もいれば、

不漁の時に農業を行う場合もあった。現代では、気

仙沼の畠山重篤さんの実践を思い起こす。上流の森

林の状態が牡蠣などの水産物の質に大きな影響を与

えることが分かり、養殖とともに山の植林に力を入

れたのである。

　中村哲さんの仕事も思い起こす。中村さんは医師

であると同時に井戸掘り人であり、灌漑設備工事現

場の現場監督だった。人間が清潔な水を飲むことも、

継続的に食べ物を生産できる村人になることも、生

命を健全に維持することにつながる。それは医師の

基本的な役割なのである。近代化によって多くの産

業が分類され分けられてしまったが、自然から恵み

を得るほとんどの仕事は、人の命も含め、その根底

でつながっている。

伝統食と和食は異なる
　提言７は地産地消が良いことだと考えていた私に

は意外だった。しかし考えてみれば江戸時代は、米

が生産地で年貢として納められた後、外に運ばれる。

昆布もみかんも地域から全国に広がり、とりわけ酒

は上方から全国に展開した。西廻り東廻りの千石船

が日本列島のまわりを動き続け、物資は激しく流通

していたのである。生糸や木綿も含めた農業技術は

「農書」を通して互いに情報交換が行われ、地域を超

えて技術革新を起こしたのだった。

　地産地消の問題は提言15の伝統食・伝統農業の問題
とも関わっている。著者は伝統食と和食は異なると

いう立場をとっている。和食は時代によって組み合

わせが変化していくが、それとは別に伝統食・伝統農

法を残しておくことは、リスク回避のための技術多

様性の確保なのである。現場の観察に基づくこれら

の提言は、このままでは日本の農業が壊滅するとい

う危機感から出てきている。

　イタリアのテリトーリオの話に戻すと、これもまた

1980年の危機感から出発した。栽培されなくなって
いた島にもう一度葡萄を植え、醸造所を作り、長い

時間をかけて世界に通用するワインを作ってきた人

たちもいる。イタリアワインは、各地の努力の結晶

の代表例である。そこには第一に危機感、第二に土

地の個性が生産品に反映するその喜び、第三に、諦

めず継続しこれからもさらに質を高めていこうとす

る意欲や夢がある。

　日本の風土は、今売れているものを大量に作ると

いう短いスパンの発想ではなく、土地の個性を活か

すための農業技術を磨くために、最適な多様性を持っ

ている。提言11の「人から土地へ」は、ふさわしい土
地利用をその地域住民で決めていく、という提案で

ある。まさに「国土」ではなく「地域土」に賭けること

のできる補助金やルールこそ、必要なのだ。

（田中優子：江戸文化研究者、法政大学名誉教授 
『週刊金曜日』「連載 これからどうする？」2022.5.27より転載）

　農　業　農　業
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地 地元 石川県産

有 有機JAS…２年以上化学肥料・農薬不使用の田畑で栽
培されたもので、第三者機関による認証を受けたもの。

無 農薬・化学肥料不使用…JASの認証は受けていないが、
化学肥料・農薬不使用で栽培したもの。（自然農法含む）

低 低農薬…野菜・果物：農薬の使用頻度を極力抑えた低
農薬栽培。（「特栽」含む）

0068

色が白くアクが
少ない上、シャ
キッとした歯触
りが特徴です。

有機北海道有機北海道
長芋カット長芋カット

北海道 清和

約350g約350g

498498円円

有

0201

有機JAS。
有機栽培で育
てた小松菜は
苦味が少なく、
あっさりと、
クセが無いので食べやすい。

有機小松菜有機小松菜
（島根）（島根）

島根県 ぐりーんはーと他
150g 150g 274274円円

有

0177

殺虫0～
1回/農 薬 化
学肥料不使
用。お 料 理
の彩にも。

愛知ベビーリーフ愛知ベビーリーフ
ミックスカップミックスカップ

愛知県 安田商店
約30g 約30g 194194円円

低

0188
殺虫、殺
菌必要な

時だけ。焼肉
を包んで食べ
るので包み菜
とも呼ばれて
います。

愛知サンチュ愛知サンチュ

愛知県 小久保農園
10枚 10枚 238238円円

低

0042

有 機JAS。 色 鮮
やかな緑黄色野
菜。シンプルに
生野菜や、炒め
てきんぴらなど
にもおすすめで
す。

有機人参洗い有機人参洗い
（熊本）（熊本）

熊本県 吉水農園
400g 400g 298298円円

有

0045

有機JAS。小さめサイズの人参
です。

有機熊本有機熊本
小さな人参小さな人参

熊本県 モエアグリ
400g 400g 238238円円

有

0178

低農薬。水
耕栽培では
ない土耕栽
培 の た め、
日持ちがよ
く味も濃い。

愛知ベビーリーフ愛知ベビーリーフ
ミックス袋ミックス袋

愛知県 安田商店
約45g 約45g 281281円円

低

0189

有 機JAS。
おひたしやソ
テー、スープ
の具など、使
い勝手の幅広
さで人気のほ
うれん草。

有機島根有機島根
ほうれん草ほうれん草

島根県 ぐりーんはーと
150g 150g 300300円円

有

0183
有 機JAS。
シャキシャ

キした食感がおい
しいので、サラダ
や鍋物など幅広い
料理に利用できま
す。

有機島根水菜有機島根水菜

島根県 ぐりーんはーと
150g 150g 270270円円

有

0163
特栽レ
ベ ル。

サラダや野
菜炒めなど、
食卓に欠か
せない野菜
のひとつ。

愛知キャベツ愛知キャベツ

愛知県 野田
1玉 1玉 389389円円

低

0053
柔らかく火の通りがはやい
です。

愛知にんじん愛知にんじん

愛知県 天野グループ
400g400g  248248円円

無

0209
中 華 料
理や、ク

リーム煮など
の洋風料理に
も使われま
す。淡白でく
せがありませ
ん。

愛知チンゲン菜愛知チンゲン菜

愛知県 大橋
2株（1袋） 2株（1袋） 296296円円

無

0084

有 機JAS。
色鮮やかで食
卓を明るく彩
る。 サ ラ ダ、
スープ、煮込
み料理、スイー
ツにも。

有機鹿児島有機鹿児島
ビーツビーツ

鹿児島県 東山ベジフル
400g 400g 518518円円

有

0073
農薬化学肥料8
割減。豊富な

食物繊維は、糖尿病
や動脈硬化の予防
に。

北海道ごぼう北海道ごぼう

北海道 和田農園
約35cm 約35cm 324324円円

低

0223

有機JAS。お鍋
にはかかせな
い食材です。

有機春菊有機春菊
（島根、兵庫）（島根、兵庫）

120g 120g 302302円円
島根県 赤江ファーム島根県 赤江ファーム

有

0225
有機JAS。めものなどの香
りづけや、肉料理の臭み

消し、薬味
など香辛料
として。

有機にんにく玉M有機にんにく玉M

宮崎県 健康家族
2個 2個 259259円円

有

0036

化成少量あ
り。農農薬は一
切使わず木の灰
を使ったこだわ
り農法。上質な
甘味とねっとり系の最高峰の味
わい。

高知さつまいも高知さつまいも
（紅はるか）（紅はるか）

高知県 高生連
800g 800g 389389円円

低

0062

有機JAS。
みずみず

しい新玉葱。

有機長崎有機長崎
新玉ねぎ新玉ねぎ

長崎県 長有研
450g 450g 345345円円

有

0196

有機JAS。え
ぐみがなく、生食
可能なサラダほう
れん草です。洗浄
のみでサラダにで
きて調理が簡単。

有機金沢大地有機金沢大地
サラダほうれん草サラダほうれん草

金沢大地
40g 40g 130130円円

地

有

0110

有 機JAS。 カ
リウムやカロ
チン、ビタミ
ンCなどが多
く含まれる。
油との相性が
いい。

有機熊本有機熊本
ズッキーニズッキーニ

熊本県 内山農園
1本 1本 282282円円

有

0023

有機JAS。シャ
キシャキの新
じゃがです。

有機鹿児島有機鹿児島
新じゃがいも新じゃがいも

鹿児島県 亀澤農園
400g 400g 346346円円

有

0109

低 カ ロ
リ ー で ヘ ル
シー。炒めて
も、薄くスラ
イスしてナム
ルにしても◎。

鳥越ズッキーニ鳥越ズッキーニ
（黄・緑どちらか）（黄・緑どちらか）

白山市 
エコファーム奥野

1本 1本 287287円円
地

無

0057
0058

栄養素の吸収を助ける成分が
多いので、他の食材と合わせ

て食べるとよいです。

約400g約400g

約1kg約1kg
愛知県 早坂

259259円円
518518円円

愛知玉ねぎ愛知玉ねぎ

無

0055

シャキシャ
キの新玉ね
ぎです。

福来園の福来園の
新玉ねぎ新玉ねぎ

野々市市 福来園
約450g 約450g 298298円円

地

無

0054
栄養素の
吸収を助

ける成分が多
いので、他の
食材と合わせ
て食べるとい
いです。

鳥越玉ねぎ鳥越玉ねぎ

白山市 
エコファーム奥野

550g 550g 346346円円
地

無

0142

特栽。細目が中心にな
ります。

特栽愛知特栽愛知
アスパラガスアスパラガス

愛知県 ハートヘルスファーム
約100g 約100g 324324円円

低

0024

果肉は男爵よりも
黄色く、加熱調理
するとホクホクし
た食感に。

愛知きたあかり愛知きたあかり
じゃがいもじゃがいも

愛知県 あっぱれ天恵
500g 500g 281281円円

無

0025

小玉のきたあ
かりです。加
熱調理すると
ホクホクした
食感が味わえ
ます。

愛知県 あっぱれ天恵
500g 500g 216216円円

愛知小玉愛知小玉
きたあかりじゃがいもきたあかりじゃがいも

0061
農薬化
学肥料

不使用でつ
く り ま し
た。

蓮花新玉ねぎ蓮花新玉ねぎ

蓮花町 山下農園
1㎏ 1㎏ 432432円円

地

無

0115
ゴ ー ル ド フ
ラッシュが中

心になります。

愛知とうもろこし愛知とうもろこし

愛知県 あっぱれ天恵
1本 1本 265265円円

無

0179

有機JAS。ほのか
にゴマのような
香りがします。
味は少しピリッ
と辛味を感じる
ことがあります。

島根県 ぐりーんはーと
50g 50g 268268円円

有機有機
島根ルッコラ島根ルッコラ有

0145

有 機JAS。
サラダはもちろ
ん、スープやシ
チューなどの煮
込み料理、お弁
当の彩りまで。

有機兵庫有機兵庫
ブロッコリーブロッコリー

兵庫県 ラーフ農園
1玉 1玉 324324円円

有

新
新

新

新

新

新
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0244
カロテン、ビ
タミンＢ群、

などを豊富に含む
緑黄色野菜。カゼ
の予防などに効果
があるといわれて
います。

高知ニラ高知ニラ

高知県 高生連
100g 100g 234234円円

無

0304
0305

サルノコシカケ科。成分βグ
ルカンは癌の抑制作用を持
つ。

100gg

1株1株（500g以上）（500g以上）

寺井 佐の川園

153153円円
864864円円

寺井舞茸寺井舞茸

地

無

0306
シャキ
シャキ

した歯応え。
小さめサイ
ズのカット
ぶなしめじ
です。

長野ミスズライフ

カットしめじ

150g150g  244244円円

無

0308
美味しいえの
き茸です。最

もスタンダードな、
どんな料理にも合う
万能選手。

長野ミスズライフ

えのき茸

100g100g  149149円円

無

0311
培養基
にオガ

コやコヌカ
等 を 用 い、
使用する水
は北アルプ
スの地下水で栽培しました。

長野エリンギ長野エリンギ

さらだぼーる
100g 100g 287287円円

無

0243愛知大葉（青じそ）
減農薬。
刺 身 の

つま、天ぷら
などに。

愛知県豊橋市 ナカジマ
10枚 10枚 127127円円

低

0292
農薬不
使用化

学肥料少量。
新生姜にな
ります。薬
味にも。

高知生姜高知生姜

高知県 高生連
約100g 約100g 259259円円

低

0301 寺井生キクラゲ
安全な資材で作る自社菌
床で栽培。ぷるんとした

舌触り、コリコリの歯ごたえ。
鉄分はレバーの３倍、カルシ
ウムは牛乳の２倍と栄養が豊
富。冷凍保存も可能です。

寺井 佐の川園寺井 佐の川園 地
70g70g  153153円円

無

0302
無薬剤。無薬剤、菌床栽培。
4～7個入りです。

愛知生しいたけ愛知生しいたけ

豊橋市 河合
100g 100g 233233円円

無

0315
一株 の
なめこ。

なめこ汁や
和え物に。

長野株なめこ長野株なめこ

さらだぼーる
1株 1株 298298円円

無

0313
無薬剤。
レ モ ン

色の美しいカ
サが特徴で、
「だしの良く
出るキノコ」として知られてい
ます。栄養が豊富で、抗酸化物
質を多く含有しています。

黄金たもぎ茸黄金たもぎ茸

愛知県 ナガタ農園
80g 80g 259259円円

無

0265

有 機JAS。
サラダやお弁当
など、お料理の
彩りに欠かせな
いミニトマト。

有機熊本有機熊本
ミニトマトミニトマト

熊本県 澤村農園
100g 100g 292292円円

有

0275
低農薬。
低 カ ロ

リー。酢の物
やサラダに。

愛知きゅうり愛知きゅうり

愛知県 神谷他
2本 2本 248248円円

低

0326
有機製法。
冬大根を

削ってつくっ
た有機栽培大
根の切干大根
です。

愛媛切干大根愛媛切干大根

無茶々園 40g 40g 260260円円

有

0285
特栽レベル。香
り豊かで、エグ

みが少なくコクと甘
みが際立ちます。薬
味、酢の物、ヌタな
どに。産地変更があ
るかもしれません。

愛知香り小ネギ愛知香り小ネギ

愛知県 横地愛菜園
1束 1束 248248円円

低

0268

有機JAS。各種お料理に。
彩やソース
にも。

有機トマト有機トマト
（熊本）（熊本）

熊本県 澤村農園
350g 350g 583583円円

有

0263

低 農 薬。
マルハナバチ
で交配するた
め、ほぼ農薬
を使わずに栽
培しています。

愛知トマト愛知トマト
（桃太郎）（桃太郎）

愛知県 マセギ園芸
約350g 約350g 558558円円

低

0271
低農薬
栽 培。

焼いたり煮
たり炒めた
りと楽しみ
方はいろい
ろあります。

高知ナス高知ナス

高知県 高生連

3本 3本 309309円円

低

0266

トマトの赤
い色素成分
リコピンに
は、強い抗
酸化作用があります。

鳥越トマト鳥越トマト
桃太郎桃太郎

白山市 
エコファーム奥野

500g 500g 586586円円
地

無

0267
濃 赤 色
の 美 し

い光沢がり、
糖度も高い。
見ても食べて
も満足。

鳥越ミニトマト鳥越ミニトマト

白山市 
エコファーム奥野

200g 200g 443443円円
地

無

0279
0280

トマトの美味しさを堪能してもらう
ために、菊理農園では熟してから収

穫しています。真っ赤なずっしりと実が
重いトマトには旨みが凝縮されています。

2玉2玉

4玉4玉

金沢市 菊理農園

約360g 約360g 443443円円
約720g 約720g 784784円円

菊理農園のトマト菊理農園のトマト

地

無

0281

ずっしりとし
た完熟トマト。
リコピンが豊
富。

菊理農園のトマト菊理農園のトマト
（桃太郎）（桃太郎）LサイズLサイズ

金沢市 菊理農園

2玉 約440g 2玉 約440g 

551551円円
地

無

0282

やわらか
な 食 感

と、艶のある
ピンク色の外
観はまるでサ
クランボのよう。

金沢市 菊理農園
150g 150g 292292円円

菊理農園のミニトマト菊理農園のミニトマト
（弁当ミニ）（弁当ミニ）

地

無

0283

表皮がとても薄く、果肉も
やわらかいとても口あたりのよ
いトマトです。
果実のような
フルーティー
な香りと甘味
が特徴。

菊理農園の華小町菊理農園の華小町
（ミディアムトマト）（ミディアムトマト）

金沢市 菊理農園
200g 200g 389389円円

地

無

0284

ミディトマト
です。

菊理農園ミディトマト菊理農園ミディトマト
（エコスマイルか（エコスマイルか
愛ちゃんトマト）愛ちゃんトマト）

金沢市 菊理農園
200g 200g 389389円円

地

無

新
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0358 冷凍有機ブルーベリー冷凍有機ブルーベリー
カナダの大自然の中で有機栽培
されたブルーベリーです。野生

種のため、粒が小さく、濃厚な色合
いの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）

１㎏１㎏  3,4343,434円円ムソー 冷凍

有

0359 OGブルーベリーOGブルーベリー
カナダの大自然の中で有機栽

培されたブルーベリーです。野生
種のため、粒が小さく、濃厚な色
合いの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）

150g150g  616616円円ムソー 冷凍

有

0372
有機JAS。上品で鮮やか
な色合い、コクと深みの

ある味が特長。

ムソー 150g 150g 648648円円

OGラズベリーOGラズベリー

冷凍

有

0373
色鮮やかで香り･甘みの
強いベリー３種をミック

スにしました｡

ムソー 200g 200g 680680円円

OＧミックスベリーOＧミックスベリー

冷凍

有

0360 冷凍有機いちご冷凍有機いちご
有機JASトルコ産ストロベリー。
カマロッサ種でも鮮やかな色合

いとなっており、糖度が高く香りの強
い商品となっております。ヨーグルト
やアイスクリームのトッピング、フ
ルーツジュースやシェイク、ジャム作
りなど幅広くご利用いただけます。
【原材料】有機ストロベリー（トルコ）

1kg1kg  2,2192,219円円ムソー 冷凍

有

0364
有機基準。11月下旬～12月収穫に
収穫した、一番おいしい時期のみ

かんを冷凍しました。半解凍でどうぞ。
夏に流水解凍で少し皮の部分の氷を溶
かして、中身はシャーベット状の状態
で食べるのがとてもおいしいです。

冷凍みかん冷凍みかん

愛媛県 無茶々園
500g（5玉入り） 500g（5玉入り） 432432円円

冷凍

無

0352
糖度15度以上のマンゴーを
ベトナム現地で加工。ポス

トハーベスト農薬の心配はありま
せん。着実から収穫までは、紙袋
で覆って栽培するため農薬不使
用。

オーシャン貿易
500g 500g 626626円円

冷凍カットマンゴー冷凍カットマンゴー

冷凍

無

果物
果物は、生育状況によ
り遅配となる場合があ
ります。 フィリピン

オルタートレードジャパン

0350 バランゴンバナナ
バランゴンバナナは農薬も
化学肥料も使わない自然の

循環の中で育てられ、防腐剤も
防カビ剤も使わずに自然のまま
に送り出されます。

約800g約800g  597597円円
00005 定期定期   585585円円

無

0351

フィリピン
オルタートレードジャパン

バランゴンバナナ・小

約450g約450g  350350円円

農薬・化学肥料・防腐剤・防カビ剤不
使用。農薬も化学肥料も使われな

い自然中で育てられています。会員か
らのご要望により3～4本の少量パック
をご用意いたしました。

00006 定期定期   343343円円

無

0354
減農薬。石垣島・西表島のパ
インは別格。白い果肉

は桃のような味がします。
ソフトタッチという品種で、
芯の部分もやわらかくて食
べられます。

西表島 アララガマ農園
1玉500g～600g 1玉500g～600g 648648円円

ピーチ西表パインピーチ西表パイン
低

0355
減農薬。石垣島・西表島
のパインは別格。白い果

肉は桃のような味がします。
ソフトタッチという品種で、
芯の部分もやわらかくて食べ
られます。

西表島 アララガマ農園
1玉800g ～1kg 1玉800g ～1kg 896896円円

ボゴール種スナックパインボゴール種スナックパイン
低

0329

有機肥料を使
用。芳醇な香
りと強い甘味
が特徴の枝豆。
【原材料】えだまめ（大豆・遺伝子組

み換えでない）、食塩

ムソー 150g 150g 594594円円

山形県鶴岡産山形県鶴岡産
だだちゃ豆だだちゃ豆

冷凍

無

0334 大分有機竹の子
（細切り）
有機ＪＡ

Ｓ認定品。高
PH、無添加加
工。細切りタ
イプ。

クローバー食品

80g80g  430430円円

４週のみ

翌々週

有

0335 大分有機竹の子
（スライス）
有機ＪＡ

Ｓ認定品。高
PH、無添加加
工。スライス
タイプ。

クローバー食品クローバー食品

80g80g  430430円円

４週のみ

翌々週

有
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0703

さらだぼーる（田原市・河合章幹）

うずらの卵
日本在来種の鶉を自家配合の飼料（発酵菌プラ
ス）にて、より健康に無薬剤飼育されたうずらの
卵です。

14～15個（190g）14～15個（190g） 350350円円

自己配合飼料（国産原料80%）を使用し、衛生管理され
た水を与え、平飼い鶏の健康と、有精卵の品質・美味し
さを追求した卵。鶏舎内では定期的に散霧をおこない、
湿度・温度の調整と、マイナスイオンの発生により、鶏
のストレスを抑え、快適に過ごせるようにしています。

平飼い有精卵

地主共和会 0702
0701

6玉 6玉 320320円円

12玉 12玉 620620円円

6玉6玉 313313円円00004
12玉12玉 607607円円00003定

期
定
期

7

よつ葉の乳製品・たまご 牛乳の安全性は第一に飼料です。農薬を使わない牧草などの自給
可能な帯広一帯の２０酪農家の原乳特定です。

0494
デザート感覚で楽し
めるとろ～り新食感
なヨーグルト。ちょっ
としたごほうびにも。
【原材料】脱脂濃縮乳、
濃縮バターミルク、ク
リーム、砂糖、乳酸菌スターター、調合水

バターミルクヨーグルトバターミルクヨーグルト

100g100g 119119円円冷蔵

0520

生乳100％。生きて腸まで
届 く 植 物 性 乳 酸 菌
HOKKAIDO株を使用。発酵
させたあとになめらかにな
るまで撹拌する「前発酵製
法」を採用。シリアルにはこ
ちらのヨーグルトがおすす
めです。
【原材料】生乳

とろっとなめらかとろっとなめらか
ヨーグルトヨーグルト

400g 400g 252252円円

冷蔵

0508
チェダーチーズはナッツ
のような風味とほのか
な酸味が特長です。グ
ラタン、シチューなどの
お料理に、またそのま
まおつまみにと幅広くご
利用いただけます。

チェダーチーズ

200g 200g 521521円円冷蔵

0510
酸味を抑え、き
めが細かく、口
あたりがなめら
かな非熟成タイ
プのチーズです。
ク ラ ッ カ ー に
ぬっておつまみに。お菓子作りに。

クリームチーズ

200g 200g 454454円円冷蔵

0514
よつ葉生クリー
ム・食塩を原料
にした無添加の
プロにも人気の
バター。

有塩バター

150g 150g 319319円円冷蔵

0515
お菓子づくりや
お料理の風味づ
け、調理の用途
に合わせてご利
用いただける食
塩 不 使 用 バ
ター。

無塩バター

150g 150g 353353円円冷蔵

0516

発酵バターをホイップし、従来のものよ
りも柔らかく、口溶け良く仕上げました。
ミルクの優しい風味
に加え、発酵バター
特有の爽やかな後味
が特徴。
【原材料】生乳、食塩

100g 100g 323323円円

冷蔵

パンにおいしいパンにおいしい
発酵バター発酵バター

0517

バターをホイップし、従来のバターより
も柔らかく、口溶け良く仕上げました。
口溶けが良く、程好
い塩味とミルクの優
しい風味が、パンの
味をいっそう引き立
てます。
【原材料】生乳、食塩 100g 100g 273273円円

冷蔵

パンにおいしいパンにおいしい
よつ葉バターよつ葉バター

0493
生乳は北海道十勝産、コー
ヒーはブラジル産、砂糖・乳製
品は北海道産を100％使用。
香料・着色料は一切使用して
いません。コーヒーは、レイ
ンフォレスト・アライアンス認
証農園産を使用。
【原材料】生乳（60％以上）、砂糖、乳製品、コーヒー

よつ葉カフェオレよつ葉カフェオレ

500ml500ml 151151円円冷蔵

0505
乳脂肪47％。北海道十勝
産の新鮮な良質の生乳か
ら作った純粋なクリーム。
※賞味期限が到着日を含
め4日になる可能性があり
ます。
【原材料】生乳100％

生クリーム

定期

冷蔵

200㎖ 400円
200㎖ 392円00009

0503
乳製品だけでな
く、砂糖（ビート
糖）も北海道産に
こだわりました。
乳本来の風味を味わっていただくため、香料・
安定剤は一切使用しておりません。生きて腸
まで届くプロバイオティックビフィズス菌
Bb−12入り。

よつ葉のヨーグルトよつ葉のヨーグルト

定期

冷蔵

90g×390g×3 231231円円

90g×390g×3 226226円円00008

0502

ノンホモパス乳と同じ、29件
のNon-GMO飼料の酪農家原
乳特定です。脱脂粉乳などの
混ぜ物を使わず、100％生乳
から作られたマイルドで濃厚
な味のプレーンヨー
グルト。

よつ葉プレーンよつ葉プレーン
ヨーグルトヨーグルト

定期

冷蔵

00007
400g 260円
400g 254円

0506
北海道十勝地方の新
鮮な生乳のみを原料
に長期熟成を経て、一
つひとつ丹念に作り
上げました。まろやか
な風味が特徴です。
【原材料】生乳、食塩、
酵素（卵由来）

ゴーダチーズ

200g200g 540540円円冷蔵

0507

北海道十勝産のチェダー
チーズを使いやすくスライ
スしました。加熱するとト
ロ～リととろけて、風味も
ぐっとアップします。

4枚（100g）4枚（100g） 394394円円冷蔵

十勝100スライス十勝100スライス
チェダーチーズチェダーチーズ

0511
チェダー・モッツアレラ
チーズを使いやすくシュ
レッド。ピザやトースト
に。
※ジッパー付きではあり
ません。

シュレッドチーズシュレッドチーズ

250g 250g 566566円円冷蔵

0512
専用ラインでの手作
り品。室温でしばら
くおいてお召し上が
りください。日が経
つほど味に深みが出
ます。

カマンベールチーズカマンベールチーズ

90g 90g 443443円円冷蔵

0519
牛乳本来の性質と
ほとんど同じで
す。長期保存も可。

脱脂粉乳です。

スキムミルク

150g 150g 270270円円常温

0501

香料は使用しておりません。乳
原料は100％北海道産。濃厚な
ミルク感を感じてもらえるよう、
とろっとした食感や無脂乳固形
分・乳脂肪分にもこだわりました。
【原材料】脱脂濃縮乳、砂糖（甜菜
糖）、クリーム（生乳）

加糖よつ葉のむ加糖よつ葉のむ
ヨーグルトプレーンヨーグルトプレーン

250g250g 173173円円冷蔵

0521

きめ細かく滑らかな
ペースト状で、カマ
ンベールチーズの風
味たっぷりです。
【原材料】ナチュラルチーズ、バター、脱脂粉
乳、乳化剤

チーズペーストチーズペースト
カマンベール入りカマンベール入り

100g100g 292292円円冷蔵

0518

まろやかなカマン
ベールに青かびのコ
クと香り。
【原材料】チーズカード、
食塩

大人のカマンベール大人のカマンベール
&ブルー&ブルー

90g90g 575575円円冷蔵

冷蔵

0492
高品質な生乳のみを使
用し、脂肪分をおさえ
ました。生乳本来のお
いしさを生かした、すっ
きりとした味わいです。
高温殺菌乳。

よつ葉特選低脂肪牛乳よつ葉特選低脂肪牛乳

定期購入00002 １ℓ １ℓ 264264円円

１ℓ １ℓ 270270円円

0495

適度な酸味と甘みを
持ち、バターミルク
の風味も感じられる
レアチーズ仕立て。
【原材料】脱脂濃縮乳、
チーズソース、濃縮バターミルク、クリーム、
砂糖、乳酸菌スターター、調合水

100g100g 119119円円

レアチーズ仕立てレアチーズ仕立て
バターミルクヨーグルトバターミルクヨーグルト

冷蔵

冷蔵

0491

低温殺菌牛乳で、乳質の均
質化工程のホモジナイズを
しない牛乳。生に近い自然
乳。ノンポストハーベスト、
非遺伝子組み換え飼料。農
場内放し飼い。

定期購入00001 1ℓ 1ℓ 318318円円

1ℓ 1ℓ 324324円円

北陸３県で

当会だけ!

放牧生産者指定放牧生産者指定
よつ葉牛乳よつ葉牛乳

ノンホモジナイズド製法ノンホモジナイズド製法

得
得

得

得

得

得 得

得
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●●●●●●●●●●お米・お餅・今月のわっぱん

0895 無）玄米コシヒカリ 5kg 3,980円
0896 無）玄米コシヒカリ 10kg 7,615円
0898 無）五分米コシヒカリ 5kg 3,980円
0899 無）五分米コシヒカリ 10kg 7,615円
0901 無）白米コシヒカリ 5kg 3,980円
0902 無）白米コシヒカリ 10kg 7,615円
0903 無）玄米イセヒカリ 5kg 3,980円
0904 無）五分米イセヒカリ 5kg 3,980円
0905 無）白米イセヒカリ 5kg 3,980円

エコファーム奥野

（注）�五分米と白米は、玄米５kgのお米を精米したものです。

エコファーム奥野（白山市若原）

お　　餅

オーサワ

きめの細かさ、ねばり、甘味のあるお餅です。
【原材料】有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）

0951 有機玄米もち 300g（6個）475円

よもぎの豊かな風味と口当たり。
【原材料】有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､よもぎ粉（青森産）

0952 有機よもぎ入玄米もち 300g（6個）496円

黒豆の風味と噛みごたえ。
【原材料】有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､有機黒豆（青森・岩手・
北海道産）､食塩（海の精）

0953 有機黒豆入玄米もち 300g（6個）529円

有機もち玄米、岩手産もちきび使用。
【原材料】有機もち玄米（富山・秋田・山形・石川産）､もちきび（国産）

0954 きび入玄米もち 300g（6個）583円

２・４週

製造工程でボイルせず、水分を普通のお米と同様に16%前後に調整し
た生きた発芽玄米。玄米本来の甘みや旨味が生きている。100%、も
しくは白米に混ぜて炊飯。

オーサワの有機活性発芽玄米

0931 500g 0932 2kg778円 2,700円

２・４週

オーサワ

無）･･･農薬不使用米
有）･･･化学肥料や農薬を使用せず、２年以上経過した健康な土で、 有機栽培
を行い国で定められた基準（有機JAS規格）を満たしたもの
除1）･･･初期に除草剤１回のみ使用した低農薬米
低）･･･一般の場合に比べて農薬の使用量を減らした低農薬米

お　　米

0892 徐1）玄米山のコシヒカリ

0893 徐1）白米山のコシヒカリ
各５kg 2,880円

山下農園の山下博さんは、県内で最初にアイガモ農法
を導入したパイオニアです。金沢市内川地区蓮花町で、
なだらかな山手丘陵地帯の水のきれいな田んぼにア
イガモを放し飼いにし、農薬は使わず、米糠を発酵さ
せた自家製のボカシ肥料でお米を栽培しています。
山下農園では、田植時除草剤１回。その他一切の農薬・
化学肥料は使用していない、限りなく無農薬に近い
逸品米です。

金沢市蓮花町

山下農園のお米

0923 無）玄米コシヒカリ ５kg 3,002円
0924 無）白米コシヒカリ ５kg 3,424円
0925 玄 高橋さんのモチ米 ３kg 2,376円
0926 白 高橋さんのモチ米 ３kg 2,689円

たかはし農園

有機JAS認証のものと、認証は取って
いませんが、農薬・化学肥料不使用の
ものを提供していただいています。甘
みが強く、ふっくらもちもち。玄米で
生まししながら食べると、新米の味わ
いが年中続く美味しいお米です。

たかはし農園（能美市）

1171
初夏をイメージした、可愛らし
いパンです。かえるには、乳
化剤不使用のクーベルチュー
ルチョコレート、金魚には無添
加の苺ジャムが入っています。
【原材料】小麦粉、いちごジャム、粗糖、
牛乳、卵、バター、チョコレート、
薄力粉、イースト、菜種サラダ油、
レーズン、食塩、片栗粉、ラム酒

かえると金魚

2種×2個340円
1174
小ぶりでいろいろ楽しめる、ふ
んわりとしたわっぱんのコッ
ペパン。縦に、横にスライス
してお好みの具材を挟んでお
召し上がり下さい。
【原材料】小麦粉、牛乳、粗糖、脱
脂粉乳、バター、菜
種サラダ油、イース
ト、岩塩

コッペパン

約40g×5個324円

1172
牛乳だけで練り上げた、しっと
りとした食感のスティックパ
ン。お子さまのおやつに、お
出掛けのお供に。
【原材料】小麦粉、牛乳、粗糖、バ
ター、菜種サラダ油、イースト、
岩塩

ミルクスティック

4本 259円
1175
乳化剤不使用のオーガニック
チョコレートを香ばしいクロ
ワッサン生地で巻きました。
【原材料】小麦粉、バター、チョコ
レート、卵、粗糖、イースト、脱
脂粉乳、りんご、岩塩

ミニチョコクロワッサン

9個427円

1173
農薬不使用栽培の甘夏ピール
とラム酒漬けレーズンを生地
に練りこんだ、ほんのり甘い丸
パン。
【原材料】小麦粉、レーズン、甘夏
ピール、粗糖、バター、脱脂粉乳、
イースト、食塩、ラム酒、菜種サ
ラダ油

甘夏ピールレーズンパン

2個335円

6月のわっぱん

1176
中には、コクのある甘夏のヨー
グルトバタークリームが入っ
ています。さわやかな酸味と
ほんのりとした苦味を楽しめ
ます。
【原材料】バター、小麦粉、ヨーグ
ルト、甘夏、粉糖、粗糖、岩塩、
レモン果汁、リキュール

クリームパイコルネ（甘夏）

2個540円冷蔵

得

〈今週の終了品〉
◎商品入替　◉季節終了　◆完全終了（廃番）　★取り扱い休止

▲先方都合での終了　×自然災害の影響　■在庫終了

■1880 プチいももち

■1881 プチかぼちゃもち

▲2264 さばみぞれ煮

▲5423 ビーポーレン入りマヌカハニー

■6131 大・老梅 有機純米酢

◎6508 花梨のど飴

◎6643 シーチップスミックス（豆＆魚）有塩

▲6736 有機ジンジャースティック

▲7554 ガーリックペッパーソルト

■7569 杜仲茶

▲7787 袋OGマウンテン

有機インスタントコーヒー

▲8206 ヘナクリア

（トリートメント）（マムズ）

■8547  有機栽培プレミアムビール

（ロングボトル）

■8567 2本エチゴビールピルスナー

■8568 6本エチゴビールピルスナー
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わっぱんのパン 「リーン」とつくパンは牛乳、卵、バター
を使っていません

その他のパン

【原材料】小麦
粉、牛乳、粗糖、
脱脂粉乳、バ
ター、菜種サ
ラダ油、イー
スト、食塩

食パン

620g 549円
420g 378円

1101 大
1102 小

【原材料】小麦
粉、牛乳、天
然酵母、粗糖、
食塩、菜種サ
ラダ油

スライス天然酵母食パン

10枚 635円
6枚 443円

1107 大
1108 小

【原材料】小麦
粉、牛 乳、粗
糖、脱脂粉乳、
バター、菜種
サ ラ ダ 油、
イースト、食
塩

スライス食パン

10枚 559円
6枚 389円

1105 大
1106 小

【原材料】小麦
粉、牛乳、天
然酵母、粗糖、
食塩、菜種サ
ラダ油

天然酵母食パン

620g 624円
410g 432円

1103 大
1104 小

リーン天然酵母食パン

620g 624円
410g 432円

1114 大
1115 小

【原材料】小麦
粉、天然酵母、
粗糖、食塩、
菜種サラダ油

６個367円

1126 リーン天然酵母
ちびハイジの白パン

【原材料】小麦
粉、天然酵母
パン種、粗糖、
食塩、菜種サ
ラダ油

約75g×3 383円

1122 ベーグルプレーン
【原材料】小麦
粉、粗糖、イー
スト、岩塩

５本 275円

1123 レーズンスティック
【原材料】小麦
粉、レーズン、
卵、粗糖、脱
脂 粉 乳、 バ
ター、菜種サ
ラダ油、イー
スト、食 塩、
ラム酒

５本 268円

1124 リーンレーズン
スティック

【原材料】小麦
粉、レーズン、
粗糖、菜種サ
ラダ油、イー
スト、食塩

３個367円

1125 天然酵母
ハイジの白パン

【原材料】小麦
粉、牛乳、天
然酵母、粗糖、
食塩

５個389円

1118 全粒マフィン
【原材料】小麦
粉、全粒粉、
菜 種 サ ラ ダ
油、粗糖、コー
ンミール、食
塩、イースト、
モルト

５個333円

1117 バターロール
【原材料】小麦
粉、卵、粗糖、
バター、菜種
サラダ油、脱
脂粉乳、イー
スト、食塩

420g 394円

1116 リーン全粒食パン
【原材料】小麦
粉、全粒粉、
菜種サラダ
油、粗糖、イー
スト、食塩

410g 464円

1112 天然酵母
全粒食パン

【原材料】小麦
粉、全粒粉、
牛乳、天然酵
母、粗糖、食
塩、菜種サラ
ダ油

410g 454円

1111 レーズン食パン
【原材料】小麦
粉、レーズン、
粗糖、脱脂粉
乳、イースト、
食塩、バター、
菜 種 サ ラ ダ
油、ラム酒

410g 378円

1110 湯種食パン
【原材料】小麦
粉、粗糖、バ
ター、脱脂粉
乳、イースト、
食塩

【原材料】小麦
粉、全粒粉、
脱脂粉乳、粗
糖、イースト、
バター、菜種
サラダ油、食
塩

420g 394円

1109 全粒食パン

２個335円

1119 くるみパン
【原材料】小麦
粉、粗糖、く
るみ、菜種サ
ラダ油、脱脂
粉乳、バター、
イースト、食
塩

1個約180g 302円

1120 ふすまパン
【原材料】全粒
粉、粗糖、菜
種サラダ油、
イースト、岩
塩

３個367円

1121 塩パン
【原材料】小麦
粉、バ ター、
菜 種 サ ラ ダ
油、粗糖、イー
スト、脱脂粉
乳、食塩

２個378円

1130 りんごデニッシュ
【原材料】りん
ご、小麦粉、
バター、粗糖、
卵、イースト、
脱脂粉乳、食
塩

１個184円

1128 ジャムパン
【原材料】小麦
粉、いちごジャ
ム、粗糖、牛乳、
卵、片栗粉、バ
ター、菜種サラ
ダ油、イースト、
岩塩

3枚 351円

1131 ピザクラスト
お好みの具材
を入れて6 ～
10分 焼 く だ
け。
【原材料】小麦
粉、オリーブ
オイル、イー
スト、岩 塩、
粗糖

冷蔵

ふくらむ魔法の冷凍パン

ピノキオ

２・４週 冷凍

外は「サクッ」中は「ふわふわ」。きめの細
かいパン生地は、口どけが違います。
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、砂糖、鶏卵、
米油、粉糖、パン酵母、全粉乳、バター、加
糖練乳、食塩、レモン果汁、（一部に卵・乳
成分・小麦を含む）

1216 メロンパン 84g 4個入 551円
リッチなバターの香りと、サックサクの
食感が楽しめます。デニッシュがお好み
のお客様には、クロワッサンもオススメ
です!
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、バター、鶏卵、
砂糖、パン酵母、食塩、（一部に卵・乳成分・
小麦を含む）

1217 クロワッサン 52g 4個入 594円

パリッと焼けた外側と、塩の効いたシンプ
ルな味がたまらなくおいしい。白神酵母使
用で、素材の味が引き立ってます。
【原材料】小麦粉（小
麦（国産））、バター、
パン酵母、食塩、砂
糖、（一部に乳成分・
小麦を含む）

1220 ソフトフランス
（ミニバタール）

87g 3個入 464円

ふんわり柔らかく、もちもちしたバター
ボール生地に、サックサクのクルミを練
り込みました。あっさりとした甘さ、風
味が絶妙な美味しさを演出!
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、鶏卵、クルミ
（米国産）、米油、砂糖、全粉乳、バター、パ
ン酵母、食塩、レモン果汁、（一部に卵・乳成分・小麦・くるみを含む）

1218 バターボール（クルミ）
72g 4個入 538円

当店人気商品のカレーパンが新しくなりま
した。カレーなのに化学調味料不使用!あ
つあつのうちに食べるのがおすすめです。
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、カレー(野菜
（玉ねぎ、人参、じゃがいも）（国産）、豚肉（国
産）、植物油脂、小麦粉、コーンスターチ、砂糖、
カレー粉、その他)、鶏卵、米油、砂糖、バター、全粉乳、パン酵母、食塩、レモ
ン果汁（一部に卵・乳成分・小麦・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

1219 焼カレーパン 75g 4個入 594円

冷凍のままオーブンで約15分焼いてください。オーブントースターでも焼けます。
詳しくは「ふくらむ魔法の冷凍パン」のホームページをご覧下さい。

得

得
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パン・秋川牧園の豚肉 鶏肉

その他のパン

肉　　類

秋川牧園の鶏

1500 若鶏モモ肉 300g 680円
1502 若鶏ムネ肉 300g 526円
1503 若鶏モモ・ムネ切身 350g 701円
1504 若鶏ササミ・バラ凍結 250g 610円
1505 若鶏ササミ 200g 516円
1506 若鶏レバー 150g 274円
1507 若鶏砂肝 200g 311円
筋胃です。にんにくと一緒に炒め、塩コショウ。絶品おつまみ。

1508 若鶏砂肝スライス 150g 282円
下処理が意外と手間なのでスライスしてあると重宝します。

1513 若鶏ミンチ 200g 456円
つくね、シュウマイにもおすすめです。

1515 若鶏手羽先 400g 501円
1518 若鶏ブツ切 300g 529円
煮込み料理やスープ、鍋の具、から揚げなど用途はいろいろ！

1520 若鶏小間切 200g 447円
1526 若鶏せせり 200g 387円
せせりは首まわりの肉で、1羽から少量しかとれない希少部位。ぷりっとした弾力と、
脂がほどよくのったこくがたまりません。

冷凍

製法と包材を工夫することで保存
料を使わずに賞味期間３ヶ月
を実現しました。無添加で動物性原
料不使用。しっとり柔らかな食感。

Vエイドパン

ファインフーズ

４週のみ

卵・乳製品不使用のヴィーガンパン

1066
やさしい甘み。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、粗糖(鹿児島産)、小麦たんぱく、ひよこ豆(カナ
ダ産)、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

プレーン 1個194円

1067
かのこあずきのしっかりとした甘み。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、かのこあずき、粗糖(鹿児島産)、小麦たんぱく、ひよ
こ豆(カナダ産)、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

プレーン＆あずき 1個216円

1068
やさしい甘みとクルミの香ばしさ。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、くるみ(アメリカ産)、粗糖(鹿児島産)、小麦たんぱく、
ひよこ豆(カナダ産)、パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

プレーン＆くるみ 1個216円

1069
京都産抹茶使用。抹茶の香りとかのこあずきの甘み。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、かのこあずき、粗糖(鹿児島産)、小麦たんぱく、ひよこ豆(カナダ産)、
パン酵母、胡麻油、小麦ファイバー、抹茶(京都産)、クロレラ(福岡産)、アーモンドミルク、食塩

抹茶クロレラ＆あずき 1個238円

1070
スパイスの香りと程よい辛み、完熟トマトのほのかな甘みと酸味。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、粗糖(鹿児島産)、トマト(カナダ産)、小麦たんぱく、
ひよこ豆(カナダ産)、カレー粉、パン酵母、野菜パウダー(パンプキン、れんこん、
ごぼう、キャロット、ビーツ)、胡麻油、小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

スパイスカレー＆完熟トマト 1個270円

1071
黒糖とレーズンの甘み、ローストアーモンドがアクセント。
【原材料】小麦粉(カナダ産)、黒糖(沖縄産)、アーモンド(アメリカ産)、レーズ
ン(オーストラリア産)、小麦たんぱく、ひよこ豆(カナダ産)、パン酵母、胡麻油、
小麦ファイバー、アーモンドミルク、食塩

黒糖レーズン＆焦がしアーモンド 1個238円

有機全粒ライ麦パン

ミトク

トーストするとモチモチした食感と甘みが際立ちます。トマトや玉ね
ぎのスライスをのぜて塩コショウでも美味しいです。
【原材料】有機全粒ライ麦（ドイツ産）、酵母、食塩

1051 フォルコンブロート

375g 6枚入り432円

ライ麦パン特有の酸味がチアシードで緩和されています。
【原材料】有機全粒ライ麦（ドイツ産）、有機チアシード（パラグアイ産）、
酵母、食塩

1052 フォルコンブロート＆チアシード

375g 6枚入り486円

甘みとモチモチした食感が引き立ち一層おいしくお召し上がりいた
だけます。
【原材料】有機全粒ライ麦、酵母、食塩

1053 プンパーニッケル

375g 7枚入り432円

４週のみ

有機全粒ライ麦・オーツ麦・大麦・小麦使用やさしい甘みとほのか
な酸味。
【原材料】有機全粒ライ麦・オーツ麦・大麦・全粒小麦(ドイツ産)、食塩、
酵母

1054 マルチグレインブロート

375g ６枚入り454円

豚肉のブランド品「黒豚」を、秋川牧園のこだ
わりで、さらにおいしく、より安心に育てま
した。黒豚は白豚に比べ、出荷できるまでの
飼育期間が長く、また１回に産む子豚の頭数も少ないため貴重な
豚です。以前は黒豚の定義がはっきりとせず、黒豚と白豚の混血
種も黒豚と表示されるなど混乱していた時期もありましたが、現
在は純粋な黒豚以外は「黒豚」の表示が禁止されています。秋川牧
園が生産しているのはその純粋な黒豚で、肉のコ
ク、脂身のおいしさが評判です。

秋川牧園の黒豚

1314 黒豚ローストンカツ用 200g772円
1315 黒豚ロースシャブシャブ

200g755円
甘味が強く香りのあるバラ部位がシャブシャブ用に。生姜焼
きなどでも脂肪分の甘味を楽しんでください。

1317 黒豚ローススライス 200g747円
1323 黒豚小間切 200g 592円

黒豚ローストンカツ用

冷凍

黒豚ローススライス

1241

カンパーニャ産濃厚でミルキーな
水牛モッツァレラ入りです。心地
よい酸味のイタリア産有機トマト
のソース。シンプルだけに素材の
良さが際立つ逸品です。
【原材料】小麦粉（国内製造）、牛乳製モッツァレラチーズ、トマ
トソース、水牛乳製モッツァレラチーズ、植物油、塩、パルメ
ザンチーズ、砂糖、バジル、酵母、（一部に小麦・乳成分を含む）
※輸入状況により材料が変更になる場合がございます。

イタリアのモッツァレラの
マルゲリータカルツォーネ

薬糧開発 1個（141g）648円冷凍

２・４週

得

得



11

丹沢農場の豚肉・ハム・ソーセージ・お総菜

丹沢ハム工房
丹沢農場

神奈川県北西部に広がる丹沢山地の麓・愛川町にある「丹沢農場」は、

自社農場で育成した豚の精肉のほか、ハム・ソーセージやお惣菜を製

造しています。

全品冷凍

２・４週

1752 粗挽きウインナー
新鮮な豚肉と厳選された
香辛料だけを用いて作り
ました。パリっと噛んだ
後に、ジュワ～っと肉汁
が口の中に広がります。
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香
辛料

120g 378円丹沢農場 冷凍

1754 皮なしノンスパイスウインナー
羊腸も香辛料も使用して
おりませんので、皮が気
にならず、香辛料の刺激
も全くないので、小さな
お子様から香辛料の苦手
な方にもおすすめ。
【原材料】豚肉、塩、粗糖

120g 365円丹沢農場 冷凍

1753 皮なしベビーウインナー
羊腸が苦手な方、お子様
にもおすすめな皮が気に
ならず、美味しさそのま
まの皮なしウインナーで
す。お弁当のおかず、ポ
トフにもおすすめです。
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香
辛料

120g 365円丹沢農場 冷凍

1755 ロースハムスライス
適度な塩加減が食欲をそ
そります。サラダやオー
ドブルはもちろん、朝食
時のパンなどと一緒に食
べるのもオススメです。
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香
辛料

100g 530円丹沢農場 冷凍

1751 ポークウインナー
新鮮な豚肉と、厳選され
た香辛料だけを用いて作
りました。豚肉本来の自
然でやさしい味が味わえ
ます！
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香
辛料

120g 369円丹沢農場 冷凍

1301 豚ロースしゃぶしゃぶ用
非遺伝子組換トウモロコ
シ、大豆を飼料にしてい
ます。脂身に旨味がのり、
獣臭がしないのが豚肉の
特徴です。

200g 663円丹沢農場 冷凍

1311 豚小間味噌漬け
自家特製味噌に丁寧に漬込
みました。ご飯のおかずに
ピッタリです！季節の野菜
と一緒に炒めて。
【原材料】豚肉（豚小間）、味噌、
粗糖、発酵調味料、ごま油、しょ
うが、ピーナッツバター、唐
辛子

200g 504円丹沢農場 冷凍

1756 ボンレスハムスライス
控えめな塩加減により、
豚肉本来の風味を引き出
し、あっさりとした味わ
いです。シチューやパス
タなどにオススメです！
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香
辛料

100g 464円丹沢農場 冷凍

1917 豚ロースステーキ香味焼用
香辛料をきかせたスパイシー
なポークステーキです。多め
の油をひき、凍ったまま両面
３分ずつ弱火でふたをして焼
いてください。
【原材料】豚肉、ドライパン粉、
香辛料（レッドベルペッパー
ミックス、ミックススパイス）
塩

160g（２枚）617円丹沢農場 冷凍

1916 ミートソース
化学調味料を使わないで、
安全でおいしい豚肉本来
の旨さをきわだたせた、
シンプルなおいしさです。
【原材料】豚挽肉、玉ねぎ、トマト
ピューレ、トマトケチャップ、人参、
馬鈴薯澱粉、砂糖、塩、ガーリック
パウダー、菜種サラダ油、バジル、
ナツメグ

250g 495円丹沢農場 冷凍

1300 豚ヒレブロック
飼料や飼育方法にこだ
わった丹沢高原豚のヒレ
肉です。冷凍で2本のブ
ロックになっています。
一口サイズにカットし、
ヒレカツに。
【原材料】豚ヒレ肉

400g 1,506円丹沢農場 冷凍

1310 豚ロース味噌漬け
肉本来の甘み、漬込むことに
よって、お肉が更に柔らかく美
味しくなっています。焼き上が
りは香ばしく、ご飯にピッタリ。
【原材料】豚肉（ロース）、味噌、粗
糖、発酵調味料、ごま油、しょう
が、ピーナッツバター、唐辛子

200g（２枚）666円丹沢農場

冷凍

1758 焼豚スライス
じっくり燻煙致しましたので、
程好い香りと旨味が凝縮した
ジューシーな味わいです。ラー
メンやチャーハン、酒の肴と
してもオススメです。
【原材料】豚もも、砂糖（さとうき
び）、しょうゆ（大豆、小麦、食
塩【オーストラリア】）、清酒（米、
米こうじ）、食塩（海水）

120g 584円丹沢農場 冷凍

1915 マーボー豆腐の素
化学調味用不使用。豚肉
本来の旨さを際立たせた、
シンプルな美味しさです。
【原材料】鶏がらスープ、豚肉、
醤油、長ねぎ、甜麺醤、片栗粉、
砂糖、ガーリックペースト、
生姜ペースト、豆板醤、純正
菜種サラダ油

200g 450円丹沢農場 冷凍

1291豚ローススライス 200g 635円
1292豚肩ローススライス 200g 570円
1293豚バラスライス 200g 549円
1294豚モモスライス 200g 545円

約３㎜厚でスライス。赤身率90％。

1295豚小間切れ 200g 459円
1296豚挽肉 200g 450円
1297上豚挽肉 200g 510円

赤身9割。脂肪を避けたい人おすすめ。赤身約８割。肉団子や餃子に。

1913 レバーの唐揚げ（衣つき）

125g 401円丹沢農場

栄養価の高い豚レバーを唐揚
げにしました。レバーが苦手
な方にお勧めです。
【原材料】豚レバー（国産）、純
米酒、醤油（国産丸大豆）、片栗
粉、ニンニクペースト、しょう
がのペースト、菜種サラダ油（原
材料の一部に小麦を含む）

冷凍

得

得
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●●●●●●●●●●興農ファームの牛肉・お惣菜

お 惣 菜

1847

山口県の仙崎・藪地方、日
本有数の透明度の高い海
で水揚げされた鮮魚と、
北海道産スケソウダラを
混ぜた、魚本来の旨味が
たっぷり楽しめる魚肉
ソーセージ。

新鮮おさかな
ソーセージ

健康フーズ

３本135g 270円

翌々週

４週のみ

1857
新鮮な信州産えのき茸を使
用し、なめ茸を使用し、な
め茸開発元祖のメーカーが
こだわって作り上げた本格
派の手造りなめ茸です。
【原材料】榎茸（長野）、本醸
造醤油、麦芽水飴、本みりん、
食塩、昆布エキス、酵母エ
キス、米黒酢

元祖の本造りなめ茸

小林農園 200g 378円

４週のみ

翌々週

国産の真鯖でつくった、
常温保存可能なサラダサバサラダサバ

ウチノ

香辛料のみで作ったカレー粉を使用。
【原材料】さば（国内産）、カレー粉（ターメリッ
ク、コリアンダー、クミン、フェネグリーク、
胡椒、赤唐辛子、ちんぴ、その他香辛料）、（一
部にさばを含む）

1864 カレー

４週のみ翌々週

国産のにんにくを使用。
【原材料】さば（国内産）、にんにく（国内産）、
ブラックペッパー、（一部にさばを含む）

1865 ブラックペッパー
＆ガーリック

1863 プレーン
おつまみの一品にもおすすめです。
【原材料】さば（国内産）、（一部にさばを含む）

各1切 302円

知床興農
ファーム

《ステーキ用》

1641 牛ヒレステーキ用 100g×22,196円 

1642 牛サーロインステーキ用 150g×22,404円 

《しゃぶしゃぶ用》

1646 牛しゃぶしゃぶ用 200g1,132円 

《お料理用》

1652 牛切落し 250g1,188円 

1653 牛角切カレー・シチュー用 200g 969円 

《焼肉用》

1665 牛サガリ焼肉用 200g 907円 

1670 牛タン焼肉用 200g1,617円 
全国的に注文が多数の場合、欠品になる場合があります。

《細切・ミンチ肉》

1662 牛・豚ミンチ（バラ凍結） 250g 849円 

1664 牛ミンチ（バラ凍結） 250g 960円 

国産
飼料牛肉

《その他の部位》

1649 牛テール 400g1,479円 

1651 牛ミックスホルモン 300g1,102円 

1667 牛スジ 200g 598円 

1671 牛脂 30～50g 86円 

《お徳用》

1648 徳用牛切り落とし 400g1,779円 

1659 徳用牛挽肉 400g1,418円 

1660 徳用牛豚合挽 400g1,220円 

《お総菜》

1673 手作り生ハンバーグ 100g×2673円
興農牛ミンチと興農豚ミンチを使用してます。有機認定を受けた玉ねぎを
使用し、その他の原料についてもこだわりのものを使用しています。
【原材料】牛ミンチ、豚ミンチ、玉ねぎ、冷凍全卵、パン粉、塩、白胡椒、ラード

1674 手作り生ミニハンバーグ 35g×5703円

1675 興農ビーフコロッケ 160g（2個）461円

1676 興農メンチカツ 200g（2個）689円

２・４週

冷凍

翌々週

1876
自社製造の有機玉こ
んにゃく、有機原料
（醤油・砂糖）を使用。
しっかりだしが染み
込んでいます。袋の
まま温められます。
【原材料】有機こんにゃ
く粉（群馬県産）、有機醤油（小麦を含む）、有
機砂糖、食塩、かつおのふし／水酸化カルシ
ウム（こんにゃく用凝固剤）

有機味付玉こんにゃく

グリンリーフ 150g 324円

４週のみ

翌々週

1862
五種類の国内産穀類を
種子島産粗糖で、甘さ
控えめに煮上げました。
素材の色を活かした黒
いぜんざいです。
【原材料】砂糖（さとうきび
（鹿児島県産））、小豆（北
海道）、大麦（福井県産六
条大麦）、黒米（静岡）、赤
米（静岡）、ごま（鹿児島、

長崎、富山等北陸以西）、食塩（兵
庫）

五穀黒ぜんざい

東京フード 180g 400円

４週のみ

翌々週

小川の庄 縄文おやき２・４週

乳酸発酵した野沢菜に菜種油と生味噌を加え旨味を醸しています。
【原材料】小麦粉、野沢菜（国内産）、大根（国内産）、キャベツ（国内産）、味噌、
菜種油、かつおエキス、砂糖、しょうゆ、もろみ調味料、酵母エキス、みりん、
食塩/膨張剤、くちなし色素、紅花色素（一部に小麦、大豆を含む）

1811  野沢菜

きのこ類に、具だくさんの野菜を醤油味で整えた、手間のかかった逸品。
【原材料】小麦粉、大根（国内産）、キャベツ（国内産）、人参（国内産）、ぶなしめじ（国内産）、
椎茸（国内産）、玉ねぎ（国内産）、長ネギ（国内産）、もろみ調味料、しょうゆ、菜種油、かつ
おエキス、砂糖、みりん、食塩、酵母エキス/膨張剤、紅花色素（一部に小麦、大豆を含む）

1812 しめじ

切干大根に野菜を加え味噌で風味を出して仕上げています。
【原材料】小麦粉、大根（国内産）、玉ねぎ（国内産）、長ネギ（国内産）、人
参（国内産）、味噌、砂糖、かつおエキス、もろみ調味料、みりん、しょ
うゆ、食塩、酵母エキス/膨張剤、紅花色素（一部に小麦、大豆を含む）

1813  切干大根

地元産のかぼちゃを使用。隠し味に味噌で旨味を出しています。
【原材料】かぼちゃ（国内産）、小麦粉、菜種油、砂糖、味噌、食塩、かつ
おエキス、酵母エキス/膨張剤、くちなし色素（一部に小麦、大豆を含む）

1814 かぼちゃ

いちょう切りにした「ふじ」は甘さ控えめでサクサク感を残し風味付
けのシナモンがデザート感覚で好評です。
【原材料】小麦粉、りんご（国内産）、砂糖、食塩、シナモン/膨張剤、酸化
防止剤（ビタミンC）、酸味料、紅花色素（一部に小麦、大豆を含む）

1815 りんご

各3個入 594円冷凍
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●●●●●●●●●●お惣菜・水産物・練り物

2640
野菜の食感、甘
み、ジューシーさ
とすり身の味わ
い。弾力が調和し
ヘルシーな揚げ
かまぼこです。
【原材料】タラすり
身（助宗タラ、砂
糖、食塩）キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、
人参、いんげん、竹の子、馬鈴薯澱粉、
鰹エキス、発酵調味料、清酒、食用米油

7種の野菜揚げ ２・４週

高橋徳治商店

５個（165g）

327円
冷凍

練 り 物

水 産 物

2641
北海道の無リ
ンすり身と国産
の玉ねぎ・豆腐
を使用した商
品です。フレッ
シュ玉ねぎを
使用し、玉ね
ぎの甘さを生かした揚げかまぼこです。
【原材料】スケトウダラ無りんすりみ、玉ね
ぎ、豆腐、馬鈴薯澱粉、食用米油、砂糖、
鰹エキス、発酵理調味料、食塩、

玉ねぎ揚げ ２・４週

高橋徳治商店

５個（165g）

346円
冷凍

2643
国産枝豆の中
でもグレード
の高い豆を使
用。見た目の
緑の鮮やかさ
が映える夏季
におすすめの
一品です。
【原材料】茶豆（大豆（国産））、魚肉（タラ（国
産））、でん紛（ばれいしょ（国産））、砂糖、
カツオブシエキス、食塩、米油（揚げ油）

茶豆ちぎり揚げ

高橋徳治商店 100g 378円
冷凍

２・４週

2582
瀬戸内海を中心に日本近海で漁獲された新鮮な片口い
わしを塩漬け熟成させたアンチョビです。瀬戸内海産
の塩とハーブ・スパイスで塩漬けし半年以上熟成。
【原材料】片口いわし（国内産）、食用なたね油（オーストラリア）、
食塩（瀬戸内）、調味料［ブラックペッパー、ローズマリー（国
内産）、ローリエ（トルコ）］

国産手作りアンチョビ

ＩＳフーズ 45g 486円

４週のみ

翌々週

2306

瀬戸内海産の「あまのり」を
使用しています。のりは海の
緑黄色野菜といわれるほど、
ビタミン豊富な食品です。
【原材料】天海苔（瀬戸内産)

瀬戸内かあちゃんの
焼のり

オカベ 8g 346円

４週のみ

翌々週

2307

瀬戸内海産の良質な片口い
わしを使用し、自然な風味
を大切に仕上げました。カ
ルシウム豊富な煮干！牛乳
の約20倍のカルシウム。

オカベ

瀬戸内かあちゃんの
食べる小魚 ４週のみ

60g 346円
翌々週

2309

瀬戸内海で採れたひじきを
丁寧に茹で上げ、天日乾燥
しました。細めでやわらか
く食べやすいひじきです。
鉄分と食物繊維を摂りたい
方におすすめです。
【原材料】ひじき（瀬戸内海産）

瀬戸内かあちゃんの
ひじき

オカベ 14g 346円

４週のみ

翌々週

2294
台湾産の素干しエビです。
現地メーカーに直接製造指
示をして、無添加・無着色
で作っているため、香りも
良く品質も良いです。
【原材料】桜えび（台湾産）

台湾産 素干し桜えび

かもめ屋 20g 529円
冷凍

2300
豊橋市を流れる豊川
河口付近のシジミで
す。味噌汁に丁度良い
サイズです。しじみパ
スタなどにしても濃
厚な味でおいしいで
す。できるだけ早くお召し上がり下さい。

愛知県産天然しじみ

豊橋市 玉木勇

約200g 464円冷蔵

金沢錦の佃煮・お総菜
※不定期での取り扱いです。お届けは翌々週。

全品冷蔵

翌々週
2132 かつお昆布 (おにぎりの心）100g 429円
やわらかく炊き上げた北海道産刻み昆布にたっぷり鰹節・
鯖節佃煮をブレンドして仕上げました。味わい深く、風味
豊かに仕上がっております。
【原材料】昆布（北海道産）、しょうゆ、砂糖、かつお節、さば節（さば
を含む）、みりん、水飴、きくらげ、米酢

2134 能登産焼さば味噌煮  140g 365円
能登で獲れた鯖を一枚一枚素焼きし、地元加賀味噌に当社
独自の味付けをしたオリジナル味噌で仕上げております。
脂肪が少なくさっぱりした能登産さばはそのままでも召し
上がれますが、温めると一層おいしく召し上がれます。
【原材料】真さば（能登産）、味噌、味醂、砂糖、醤油、唐辛子

2140 のり佃煮 90g 453円
太陽をたっぷり浴びた風味の良い海苔を使用していますの
で、のり本来の香りがいきています。温かいご飯にぴった
りです。
【原材料】醤油（丸大豆醤油）、水飴、みりん、純米酒、干しのり、干し
ヒトエグサ

2108 いわしふぶき煮 6尾 444円
鰯の頭を一つひとつ手作業でカットしてあります。鰹削節
と鯖削節の風味が、鰯をより一層おいしく引き立て、たい
へん味わい深い商品に仕上がっております。
【原材料】いわし、醤油、砂糖、水飴、味醂、米酢

2113 鱈子うま煮 80g 469円
ぎっしりつまった真だらこをじっくり調味液に漬け込み、炊
きあげ仕上げました。食べごたえ十分のボリュームがある
一品です。
【原材料】真だらこ、醤油、砂糖、水あめ、味醂、生姜、寒天

2110 ほたるいかのマリネ 140g 474円
北陸近海の日本海で採れるほたるいかを厳選したサラダ油
でカリッと揚げ、あっさりさっぱり仕上げました。
【原材料】ほたるいか、玉ねぎ、米酢、醤油（大豆、小麦を含む）、菜種
油、砂糖、みりん、小麦粉、ごま油、日本酒、一味唐辛子

金沢錦の佃煮・お総菜
※不定期での取り扱いです。お届けは翌々週。

全品冷蔵

翌々週翌々週翌々週翌々週
2132 かつお昆布かつお昆布 (おにぎりの心）(おにぎりの心）100g 100g 429429円円
やわらかく炊き上げた北海道産刻み昆布にたっぷり鰹節・
鯖節佃煮をブレンドして仕上げました。味わい深く、風味
豊かに仕上がっております。
【原材料】昆布（北海道産）、しょうゆ、砂糖、かつお節、さば節（さば
を含む）、みりん、水飴、きくらげ、米酢

2134 能登産焼さば味噌煮能登産焼さば味噌煮    140g 140g 365365円円
能登で獲れた鯖を一枚一枚素焼きし、地元加賀味噌に当社
独自の味付けをしたオリジナル味噌で仕上げております。
脂肪が少なくさっぱりした能登産さばはそのままでも召し
上がれますが、温めると一層おいしく召し上がれます。
【原材料】真さば（能登産）、味噌、味醂、砂糖、醤油、唐辛子

21402140 のり佃煮のり佃煮 90g90g 453453円円
太陽をたっぷり浴びた風味の良い海苔を使用していますの
で、のり本来の香りがいきています。温かいご飯にぴった
りです。
【原材料】醤油（丸大豆醤油）、水飴、みりん、純米酒、干しのり、干し
ヒトエグサ

21082108 いわしふぶき煮いわしふぶき煮 6尾6尾 444444円円
鰯の頭を一つひとつ手作業でカットしてあります。鰹削節
と鯖削節の風味が、鰯をより一層おいしく引き立て、たい
へん味わい深い商品に仕上がっております。
【原材料】いわし、醤油、砂糖、水飴、味醂、米酢

2113 鱈子うま煮 80g 469円
ぎっしりつまった真だらこをじっくり調味液に漬け込み、炊
きあげ仕上げました。食べごたえ十分のボリュームがある
一品です。
【原材料】真だらこ、醤油、砂糖、水あめ、味醂、生姜、寒天

21102110 ほたるいかのマリネほたるいかのマリネ 140g140g 474474円円
北陸近海の日本海で採れるほたるいかを厳選したサラダ油
でカリッと揚げ、あっさりさっぱり仕上げました。
【原材料】ほたるいか、玉ねぎ、米酢、醤油（大豆、小麦を含む）、菜種
油、砂糖、みりん、小麦粉、ごま油、日本酒、一味唐辛子

今回お休み
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水産物・練り物・海藻

海　　藻

タカショクの鮮魚・惣菜 ４週のみ

2263 ほたるいか炊き込みご飯の素
160g（2合用）491円

日本海でとれたほたるいかの風味を残しながら、じっ
くりやわらかく炊き上げました。お好みで刻みのりな
どをトッピングしてください。
【原材料】ほたるいか（日本産）、丸大豆しょうゆ（大豆、小麦
を含む）、本みりん、純米酒、人参、だし（昆布）、生姜、食塩

2268 カットスルメイカ 220g 497円
お手軽にお楽しみいただけるように下処理してカット
しました。げそも入っています。
【原材料】スルメイカ（石川県）

2277 国産いわしマリネ
140g 458円

真いわしを食べやすい大きさにカットして、南蛮風マ
リネに仕上げました。味付けがまろやかです。
【原材料】真いわし（国産）、玉ねぎ（国産）、純米醸造酢、丸
大豆しょうゆ（大豆、小麦を含む）、なたね油、砂糖、本み
りん、小麦粉、ごま油、純米酒、唐辛子

2289 鍋用カワハギ
180g（約7 ～ 10尾）514円

福井県小浜港で水揚げされた小ぶりのカワハギを下処
理しました。お鍋の具材にどうぞ。

2290 イワシ開き
240g（6枚）491円

水揚げ後すぐの真イワシをシングルフローズンで開き
にし、真空凍結しました。フライに、蒲焼にご利用く
ださい。

2291 イワシフィレ 220g 474円
水揚げ後すぐのイワシをシングルフローズンにし、凍
結しました。唐揚げ、竜田揚げ、蒲焼、天ぷらなどに
ご利用下さい。

2293 はたはた丸干し 
100g（10 ～ 12尾）355円

山陰沖で獲れた小型のシロハタを一夜干しにしました。
骨まで丸ごと食べられます。

5715 いしり 500ml710円
前浜で水揚げされた新鮮なサバ、アジを用い、奥能登
に古くから伝わる魚醤を時間をかけてゆっくり寝かせ
て作りました。伝統製法による魚醤油です。お刺身や
お鍋に。
【原材料】サバ（石川県）、アジ（石川県）、食塩

5716 いかのいしり
150ml508円

イカワタを塩にまぶし、２年間熟成させた魚醤
油。能登の風土と旨みが凝縮されています奥能
登地方で伝統的に製造されている魚醤いしり。
能登の風土と旨みが凝縮されています。
【原材料】いか内臓、塩

翌々週

2247 かじきまぐろ昆布〆
160g1,008円

石川県の「サワラ」になります。解凍すると昆布がねっ
とり天然のぬめりで糸を引き、さわらに昆布のうま味
がしっかりのっています。

2251 刺身用一本釣りいか
1杯（約200g）609円

日本海沖で釣り漁で一本ずつ釣りあげ、沖の船内で即
急速凍結し、能登小木港で水揚げされた船凍いかです。
刺し身でいただくと、トロリと甘いのが特長です。

2257 アジ開き（フライ・天ぷら用）

210g（5 ～ 6枚）512円
新鮮な山陰産アジを水揚げしてすぐ加工し冷凍。

2258 国産サバフィレ
3 ～ 4枚（210g）496円

水揚げ後すぐに鯖をシングルフリーズンにし、凍結しました。
小振りですが、鮮度は抜群。旨味もあり、身がふっくらし
ています。味噌煮や生姜煮、竜田揚げなどにご利用下さい。

2259 小鯛ささ漬け 65g752円
2261 しめさば 170g 537円
淡路島・四国近海産（11月～ 1月に水揚げ）。淡路島近
海で秋から冬にかけて水揚げされる程良く脂がのった
サバを米酢、粗糖，本味醂でシメサバに仕上げました。
【原材料】サバ（淡路島近海）、米酢、砂糖、味醂

冷凍

2601 いよ誉れ（高級かまぼこ）

１本120g 526円
【原材料】えそ、ぐち、むつ等の白身魚。粗塩、魚醤、三温糖、清酒

2602 やわたはま（上級かまぼこ）

１本110g 337円
【原材料】えそ、ぐち、むつ等の白身魚。粗塩、魚醤、三温糖、
清酒、甘藷でんぷん（４％）

2603 上級焼ちくわ
約30g×４本 計約120g 327円

【原材料】えそ、ぐち、むつ等の白身魚。粗塩、魚醤、三温糖、
清酒、みりん、甘藷でんぷん（５％）

2604 焼ちくわ 約50g×２本 232円
【原材料】えそ、ほうぼう等の小魚。粗塩、魚醤、三温糖、み
りん、甘藷でんぷん（10％）

2605 じゃこ天（平さつま揚） 約50g×３枚 316円
【原材料】えそ、ほたるじゃこ、あじ等の小魚。粗塩、魚醤、三温糖、清酒、み
りん、甘藷でんぷん（５％）

2606 ごぼう天（平さつま揚） 約35g×５枚 348円
【原材料】えそ、ほたるじゃこ、あじ等の小魚。粗塩、魚醤、三温糖、清酒、みり
ん、ごぼう、甘藷でんぷん（５％）

2607 きんぴら天（棒さつま揚）約20g×８本 357円
【原材料】えそ、ほたるじゃこ、あじ等の小魚、粗塩、魚醤、三温糖、清酒、みり
ん、ごぼう、人参、甘藷でんぷん（５％）

2608 上天ぷら（白平さつま揚）
約50g×２枚 295円

【原材料】えそ、トラハゼ、タラ等の白身魚。粗塩、魚醤、三温糖、清酒、甘藷で
んぷん（５％）

2609 野菜天（平さつま揚） 約50g×２枚 295円
【原材料】えそ、ほうぼう等の小魚。粗塩、魚醤、三温糖、ごぼう、人参、甘藷で
んぷん（10％）

矢野傳の練り物冷蔵 ４週のみ

2610 矢野傳おでんセット 1セット929円
上天ぷら（２枚）、並ちくわ（４本）、きんぴら天（４枚）、棒天（３本）入り。
新鮮な魚でつくった魚の味のするおでんです。
【原材料】魚肉（小エソ・小グチ・ハランボ・その他小雑魚）、ごぼう、人参、無リンイ
トヨリすり身、無リンホッケすり身、甘藷澱粉、食塩、三温糖、魚しょうゆ、純米酒

2707
特殊な技法で昆布を３日間かけて丸ごと
溶かして作り上げる濃縮だしです。昆布
のうまみ、コク等がまるごと凝縮されて
いるため、昆布のおいしさをそのまま楽
しめます。
【原材料】根昆布(北海道日高産）、食塩(北海道製
造）、寒天

丸ごと根昆布だし

北海道ケンソ 300ml1,080円

４週のみ

翌々週

2709
愛知県三河湾のきれいな海の岩床に
育ったあおさのりを使用しています。
風味豊かな磯の香りが料理のおいしさ
を引き立てます。使いやすい卓上タイ
プです。
【原材料】あおさのり

卓上青さのり粉

健康フーズ 20g 389円

４週のみ

翌々週

2710
毎日食べたい、香り立つ良質出
し。甘みとコクのある、羅臼昆
布本来の良質なだしがとれま
す。お吸い物や鍋だしはもちろ
ん、出し殻も美味しく食べるこ
とが出来ます。
【原材料】羅臼昆布100％

羅臼昆布

北村物産 90g 924円

４週のみ

翌々週

得

得
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海藻・ごはん・ごま・雑穀

2730

末廣昆布

粘り､風味がとろろ
こんぶ向きの真昆
布を富士酢だけで
味付け。
【原材料】道南白口浜産
天然真昆布・飯尾醸造
の無農薬米原料古式醸
造純米醸造酢（富士酢）

末廣とろろ昆布

30g 264円

２・４週

2718

北村物産

わかめ本来の食感や磯
の風味を残す、伝統製
法（糸わかめ）で加工し
ました。そのまま使い
やすいカット済みタイ
プ。
【原材料】わかめ（伊
勢志摩）

伊勢和布

18g 397円

４週のみ

翌々週

2716

創健社

創業約200年の伊勢のひ
じき屋が厳選した良質の
芽ひじきを伝統製法で加
工。水戻しした時点から
旬が始まり、新鮮な状態
でお召し上がりいただけ
ます。【原材料】ひじき（伊
勢志摩）

芽ひじき
伊勢志摩産

20g 449円

４週のみ

翌々週

2726

塩分を30％カットした三
陸産の塩蔵カットわかめ
です。味噌汁、お吸い物、
ラーメン、うどん、酢の
物にご利用ください。
【原材料】湯通し塩蔵わか
め（三陸産）

減塩三陸産
カットわかめ

フジサワ 15g 324円

４週のみ

翌々週

2712
旨味と柔らかさを
出した塩昆布。
【原材料】真こんぶ（北
海道産）、しょうゆ（大
豆、小麦を含む）、砂
糖、食塩、米酢

北海道産 塩昆布

健康フーズ 35g 410円

４週のみ

翌々週

2733
みついし昆布とも呼ばれる日高
昆布は、濃厚なだしが特長です。
また煮上がりも早いので、だし
をとった後に昆布巻や煮物、お
でんなどにも使える便利な昆布
です。
【原材料】昆布（北海道日高産）

日高昆布

健康フーズ 100g 648円

４週のみ

翌々週

2768 お鍋一つでかんたん
ひじき

乾燥ひじきに必要な水戻
し・水洗いをせずにその
まま使える便利な国産ひ
じき。弊社独自の「無洗化
処理」加工で手軽にひじき
の煮物が作れます。
【原材料】ひじき（国内産）

10g 300円北村物産

４週のみ
翌々週

2723

肉厚で風味豊かなこだ
わりの伊勢志摩産カッ
トわかめです。いろど
り彩やかでカルシウム、
食物繊維が豊富です。
【原材料】湯通し塩蔵わ
かめ（伊勢志摩）

12g 338円創健社

４週のみ
カットわかめ
伊勢志摩産

翌々週

2735
徳島県鳴門水域で収穫
されたわかめを原料に
赤穂の天塩で塩蔵わか
めに仕上げました。
【原材料】わかめ（徳島県
鳴門産）、食塩

鳴門産塩蔵わかめ
２・４週

ムソー 100g 346円
冷蔵

五目おとうふ揚げ

2714
有明海産一番摘みの海苔を
使用し、遠赤外線で焼き上
げました。色むらがなく、
海苔の風味がそこなわれま
せん。
【原材料】乾のり（有明海）

手巻用 輝き小町

浜富海苔

2切12枚入（板のり６枚）

432円

４週のみ

翌々週

ごま・雑穀

2855
富山県産「はとむぎ」
を100％使用してお
ります。又、グルテ
ンは含まれていま
せんので、安心して
お召し上がりいただ
けます。
【原材料】国産はとむぎ
（富山）

国産はとむぎ炊飯器用

太陽食品 200g 648円
翌々週

４週のみ

2862
18種類の穀物を栄養バ
ランス良くブレンドし
ました。食物繊維・鉄・
銅・マグネシウムを豊
富に含み、お米に混ぜ
て炊くだけの簡単調理。
【原材料】胚芽押麦（大麦（国
産））、黒米、アマランサス、大
豆（遺伝子組換えでない）、黒
大豆、（遺伝子組換えでない）、
白ごま、はだか麦、とうもろこし（遺伝子組換えで
ない）、もちあわ、もちきび、もち麦、発芽玄米、キヌ
ア、ひえ、青肌玄米、小豆、赤米、はと麦

からだをケアする18穀米

種商 510g1,058円翌々週

４週のみ

殻を取り除いた国産はとむぎの粒を焙煎しました。香ばしくそのまま
ポリポリとお茶うけや、お子様のおやつにお召し上がれます。
【原材料】はとむぎ（富山）

国産はとむぎほうじ粒

太陽食品

2867 大
2868 小袋タイプ

250g 1,512円
7g×20袋 907円

４週のみ

翌々週

ごはん・おかゆ

小豆をブレンドしました。甘味があっておこわのような食感です。
【原材料】玄米（国産）、小豆、食塩

寝かせ玄米ごはんパック

結わえる

2826 小豆 180g 286円

ポリフェノールたっぷりの黒米をブレンドし
ました。甘みが強くカレーによく合います。
【原材料】玄米（国産）、黒豆、食塩

2827 黒米 180g 296円
食物繊維たっぷりのもち麦をブレンドしま
した。甘みがあって食べごたえのある雑穀
感が特長です。
【原材料】玄米（国産）、大麦（もち麦）、食塩

2828 もち麦180g 296円

４週のみ

翌々週

2834

2835

炊飯器ではできないもちもち、やわらかな食感に
炊き上げました。
【原材料】玄米（国産）

小豆も柔らかくほっくりした味わい。
【原材料】玄米（国産）、小豆、食塩

圧力釜炊もちもち玄米

北海道小豆の
圧力釜炊もちもち玄米

結わえる 各150g 214円４週のみ翌々週

2734
利尻昆布のだし汁は清澄で香
り高く特有の風味を持つ高級品
です。京都の千枚漬けや湯豆
腐にも定評があります。だし昆
布として京都では最も評価が高
く、煮だした後の昆布は佃煮、
煮物などにもご利用頂けます。
【原材料】利尻昆布（北海道日

高産）

利尻昆布

健康フーズ 40g 594円

４週のみ

翌々週

立石海苔店
2703 愛知県産焼きのりきずのり
【原材料】乾海苔（愛知
県） 全形10枚 321円

鬼崎産お徳用寿司はね焼のり2704
【原材料】乾海苔（愛知
県鬼崎） 10枚 387円
2705 鬼崎産おにぎり用のり
【原材料】乾海苔（愛知
県鬼崎） 3切30枚 399円
2706 渥美産あおさのり
【原材料】乾ヒトエグサ
（愛知県渥美） 15g 355円

2719
北海道産真昆布を
刻んだ出し昆布で
す。昆布を刻んで
ありますので、お
好きな量だけ手軽
に使えて便利。
【原材料】真昆布（北海
道）

きざみ出し昆布

創健社 100g702円

４週のみ

翌々週

2724
三河湾産の青さのり
を使用。粉砕タイプ
ですので、お吸い物
やおみそ汁などの料
理にそのまま使えま
す。豊かな磯の香り
をお楽しみください。
【原材料】ひとえぐさ
（愛知県）

あおさ

乙女草 10g 322円

４週のみ

翌々週

2722

創健社

伊勢志摩の豊かな海で
育ったわかめの根元近
くに出来る胞子葉（ひだ
状）を細かく刻みまし
た。ねばり成分フコイ
ダン含有。
【原材料】わかめ（伊勢志
摩）

ねばりめかぶ
伊勢志摩産 ４週のみ

20g 411円翌々週

得
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ごま・雑穀・豆腐・揚げ・豆乳・こんにゃく

2907 充実雑穀

250g734円オーサワ

お米に入れて炊くだけで食物繊維･ミネ
ラル･カルシウムがたっぷり摂れます｡
【原材料】（全品国産･非遺伝子組換）も
ちきび･胚芽押し麦･実そば･もちきび･
はと麦･大豆･赤米･とうもろこし

２・４週

豆腐・揚げ・豆乳

こんにゃく

片岡蒟蒻店 ２・４週冷蔵

3301 丸形こんにゃく
（2玉）約400g 367円
手ひねり。木灰水仕込み。

3302 板こんにゃく
約300g 269円

手ひねり。木灰水仕込み。

3303 糸こんにゃく
約250g 205円

木灰水仕込み・卵殻焼成カルシ
ウム30％使用。

3304 つきこんにゃく
約400g 367円

2910
国内産原料100％発芽玄米と9種の雑穀の旨
みが美味。青大豆の風味と食感がアクセント。
ペットボトル入り。
【原材料】押麦･発芽玄米･青大豆･たかきび･発
芽赤米･もちきび･もちあわ･もち黒米･ひえ･
アマランサス（国内産）

美十穀

オーサワ 250g772円

４週のみ 2926
白ごまを使用し、ごま和えに適したバラ
ンスの良い味わいに仕上げました。ゆで
た野菜に和えるだけの簡単調理でお召し
上がりいただけます
【原材料】白ごま、砂糖、粉末しょうゆ、かつ
お削り節粉末、食塩、（原材料の一部に大豆、
小麦が含まれます）

ごま和えの素

ケンコーフーズ 50g302円翌々週

４週のみ

3211
もっちり滑らかな食感が特長のごま豆
腐です。昔ながらの独自製法で、胡麻
の甘味だけを取だし、吉野で生成され
た上質の本葛と混ぜ合わせ、独特の食
感を作り出しています。
【原材料】でん粉、胡麻、本葛粉

高野山白ごま豆腐

ケンコーフーズ 33g×4 367円

４週のみ

翌々週

3198
国産大豆１００％のおからを乾燥させてパ
ウダー状に仕上げました。様々なお料理に、
毎日使えるお徳用です。保存に便利な
チャック付き袋。毎日使えるお徳用です。
粗め仕上げで食物繊維たっぷり。
【原材料】大豆（国産）（遺伝子組換えでない）

お料理おから

おとうふ工房 220g 324円

４週のみ

翌々週

3164
有機大豆100％使用。大豆固形分８％以上。
高温摩砕製法より大豆の青臭さを抑えまし
た。くせがなくすっきりした味わいなので、
豆乳が苦手な方でも飲みやすいです。
【原材料】有機大豆（アメリカ産）

九州乳業 1000ml300円冷蔵

みどり有機豆乳（無調整）

〈ミツシリーズ〉国産大豆100％原料特定 〈記まじめシリーズ〉
� 有機or無農薬国産大豆100％原料特定

3140 堅とうふ（どっしり） 300g 626円
正に白峰伝統のどっしりと重い、味わい深い堅豆腐。刺身、ステー
キでどうぞ。

3141 朧とうふ（ふわりふわり） 300g 486円
一発よせのにがり分も丸ごと残る旨味たっぷり豆腐。そのまま、お
やつにもなる。

3143 大・豆乳（こっとり） 500g 540円
3144 小・豆乳（こっとり） 180g 237円
国産大豆のもつコクとクセのない深い味わい、こっとりとした飲み
心地は絶品。

3145 卯の花（からから） 300g 216円
無農薬大豆限定おから。卯の花煮、おから汁、おからコロッケ、お
菓子材料など。食物繊維の宝庫。

白峰・山下ミツ商店の豆腐・揚げ 消費期限：製造日より３日

3121 ミツの堅（堅豆腐）
300g 391円

白峰伝統特産のどっしり重い堅豆腐。刺し身、ス
テーキや炒め物、煮物、おでんなど万能。

3122 ミツの堅しょうゆ味
 （堅豆腐味付） 300g 463円
3123 ミツの焼堅（焼き堅豆腐）

150g 288円
3124 ミツの綿（木綿豆腐）

300g 309円
3125 ミツの絹（絹豆腐） 

200g 206円

滑らか絶品絹豆腐です。冷や奴、湯豆腐などに。

3126 ミツの朧（おぼろ豆腐） 

300g 309円
にがりをうって型に入れずそのままパック。にがり分
もたっぷり含まれています。そのまま生姜醤油などで。

3127 ミツの朧・豆乳入り
220g 361円

おぼろ豆腐に豆乳を入れてパックしたもの。何も入れず
そのままどうぞ。おやつにも。

3132 ミツのあげ（揚げ） ２枚 309円
3133 ミツの大判あげ（揚げ）

１枚 309円
3134 ミツの三角あげ（生揚げ）

３コ 463円
木綿豆腐の生揚げです。焼き温めてそのままでも美味。
煮物、おでん、炒め物にも。

3135 ミツのうすあげ ２枚 270円
3136 ミツの絹揚げ １コ 302円
サクッとした皮の中にちょっと硬めのプリンが入ってい
るような食感。

3150 ぎんなんがんも ３個 583円
3151 一口がんも ３個 259円

00010 定期 202円

１・２・４週

3338
平麺形でくずきりのように味しみのよい、
しゃぶしゃぶに特化したこんにゃくです。
こんにゃくに米粉を練り込んでいる為、
もちっとした豊かな弾力と滑らかな食感
がお楽しみいただけます。すき焼きをは
じめ、サラダや麺料理など、様々な料理
にご利用いただけます。
【原材料】こんにゃく芋精粉（国産）、米粉、食
塩／水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

しゃぶしゃぶ蒟蒻

マルヤス 200g162円

４週のみ

翌々週

2927
豆腐（水切り不要）と白和えの素を混ぜ
るだけで、おいしい白和えが出来上が
ります。食物繊維と良質のたんぱく質、
カルシウムや鉄分も取ることができ、
栄養的にも大変すぐれています。
【原材料】ひじき、果糖ぶどう糖液糖、胡麻、
食塩、かつお節エキス、醤油（大豆・小麦
を含む）、魚醤、酵母エキス

簡単ひじき白和えの素

山忠 60g 302円

４週のみ

翌々週

3105
おから入りのこんにゃくです。
代用肉としてお使いください。
火を通すとお肉のような食感
になります。から揚げや焼肉な
どにどうぞ。
【原材料】おから[大豆（岩手産）]､こんにゃく粉（群馬産）､
やまいも（国産）/水酸化カルシウム

おからこんにゃく

マーマフーズ 340g 401円

４週のみ

翌々週

鉄釜でじっくりと煎り上げ、粗挽き
製法で程よく粒を残した有機のすり
ごまです。粗挽きなので素材と程よ
く絡み、料理の味を引き立てます。
【原材料】〈黒〉有機黒胡麻（パラグア
イ・ボリビア産）〈白〉有機白胡麻（パ
ラグアイ産）

有機すりごま

オーサワ 各70g 243円

２・４週

2869 黒 2870 白

鉄釜でじっくりと煎り上げ、ごまの
風味と甘みを生かした有機のいりご
まです。く味わいがあるので、料理
の脇役だけでなく主役にもなります。
【原材料】〈黒〉有機黒胡麻（パラグア
イ・ボリビア産）〈白〉有機白胡麻（パ
ラグアイ産）

有機いりごま

オーサワ 各80g 243円

２・４週

2872 黒 2873 白得 得

得
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●●●●●●●●●●納豆・テンペ・漬物・梅干・だし・つゆ

3706 ピり辛砂丘らっきょう
鳥取県福部町の砂丘地で栽
培したらっきょうを純米醸
造酢と酵母液で味付けした
らっきょう漬け。国産の唐
辛子を使用したピリ辛タイ
プ。【原材料】らっきょう、
とうがらし、漬け原材料［糖
類（三温糖、水あめ）、醸造酢、
食塩、はちみつ、酵母液（原
材料の一部にりんご含む）］
ジャフマック 110g 475円

４週のみ

翌々週

3730 紅しょうが
国内産しょうがを国内産
特別栽培の梅から作った
梅酢で丁寧に漬け込みま
した。化学調味料・着色料・
保存料無添加。食べやす
く細切にカットしていま
す。【原材料】しょうが（高
知）、漬け原材料［梅（特別
栽培：奈良、和歌山、三重）、
しそ（和歌山）、食塩（沖縄）］
創健社 60g 302円

４週のみ

翌々週

3973
７種類の国産野菜（大根・
茄子・胡瓜・なた豆・蓮
根・しその葉・生姜）を
使用した化学調味料・着
色料無添加の福神漬。
【原材料】大根、茄子、胡瓜、な
た豆、蓮根、しその葉、生姜、
漬け原材料［醤油（大豆・小
麦を含む）、砂糖、米酢、発酵調味料（味の母）］

福神漬

創建社 80g 275円
翌々週

４週のみ

漬物・梅干

納豆・テンペ

3508
発酵に必要な大豆の栄養や
旨味を逃さずに蒸し上げる
「せいろ蒸し」により、大粒な
がらも芯までふっくらした食
感と、泡立ち良いまろやかな
口当たりを実現しました。
【原材料】有機丸大豆（石川県能
登産）、納豆菌〈添付タレ〉有機醤油、有機砂糖、食塩、有機
米醸造調味料、鰹節エキス、有機リンゴ酢、酵母エキス〈添
付カラシ〉からし、醸造酢、水飴、食塩、香辛料

2P井村さんの有機大粒納豆

金沢大地 45g×2287円

3503
テンペとはインドネシアでの伝
統的な発酵食品で、ゆでた大豆
を「こうじ」の一種テンペ菌
で発酵させたもの遺伝子
組み替え大豆不使用。防
腐剤等不使用。国内産大
豆100%。

テンペ（レトルト）２・４週

オーサワジャパン 100g 270円

3506
たっぷり90グラム入りのオーガニック納
豆です。そのまま食べると国産有機なら
ではの豆の旨みをおわかりいただけます。
【原材料】石川県産、納豆菌

小杉食品 90g 288円

冷蔵

井村さんの有機納豆

だし・つゆ

4115 チキンコンソメ

創健社 4.5g×10個260円

【原材料】食塩（イタリア）、チキンエキス
（長崎、熊本、佐賀、福岡、大分、宮崎、
鹿児島、他海外）、　オニオンエキス（中国、
アメリカ）、発酵調味料（イタリア他海外、
国内産）、チキンオイル（長崎、熊本、佐賀、
福岡、大分、宮崎、鹿児島）、乳糖（アメ
リカ）、粉末しょうゆ、香辛料、でんぷん
（馬鈴薯：国内産、欧州他）

翌々週

４週のみ

3858 ねり梅
紀州産の梅干しを使用
し、種を取ってペースト
状にし、梅酢を混ぜた梅
肉です。使いやすい
チューブタイプです。
【原材料】梅肉、梅酢（紀州産
他）

健康フーズ 120g 486円
翌々週

４週のみ

登喜和食品

3533 みちのく 3P（30g×3）305円
茨城県産の小粒大豆を、食べき
りサイズの紙カップに。無添加
のタレと風味豊かな無着色のカ
ラシも好評です。
【原材料】茨城県産小粒大豆

3539 黒豆納豆 80g 392円
コクのある黒豆独特の風味と大粒大豆
の食感を、天然経木の香りがいっそう
引き立てます。（特別栽培大豆使用）
【原材料】北海道十勝産大粒黒大豆

3535 日本の農 2P（40g×2）251円
青森県産有機栽培おおすず大豆は収量が
少ない希少価値の高い大豆です。旨味が
強く、大豆の名称の通り粒が大きく、食
べ応え感があるのが特徴です。
【原材料】青森県産大粒大豆

3537 大粒・十勝の息吹
2P（40g×2）240円

豆の旨味と適度な歯ごたえ、大粒納豆な
らではの美味しさは抜群です。
【原材料】北海道 とよみづき大豆（特別栽培）

冷蔵

3538 ひきわり・十勝の息吹
2P（40g×2）240円

仕込み直前に大豆をカットしているため、雑味が無く爽や
かなひきわり納豆です。
【原材料】北海道 とよみづき大豆（特別栽培）

00012 定期 234円

3531 登喜和
3P（40g×3）245円

北海道産小粒大豆を低圧で蒸煮し食べや
すいマイルドな味に仕上げました。
【原材料】北海道十勝産小粒大豆

00011 定期 240円

3536 十勝の息吹小粒カップ
3P（30g×3）272円

ご飯と一緒に食べやすい小粒納豆
です。
【原材料】北海道十勝産ユキシズ
カ大豆

3705
鳥取県福部町の砂丘地で
栽培した「らっきょう」を
純米醸造酢と酵母液で味
付けした柔らかく歯ざわ
りのよいらっきょう漬け。
【原材料】らっきょう（鳥取県
福部町）、漬け原材料［糖類
（三温糖、水あめ）、醸造酢、食塩、はちみつ、
酵母液（原材料の一部にりんごを含む）］

110g 475円ジャフマック

甘酢漬砂丘らっきょう
４週のみ

翌々週

3702

宮崎県産の大根を天日乾燥
し、独自の製法でじっくり漬
け込み、うすくスライスした
かり干したくあん漬けです。
【原材料】干大根（宮崎県産）、漬
け原材料［荒塩・糖類・白しょう
ゆ・本醸造酢］、酸味料

かり干したくあん
（スライス）

健康フーズ 170g 367円

４週のみ

翌々週

4113
【原材料】澱粉分解物、食
塩、野菜パウダー［玉ね
ぎ、人参、トマト、とう
もろこし］、粉末小麦発
酵調味料［小、香辛料［に
んにく、生姜、セロリ（イ
ンド、スペイン、オラン
ダ他）、黒胡椒（）］、粉末
醤油［大豆（遺伝子組換え
でない）、小麦］、食用植
物油脂［有機べに花油（オーストラリア）］、馬
鈴薯澱粉（ヨーロッパ、国内産他）

野菜ブイヨン

創健社 5ｇ×7本 302円

翌々週

４週のみ 4114
野菜本来の旨みと
甘みに国産の鰹と
昆布のうま味をプ
ラスしました。必
要な分だけ使える、
サッと溶ける手間
なし顆粒タイプで
す。普段の料理のだしとして、そのまま
スープとしても◎。
【原材料】食塩、乳糖、砂糖、酵母エキス粉末(酵
母エキス、デキストリン)、オニオン粉末、ほ
うれん草粉末、ガーリック粉末、にんじん粉末、
セロリ粉末、しいたけ粉末、かつお節粉末、こ
んぶ粉末

6種の野菜だし

東海農産 90g 540円翌々週

４週のみ

4121
風味豊かなだしが簡単にとれます。国
産のかつお節とうるめいわしをベース
に、昆布、椎茸など厳選された素材を
使用しただしパックです。食塩、調味
料は一切使用していません。
【原材料】いわし煮干し、かつおぶし、昆
布、椎茸

マエカワテイスト 10g×25 818円

天然だしパック２・３・４週

4122
だし取りに。小型のかつお節を使用しています。花の形状が
小さい薄削りの花かつおです。
【原材料】かつおぶし
マエカワテイスト 100g袋 586円

サクラ印花かつお ２・４週

4126
5種類のこだわり国産だし原料を使用。各原
料の個性あまとまり、調和のとれた自然なだ
しに、本醸造醤油と味醂を合わせました。
【原材料】しょうゆ（国内製造）、砂糖、みりん、食塩、
いわしぶし、かつおぶし、いわし煮干し、そうだ
かつおぶし、さばぶし、昆布、かつおかれぶし（一
部に小麦、大、さばを含む）

だし香るそばの友

マエカワテイスト
500ml940円
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だし・つゆ・ふりかけ・味噌汁

4125 まるごと昆布パウダー
厳選した北海道道南産真昆布を
100％使用しています。昆布の
持つ栄養分はそのままに、特殊
な製法で顆粒粒にしました。使
いやすいスティックタイプです。
【原材料】真昆布（北海道道南産）

2g×12 486円健康フーズ

４週のみ

翌々週

4295
黒ごまにひじき粉末
をコートした「ひじ
きごま」と「味ごま」
を混ぜ合わせ、青の
り、しそをプラスし
ました。
【原材料】黒ごま、白ご
ま、砂糖、でん粉、食塩、ひじき粉末、しょ
うゆ、乾燥赤しそ、発酵調味料、青のり、
酵母エキス、昆布粉末、かつお粉末、梅酢、
酸味料

味ごまひじき

ケンコーフーズ 50g 281円

４週のみ

翌々週

ふりかけ・味噌汁・茶漬け

4287
和歌山産梅、国内産ご
ま使用。梅のかりかり
とした食感と爽やかな
紫蘇の風味。しっとり
タイプ。
【原材料】梅漬、粗糖、
赤紫蘇漬、いり胡麻（国
内産）、発酵調味料、梅
肉、梅酢、昆布粉末（北
海道産）

国産かりかり梅しそ

プロスペリティ 45g 511円

４週のみ

4289
９種の国産海の幸（た
ら・かつお・オキアミ・
いか・わかめ・青のり・
鮭・ほたて・磯のり）を
バランスよくブレンドし
た、磯の香りあふれる
ふりかけです。国産白ご
ま入り。
【原材料】たら（北海道）、
鰹節（国内産：主に鹿児
島）、オキアミ（宮城）、いか（北海道）、わか
め（北海道）、白ごま（鹿児島）、青のり（愛知）、
鮭（北海道）、帆立（北海道）、磯のり（宮城）

海の幸せふりかけ

創健社 25g 367円翌々週

４週のみ

麻布タカノ ４週のみ 翌々週

温めるだけでマグカップサイズのスープがお楽しみいただけます。

各150g 302円

国内産のコーン・じゃがいも・玉ねぎを使い、
野菜本来の旨味を活かして作った、まろやか
でクリーミーなコーンチャウダー。

【原材料】野菜［とうもろこし：遺伝子組換えでない（国内産）、じゃがいも：遺伝子組換えでない（国
内産）、たまねぎ（国内産）、にんじん（国内産）］、とうもろこしペースト：遺伝子組換えでない（国
内産）、ひよこ豆（アメリカ、カナダ）、クリーム：乳製品（国内産）、全粉乳（国内産）、植物油脂（国
内産）、砂糖（国内産）、食塩（国内産）、小麦粉（国内産）、バター（国内産他）、チキンブイヨン（国
内産）、でん粉（国内産）、香辛料（インドネシア、マレーシア）

4382 コーンチャウダー

国内産のかぼちゃ・じゃがいも・玉ねぎを使い、
野菜本来の旨味を活かして作った、まろやかで
クリーミーなかぼちゃチャウダー。

【原材料】野菜［かぼちゃ（国内産）、じゃがいも：遺伝子組換えでない（国内産）、たまねぎ（国内産）］、
かぼちゃペースト（国内産）、いんげんまめ（アメリカ、カナダ他）、ひよこ豆（アメリカ、カナダ他）、ク
リーム：乳製品（国内産）、全粉乳（国内産）、砂糖（国内産）、バター（国内産他）、たまねぎエキス（国内
産）、でん粉（国内産）、食塩（国内産）、チキンブイヨン（国内産）

4383 かぼちゃチャウダー

完熟トマトに生クリーム、蔵王産チーズ、バジル
を加えて仕上げたクリーミーな、ショートパスタ
入りの具だくさんトマトチャウダーです。

【原材料】野菜［じゃがいも：遺伝子組換えでない（国内産）、たまねぎ（国内産）、キャベツ（国内産）、にんにく（国
内産）］、トマトピューレー：5％（国内産）、クリーム：乳製品（国内産）、マカロニ：小麦を含む（国内産）、ひよ
こまめ（アメリカ、カナダ他）、いんげんまめ（アメリカ、カナダ他）、トマトペースト：2％（ポルトガル）、小
麦粉（国内産）、チーズ（蔵王）、植物油脂（国内産）、バター（国内産他）、砂糖（国内産）、食塩（国内産）、香辛料（フ
ランス、インドネシア他）、でん粉（ドイツ）、酵母エキス（タイ）

4384 トマトチャウダー

4293
国内産のりと無着色の
たまご顆粒を使用し
た、かつお風味のふり
かけです。
【原材料】白炒りごま、砂
糖、乾燥白あん、粉末卵
黄、乳糖、食塩、カツオ
エキス、べに花油、ジン
ジャー末、小麦胚芽、黒
ごま、玄米胚芽（国内産）、
かつおぶし、小麦（カナダ）、白炒りごま、味
噌、あおさ粉、あおさ、のり、いわし粉、（一
部に卵・乳成分・小麦・大豆・ごまを含む）

のりたまごのふりかけ

創健社 28g 259円

４週のみ

翌々週

4403
国産素材にこだわっ
た生のり佃煮です。
千葉県木更津市の盤
洲干潟で手間のかか
る支柱柵から作られ
たのりを生の状態で
使用し、昔ながらの
直火釜炊きでじっく
りと炊き上げました。
【原材料】のり（千葉県産）、しょうゆ（大
豆：遺伝子組換えでない、小麦を含む）、
水あめ、砂糖、発酵調味料、かつおだし

生のり佃煮

遠忠食品 85g 454円

４週のみ

4128
鶏がらの旨味と香りをそのまま
に、野菜エキスやほたてエキス
等が溶け込んだ幅のあるコク味
を、手軽に使いやすい顆粒粒に
仕上げた本格スープの素です。
【原材料】食塩、乳糖、酵母エキス、でん
粉、チキンエキス、鶏油、野菜エキス、オニオンパウ
ダー、香辛料、ほたてエキス、しいたけエキス/酸化
防止剤（V.E）、（一部に小麦・乳成分・鶏肉を含む）

チキンガラスープ

健康フーズ 120g 626円

４週のみ

4127
天然素材を使用し、チキンエキスで
中華風味を引き出した調味料です。
合成添加物は使用しておりません。
【原材料】醤油、魚醤、香辛料、食塩、
チキンエイキス、酵母エキス、香辛料、
澱粉、砂糖

中華スープ

健康フーズ 32g×3袋 227円

４週のみ

4340

焼く、揚げる等のひと
手間かけて作った「し
あわせ」いっぱいシ
リーズの中から「ねば
ねば野菜」「採れたて
きのこ」「炭火焼なす」
「ごぼう豚汁」「揚げな
す」の人気商品を1食ず
つセットしたみそ汁セットです。味噌と具材
を別々にフリーズドライすることでそれぞれ
の風味をいかしました。

しあわせいっぱい
みそ汁 5つの味詰合せ

コスモス食品 5食 698円

４週のみ

翌々週

4341
国産原料にこだわっ
た、５種類の海藻をと
ろとろ粘りのある風
味豊かな和風スープ
に仕上げました。
【原材料】わかめ、食
塩、がごめ昆布、砂糖、
乾のり、チキンエキ
ス、ねぎ、酵母エキス、
カツオエキス、昆布
粉末、ホタテエキス

海苔わかめスープ

ケンコーフーズ

30g（6食分）421円

４週のみ

翌々週

4290
おみそ汁10種類が1食ずつ入った詰め
合わせセットです。
【内容】ごぼうがいっぱい入った豚汁、関西
の母の味 かす汁、ねばねば野菜のおみそ
汁、炭火かほる焼なすのおみそ汁、海峡
で育ったわかめのおみそ汁、ふんわりた
まごのおみそ汁、じゅわ～っと揚げたな
すのおみそ汁、日本の採れたてきのこのおみそ汁、ごま香る
緑黄野菜のおみそ汁、緑が広がるほうれん草のおみそ汁

技ありいっぱいおみそ汁

コスモス食品 10食1,382円

４週のみ

翌々週

4291
スープ7種類が入った10食アソー
トセットです。色々な味が楽しめ
ます。
【内容】ケールスープ 1食、ミネスト
ローネ 1食、焼き海苔スープ 1食、
わかめスープ 1食、生姜スープ 2食、
和だし玉子スープ 2食、オニオンスー
プ 2食

厳選素材のスープ

コスモス食品 10食1,598円

４週のみ

翌々週

4261
国産大豆から作った湯葉と国内で水揚げされたしらすから
作ったちりめん干しを具材に、かつお、昆布の風味豊かな
和風だしに国産山椒の華やかな香りを添えて仕上げた炊き
込み御飯の素です。
【原材料】湯葉（大豆（国産））、人参、ちりめん干し、醤油、食塩、みりん、
砂糖、清酒、かつおぶし、馬鈴しょ澱粉、醸造酢、酵母エキス、昆布粉末、
山椒、（一部に小麦・大豆を含む）

京風湯葉炊き込み御飯の素

創健社 128g 540円

４週のみ

翌々週

4176
4種の国産だし原料を熱水抽出
した「天然だし」でつくったつゆ
です。和洋中さまざまなお料
理にご使用いただけます。
【原材料】しょうゆ、うるめぶし、
砂糖、食塩、みりん、いわし煮干、
そうだかつおぶし、こんぶ

天然だしのつゆ

マエカワテイスト 500ml713円

２・４週

播州熟成だし醤油姫路

4123 うすくち

薄めるだけでご家庭でもプロの味が楽しめ
るだし醤油。丼のたれや惣菜の味付け、希
釈してめんつゆ、うどんのだしにも。
【原材料】しょうゆ（本醸造）、風味原料（かつおぶ
し、いわしぶし、昆布、さばぶし、煮干、椎茸）、
砂糖、天日塩、みりん（原料の一部に小麦を含む）

マエカワテイスト

4124 こいくち
900㎖ 1,782円900㎖ 1,774円

4296

国産原料にこだわり
ました。塩は赤穂の
天塩をつかっていま
す。飽きのこないま
さに日本の食卓定番
のふりかけです。
【原材料】かつお削りぶ
し（国内製造）、醤油（小
麦、大豆を含む）、砂糖、
ごま、食塩、のり

かもめ屋の
かつおふりかけ

２・４週

かもめや 25g 346円

得

得
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味噌汁・加工豆・加工雑穀

4345
餅あわ・餅きび・ハトムギ・大麦・アマ
ランサスの五穀と有精卵を使ったフリー
ズドライタイプのスープ。
【原材料】チキンエキス（九州、山口、広島、
岡山、愛媛）、食塩（メキシコ）、ごま油、デ
キストリン、醤油、魚介エキス、酵母エキス
パウダー、澱粉、砂糖、昆布エキス、香辛料、
うきみ・具［鶏卵、餅きび、大麦、乾燥わかめ、
餅あわ、ねぎ、はと麦、アマランサス、いり
胡麻、乾しいたけ］、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

五穀大黒スープ（フリーズドライ）

創健社 8g×4袋 626円

４週のみ

翌々週

4342
「みちのく味噌」をベースに野菜など具材
をたっぷりと使った味噌仕立てのけんち
ん汁。味噌の香り高いフリーズドライタ
イプ。ごぼうの香りと旨味もプラス。
【原材料】味噌（国内産）、澱粉、カツオエキス、
砂糖、ごま油、チキンエキス（九州、山口、広
島、岡山、愛媛）、酵母エキスパウダー、昆布エ
キス、唐辛子、具［ほうれん草、ごぼう、鶏肉
（九州）、人参、ねぎ、乾しいたけ］

けんちん汁みそ仕立て

創健社 10g×4袋 626円

４週のみ

翌々週

4344
国内産の新鮮な玉ねぎをじっくりていねいにローストしたうまみ
たっぷりでコクのあるスープ。
【原材料】チキンエキス（九州、山口、広島、岡山、愛媛）、澱粉［馬鈴薯（北
海道、ＥＵ）］、醤油（アメリカ他海外）、食塩（メキシコ）、オニオンエキ
ス（中国、国内産）、砂糖（鹿児島）、白菜エキス（国内産）、パーム油（マレー
シア）、酵母エキスパウダー（国内産）、にんにく（中国他海外、国内産）、
デキストリン（タイ他海外）、香辛料（マレーシア他海外）、うきみ：ソテー
オニオン［たまねぎ（国内産）、パーム油（マレーシア他海外）］、乾燥パセ
リ（アメリカ）、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

オニオンスープ（フリーズドライ）

創健社 6g×4袋 594円

４週のみ

翌々週

22ページにつづく ▶

4470

だいずデイズ

やわらかスーパー発芽大豆
北海道産大豆100％使用し、スーパーな秘
密は弊社独自の発芽加工技術、大豆の栄養
を逃さない製法で仕上げました。そのまま
お料理にお使い頂けます！【原材料】大豆、
食塩、醸造酢

４週のみ

翌々週 100g 216円

4471 スーパー発芽黒豆
黒大豆のおいしさと栄養を発芽で引きだ
して、やわらかく蒸し上げました。サラダ
にはそのままトッピング。【原材料】黒大豆
（北海道産）、食塩（赤穂の天塩）、米黒酢、
米酢

４週のみ

翌々週だいずデイズ 70g 216円

加工豆・加工雑穀

4394 ポタージュカラダニヤサシイ 14g×3
とうもろこしを主原料にかぼちゃ・たまねぎ・セロリといった国産野菜、10種類の国産
雑穀を使用し、自然のおいしさをまとめたスープ。
【原材料】コーン［遺伝子組換えでない（北海道）］、米粉（国内産）、てん菜糖（北海道）、塩（伊豆大
島近海）、酵母エキス（国内産、ＥＵ、ブラジル、カナダ、アメリカ）、有機玄米エキスパウダー（国
内産）、かぼちゃ（北海道）、たまねぎ（北海道、佐賀）、昆布（北海道）、セロリ（熊本）、うきみ・
具［コーン（北海道：遺伝子組換えでない）、玄米（国内産）、もちきび（北海道、長崎）、もちあわ（岩
手、長崎）、ひえ（岩手）、黒もち米（愛媛、山形）、赤米（愛媛）、赤もち米（兵庫、熊本）、緑米（奈
良）、たかきび（岩手、長野）］

4395 かぼちゃスープカラダニヤサシイ 14g×3
国産のかぼちゃを主原料に国産野菜、北海道産てん菜糖、海の精伝統海塩やきしおなど
を使用し自然のおいしさをまとめたスープです。
【原材料】かぼちゃ（北海道）、米粉（国産）、てん菜糖（北海道）、塩（伊豆大島近海）、たまねぎ（兵
庫、北海道、佐賀）、酵母エキス（国産）、コーン［遺伝子組換えでない（北海道）］、さつまいも（宮
崎、鹿児島）

4396 ごぼうスープカラダニヤサシイ 13g×3
国産のごぼうの風味を生かし国産野菜、海の精伝統海塩やきしお、北海道産てん菜糖な
どを使用し自然のおいしさをまとめたスープです。
【原材料】じゃがいも（北海道）、ごぼう（宮崎、熊本、大分、青森）、米粉（国産）、塩（伊豆大島近海）、
たまねぎ（兵庫）、てん菜糖（北海道）、しょうが（高知、宮崎）、酵母エキス（国産）

ファインの体に優しいスープ翌々週 ２・４週

各 432円

4343
5種類の野菜を使用、トマトをベースに味付け、素材の旨みを凝縮
したフリーズドライスープです。スープはもちろん、ご飯やパスタ
を加えたり、ソースとしてもお使いいただけます。
【原材料】醤油、チキンエキス（九州、山口、広島、岡山、愛媛）、トマトペー
スト（イタリア）、澱粉（北海道）、砂糖（鹿児島）、食塩（メキシコ）、パー
ム油（マレーシア）、酵母エキスパウダー（国内産）、香辛料（マレーシア
他海外）、具［トマト・ピューレーづけ（イタリア）、キャベツ（福岡）、玉ね
ぎ（佐賀、北海道）、ピーマン（宮崎）、いんげん（北海道）］、（原材料の一
部に小麦、大豆を含む）

ミネストローネ

創健社 6.5g×4袋 626円

４週のみ

翌々週

大豆をまるごと使用。大豆に含まれる油分をカットしているのでとてもヘルシー。大豆の栄
養がギュッと詰まっており、低脂肪で良質なたんぱく質と食物繊維を少量で摂取できます。
味付け次第でどんな料理にも相性がいいです。国産大豆100％の無添加食品。お肉の代わり
にお使いいただけます。湯戻しはたったの5分です。お料理に合わせてお選びください。
【原材料】大豆（国産）

大豆まるごとミート

かるなぁ

4562 ミンチタイプ 100g 4564 手羽先タイプ 80g

4563 細切り肉タイプ 90g 4565 スライスタイプ 80g
各 486円

４週のみ

翌々週

国産大豆を100％使
用した、お肉のよう
な食感の大豆加工品。
湯戻し・水切り不要、
袋を開けてすぐ使え
るレトルトタイプで
す。味付けはしてな
いので、いろいろな
お料理にお使い頂け
ます。
【原材料】大豆：遺伝子組
み換えでない（国内産）

クイックソイ

かるなぁ 各 430円

４週のみ

翌々週

4462 フレークタイプ 100g

4463 バラ肉タイプ 80g

4464 ミンチタイプ 100g

欠品の可能性が
ある商品です

北海道産アスパラガスを使用したアスパラガスペースト中心に、風味豊
かなスープに仕上げました。
【原材料】牛乳（北海道製造）、アスパラガスペースト（アスパラガス（北海道
産））、ソテーオニオン、クリーム（北海道製造）、かぶペースト、バター（北
海道製造）、小麦粉、食塩、砂糖、チキンブイヨン、でんぷん、香辛料（一
部に乳成分、小麦、鶏肉を含む）

北海道ミルクスープ２・４週

よつ葉

4132 アスパラガス

北海道じゃがいもとよつ葉の原料を組み
合わせ、じゃがいも本来の風味と乳製品の
風味をバランスよく仕立てました。
【原材料】冷凍じゃがいも（じゃがいも（北海道
産））、牛乳（北海道製造）、クリーム（北海道製
造）、ソテーオニオン、バター（北海道製造）、
チキンブイヨン、食用なたね油、食塩、酵母
エキス、砂糖、香辛料（一部に乳製品、鶏肉、
小麦を含む）

4133 じゃがいも
北海道とうもろこしとじっくり炒めた玉ね
ぎを使用、豊かなコクが特徴のスープに仕
上げました。
【原材料】牛乳（北海道製造）、冷凍とうもろこ
し（とうもろこし（北海道産））、ソテーオニオ
ン、クリーム（北海道製造）、バター（北海道
製造）、砂糖、顆粒スープの素、食用なたね油、
でんぷん、食塩、（一部に乳製品分、鶏肉、豚
肉、小麦を含む）

4134 コーン

各160g 356円 イー有機生活

甘海老を１尾丸ごと使用。昆布や鰹節、あごだしの旨味を生かし低塩仕
様で仕上げました。
【原材料】甘えび、鶏卵、こんぶだし、デキストリン、かつお節エキス、
みつば、食塩、でん粉、アゴエキス、酵母エキスパウダー、酸化防止
剤（ビタミンE）、乳化剤

4356 甘えびのお吸い物

舞茸と、昆布・煮干し・かつお節の出汁が、とても調和したお吸い物です。
【原材料】液卵（国内製造）、まいたけ（国産）、こんぶだし、かつお節エキ
ス、デキストリン、煮干だし、みつば、食塩、でん粉、酵母エキスパ
ウダー、乾燥ゆず皮／酸化防止剤（ビタミンE）

4357 舞茸のお吸い物

山口県萩沖の日本海で漁獲された天然の真ふぐを使いました。
【原材料】液卵（国内製造）、こんぶだし、かつお節エキス、ふぐ（国産）、
デキストリン、煮干だし、みつば、食塩、でん粉、酵母エキスパウダー
／酸化防止剤（ビタミンE）

4358 真ふぐのお吸い物

各6.3g×2389円翌々週 ４週のみ

↑

↑

↑
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今週のおすすめ！

カラーページに掲載しているアイテムの原材料は、全て各製品のページ、または２ページに掲載しています。

得1000ml 648円⇒635円

OGオーツミルク6935
有機オーツ麦の優しい甘みは、コーヒー・エ
スプレッソとの相性抜群です。スッキリとし
たコクのある美
味しさで、お菓
子作り、お料理
にもお使いいた
だけます。イタリ
ア産 オーガニッ
ク オーツミルク
です。

PRIMAVENA

４週のみ

得170g 422円⇒413円

植物素材の
キーマ風カレー（レトルト）

5860

国産大豆から作った大豆ミートを挽肉状
にし、植物素材だけで深い味わいとコクを
引き出したキーマ風
カレー。

創健社

４週のみ

得200g 216円⇒211円

無塩うどん5028
無塩そうめん5029

国産小麦100％使用の無塩乾麺（うどん、
そうめん）です。「熱湯こね製法」で均一に
生地を加熱処理してい
ますので、歯応えやコシ
のほか、小麦本来の美
味しさを楽しんで頂け
ます。無塩のため、塩
分を気にされる方に
もおすすめです。

はりま製麺

４週のみ

得4個入り 560円⇒548円

ベジれんこんハンバーグ92565
食感も楽しい。お子様に人気で
す。ベジだけで作りました

クックたかくら

４週のみ

得70g 243円⇒237円

オーサワ有機すりごま（白）2870

鉄釜でじっくりと煎り上げ、粗挽き製法で
程よく粒を残した有機のすりごまです。粗
挽きなので素材と程よ
く絡み、料理の味を引
き立てます。

オーサワ 得120g 378円⇒358円

粗挽きウインナー1752
屠畜直後の新鮮な肉の結着力を利用、
発色剤、結着剤、増量剤、化学調味料
など、無添加。野菜と煮込んでソーセージ
のスープ煮もおすすめです。

丹沢農場

毎日オメガ3グラノーラ6426
カラダにうれしい！えごま＆チアシード、アーモン
ド入りオメガ３を手軽に摂取できます。

毎日オメガ3ベジグラノーラ6427
オメガ３脂肪酸と食物繊維を豊富に含む国内
産のえごまとチアシードを使用したグラノーラ。
４種の野菜を使用しています。

太田油脂 各6個 270円

豚バラスライス1293
脂肪の質の良いもので風味とコクに優れて
いる豚バラを約3mm厚でスライス。

丹沢農場

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 549円⇒520円

若鶏ブツ切1518
モモ、ムネなどを骨付きでカットしました。唐揚
げ、鍋物にどうぞ。

秋川牧園 得300g 529円⇒502円

凍

翌々 不定期！ちょっと食べたいときに おすすめ乾きもの

パリポリ焼き昆布 25g6582
北海道の道東沖で採取される昆布を、昆布醤
油と本物の昆布・鰹・しいたけのこだわりのだ
しで調味し、香ばしさと旨味を加えるため焼き
を入れ、食べやすいようにカットしました。

いかすみあたりめ 22g6583
日本海近海で獲れた新鮮なスルメイカを旨み
を逃さないように皮をつけたまま、昆布醤油と
本物のイカスミを隠し味に使い、焼きたてのま
まソフトに裂きました。

むきむきサーモン 33g6584
北海道産の良質な秋鮭を原料に背骨を取り
除き3枚におろし、本物の昆布・鰹・しいたけの
こだわりだしで調味をし、食べやすいように皮
をさき一口サイズに乾燥させたおつまみです。

各 350円

葉酸こざかなアーモンド6585
生活習慣病の予防に、「葉酸」摂取を習慣化してほ
しいとの思いがこもった栄養機能食品です。鉄・カ
ルシウムを豊富に含む瀬戸内海産の片口イワシ
を使用し、砂糖・粉飴のみの懐かしく飽きのこない
味付けに仕上げています。

50g 497円
木桶醤油仕込みミックスナッツ6586

木桶仕込み醤油で風味豊かに。醤油の旨みにナッツの甘味が
引き立つ美味しさです。

70g 350円

イカリ豆6587
そら豆を国内自社工場にて独自の低温フライ製法でサクッと
皮ごと食べられるソフトな仕上がりに
したフライビーンズ。 95g 173円

調理済

翌々凍

チラシ

おとうふ工房いしかわ きらず揚げ

天然塩
きらず揚げ ４週のみ 翌々

6388 シンプルな塩味で噛めば噛む
ほど甘みも広がります。

黒砂糖6389 あっさりとした黒糖味でちょと甘
いものが欲しい時に最適です。

おとうふ工房いしかわ 各160g 346円

こだわりのお豆腐屋さんが出来立てのうの花を
使用し作った、歯ごたえのある揚げ菓子です

翌々 翌々
翌々

２・４週

２・４週

凍

翌々 不定期！

チラシ チラシ商品
5％引き！
チラシ商品
5％引き！

日本の食文化を支えてきた
伝統製法「発酵」

熟成発酵黒にんにくほぐし94802
青森県産福地ホワイト六片種にんにくを熟成発酵
させた黒にんにくです。熟成と発酵によって栄養価
の高まった黒にんにくでげんきをサポート。

堅実選品

黒あまざけ94804
黒麹を使った沖縄唯一の甘酒。お米のやさしい甘さとクエ
ン酸のほのかな酸味のバランスが絶妙なすっきりとした味
わい。ノンアルコール。

忠孝酒造 得720ml 1,008円⇒956円

得30g 2,031円⇒1,928円

エンバラ
ンスが新しくなりました

不定期！

マイボトル 各種
400mlのちょうどいいサイズ。マイボトルに。

1,870円

クリアコンテナ 各種
中身が見やすいクリアコンテナ。
用途に合わせて大きさをお選び下さい。

1,650円～

フードコンテナ 3.5L
スクエア（角型）タイプで、すっきり収納できます。シール
フタのため開け閉めが楽で、ホーロに比べて軽量で
す。ぬか床にも

2,750円

ティープラウンドコンテナ各種
パッキンはシリコン素材のため、熱湯消毒もOK。スムージー作
りにもおすすめ。

1,540円～

食品の元気・鮮度・栄養素を保つ容器

無添加おつまみ北海道日の出食品 お子様のおやつにも有馬芳香堂

皮ごと食べられるミツヤ

乾麺
常備に便利！
キャンプにもぴったり！

イチカラそば（乾麺）4848
自社農園で有機栽培した蕎麦を使用。
脱皮した蕎麦の実を丸ごと挽いた全粒
粉を使用。挽きたてのそば粉を使用し
た新潟県産即席そば！

イチカラ畑 103g 249円

ベジとんこつ風らーめん4902
国内産小麦粉を１００％使用したノンフライ麺
に、豆乳仕立てのコクうまスープと併せて、植
物素材のみでとんこつラーメン風に仕上げま
した。

創健社 100g 211円

酸辣湯麺4903
国内産小麦100％使用した油で揚げないノンフライ麺
に、米酢、黒酢のさわやかな酸味と唐辛子のピリッとし
た辛味のスープの組み合わせが絶妙です。

創健社

湯麺（タンメン）4904
国産小麦の小麦粉を１００％使用した低温熟成平打ちノ
ンフライ麺に、野菜のうま味とにがりを残した粗塩などで
仕上げた植物素材の液体スープと合わせました。

創健社 123g 248円

醤油屋さんの
うまチゲラーメン

4867

スープは化学調味料不使用で、
味噌と豆板醤のコクと辛みにチ
キンエキスの旨みを加えた濃厚
な味に仕上げました。

日食

醤油屋さんの
トマトラーメンラーメン
4868

トマトの酸味とコクが調和した塩
スープベースの洋風仕立て。

日食 2食入 518円

得111g 216円⇒211円

得2食入 464円⇒454円２・４週

２・４週

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

タカショク厳選水産物 ４週のみ 翌々凍

かじきまぐろ昆布〆2247
石川県の「サワラ」になります。

刺身用一本釣りいか2251
石川県産のいかです。

1杯（約200g） 609円

しめさば2261
程良く脂がのったサバを米酢、粗糖，
本味醂でシメサバに仕上げました。

ほたるいか炊き込みご飯の素2263
日本海でとれたほたるいかの風味を
残しながら、じっくりやわらかく炊き上げ
ました。

160g（2合用） 491円

国産いわしマリネ2277
味付けがまろやかです。

140g 458円

はたはた丸干し2293
骨まで丸ごと食べられます。

100g（10～12尾） 355円

得 1,008円⇒983円
160g

得537円⇒525円
170g

チラシ

毎日オメガ3グラノーラ
小腹満たしにちょうどいい 一口サイズのお菓子

４週のみ 翌々

α- リノレン酸や DHA・EPA
などのこと。特にα- リノレン

酸は、食品からしか摂取できない必須脂肪酸です。

オメガ３とは・・・
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今週のおすすめ！

カラーページに掲載しているアイテムの原材料は、全て各製品のページ、または２ページに掲載しています。

得1000ml 648円⇒635円

OGオーツミルク6935
有機オーツ麦の優しい甘みは、コーヒー・エ
スプレッソとの相性抜群です。スッキリとし
たコクのある美
味しさで、お菓
子作り、お料理
にもお使いいた
だけます。イタリ
ア産 オーガニッ
ク オーツミルク
です。

PRIMAVENA

４週のみ

得170g 422円⇒413円

植物素材の
キーマ風カレー（レトルト）

5860

国産大豆から作った大豆ミートを挽肉状
にし、植物素材だけで深い味わいとコクを
引き出したキーマ風
カレー。

創健社

４週のみ

得200g 216円⇒211円

無塩うどん5028
無塩そうめん5029

国産小麦100％使用の無塩乾麺（うどん、
そうめん）です。「熱湯こね製法」で均一に
生地を加熱処理してい
ますので、歯応えやコシ
のほか、小麦本来の美
味しさを楽しんで頂け
ます。無塩のため、塩
分を気にされる方に
もおすすめです。

はりま製麺

４週のみ

得4個入り 560円⇒548円

ベジれんこんハンバーグ92565
食感も楽しい。お子様に人気で
す。ベジだけで作りました

クックたかくら

４週のみ

得70g 243円⇒237円

オーサワ有機すりごま（白）2870

鉄釜でじっくりと煎り上げ、粗挽き製法で
程よく粒を残した有機のすりごまです。粗
挽きなので素材と程よ
く絡み、料理の味を引
き立てます。

オーサワ 得120g 378円⇒358円

粗挽きウインナー1752
屠畜直後の新鮮な肉の結着力を利用、
発色剤、結着剤、増量剤、化学調味料
など、無添加。野菜と煮込んでソーセージ
のスープ煮もおすすめです。

丹沢農場

毎日オメガ3グラノーラ6426
カラダにうれしい！えごま＆チアシード、アーモン
ド入りオメガ３を手軽に摂取できます。

毎日オメガ3ベジグラノーラ6427
オメガ３脂肪酸と食物繊維を豊富に含む国内
産のえごまとチアシードを使用したグラノーラ。
４種の野菜を使用しています。

太田油脂 各6個 270円

豚バラスライス1293
脂肪の質の良いもので風味とコクに優れて
いる豚バラを約3mm厚でスライス。

丹沢農場

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 549円⇒520円

若鶏ブツ切1518
モモ、ムネなどを骨付きでカットしました。唐揚
げ、鍋物にどうぞ。

秋川牧園 得300g 529円⇒502円

凍

翌々 不定期！ちょっと食べたいときに おすすめ乾きもの

パリポリ焼き昆布 25g6582
北海道の道東沖で採取される昆布を、昆布醤
油と本物の昆布・鰹・しいたけのこだわりのだ
しで調味し、香ばしさと旨味を加えるため焼き
を入れ、食べやすいようにカットしました。

いかすみあたりめ 22g6583
日本海近海で獲れた新鮮なスルメイカを旨み
を逃さないように皮をつけたまま、昆布醤油と
本物のイカスミを隠し味に使い、焼きたてのま
まソフトに裂きました。

むきむきサーモン 33g6584
北海道産の良質な秋鮭を原料に背骨を取り
除き3枚におろし、本物の昆布・鰹・しいたけの
こだわりだしで調味をし、食べやすいように皮
をさき一口サイズに乾燥させたおつまみです。

各 350円

葉酸こざかなアーモンド6585
生活習慣病の予防に、「葉酸」摂取を習慣化してほ
しいとの思いがこもった栄養機能食品です。鉄・カ
ルシウムを豊富に含む瀬戸内海産の片口イワシ
を使用し、砂糖・粉飴のみの懐かしく飽きのこない
味付けに仕上げています。

50g 497円
木桶醤油仕込みミックスナッツ6586

木桶仕込み醤油で風味豊かに。醤油の旨みにナッツの甘味が
引き立つ美味しさです。

70g 350円

イカリ豆6587
そら豆を国内自社工場にて独自の低温フライ製法でサクッと
皮ごと食べられるソフトな仕上がりに
したフライビーンズ。 95g 173円

調理済

翌々凍

チラシ

おとうふ工房いしかわ きらず揚げ

天然塩
きらず揚げ ４週のみ 翌々

6388 シンプルな塩味で噛めば噛む
ほど甘みも広がります。

黒砂糖6389 あっさりとした黒糖味でちょと甘
いものが欲しい時に最適です。

おとうふ工房いしかわ 各160g 346円

こだわりのお豆腐屋さんが出来立てのうの花を
使用し作った、歯ごたえのある揚げ菓子です

翌々 翌々
翌々

２・４週

２・４週

凍

翌々 不定期！

チラシ チラシ商品
5％引き！
チラシ商品
5％引き！

日本の食文化を支えてきた
伝統製法「発酵」

熟成発酵黒にんにくほぐし94802
青森県産福地ホワイト六片種にんにくを熟成発酵
させた黒にんにくです。熟成と発酵によって栄養価
の高まった黒にんにくでげんきをサポート。

堅実選品

黒あまざけ94804
黒麹を使った沖縄唯一の甘酒。お米のやさしい甘さとクエ
ン酸のほのかな酸味のバランスが絶妙なすっきりとした味
わい。ノンアルコール。

忠孝酒造 得720ml 1,008円⇒956円

得30g 2,031円⇒1,928円

エンバラ
ンスが新しくなりました

不定期！

マイボトル 各種
400mlのちょうどいいサイズ。マイボトルに。

1,870円

クリアコンテナ 各種
中身が見やすいクリアコンテナ。
用途に合わせて大きさをお選び下さい。

1,650円～

フードコンテナ 3.5L
スクエア（角型）タイプで、すっきり収納できます。シール
フタのため開け閉めが楽で、ホーロに比べて軽量で
す。ぬか床にも

2,750円

ティープラウンドコンテナ各種
パッキンはシリコン素材のため、熱湯消毒もOK。スムージー作
りにもおすすめ。

1,540円～

食品の元気・鮮度・栄養素を保つ容器

無添加おつまみ北海道日の出食品 お子様のおやつにも有馬芳香堂

皮ごと食べられるミツヤ

乾麺
常備に便利！
キャンプにもぴったり！

イチカラそば（乾麺）4848
自社農園で有機栽培した蕎麦を使用。
脱皮した蕎麦の実を丸ごと挽いた全粒
粉を使用。挽きたてのそば粉を使用し
た新潟県産即席そば！

イチカラ畑 103g 249円

ベジとんこつ風らーめん4902
国内産小麦粉を１００％使用したノンフライ麺
に、豆乳仕立てのコクうまスープと併せて、植
物素材のみでとんこつラーメン風に仕上げま
した。

創健社 100g 211円

酸辣湯麺4903
国内産小麦100％使用した油で揚げないノンフライ麺
に、米酢、黒酢のさわやかな酸味と唐辛子のピリッとし
た辛味のスープの組み合わせが絶妙です。

創健社

湯麺（タンメン）4904
国産小麦の小麦粉を１００％使用した低温熟成平打ちノ
ンフライ麺に、野菜のうま味とにがりを残した粗塩などで
仕上げた植物素材の液体スープと合わせました。

創健社 123g 248円

醤油屋さんの
うまチゲラーメン

4867

スープは化学調味料不使用で、
味噌と豆板醤のコクと辛みにチ
キンエキスの旨みを加えた濃厚
な味に仕上げました。

日食

醤油屋さんの
トマトラーメンラーメン
4868

トマトの酸味とコクが調和した塩
スープベースの洋風仕立て。

日食 2食入 518円

得111g 216円⇒211円

得2食入 464円⇒454円２・４週

２・４週

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

タカショク厳選水産物 ４週のみ 翌々凍

かじきまぐろ昆布〆2247
石川県の「サワラ」になります。

刺身用一本釣りいか2251
石川県産のいかです。

1杯（約200g） 609円

しめさば2261
程良く脂がのったサバを米酢、粗糖，
本味醂でシメサバに仕上げました。

ほたるいか炊き込みご飯の素2263
日本海でとれたほたるいかの風味を
残しながら、じっくりやわらかく炊き上げ
ました。

160g（2合用） 491円

国産いわしマリネ2277
味付けがまろやかです。

140g 458円

はたはた丸干し2293
骨まで丸ごと食べられます。

100g（10～12尾） 355円

得 1,008円⇒983円
160g

得537円⇒525円
170g

チラシ

毎日オメガ3グラノーラ
小腹満たしにちょうどいい 一口サイズのお菓子

４週のみ 翌々

α- リノレン酸や DHA・EPA
などのこと。特にα- リノレン

酸は、食品からしか摂取できない必須脂肪酸です。

オメガ３とは・・・
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加工豆・加工雑穀・乾物・小麦粉・パン粉・粉類・乾麺

4765

ケンコーフーズ

玄米お好み焼粉
小麦粉を一切使用せず、富山県産
米粉や佐賀県産玄米に、削り節
粉・昆布末を配合した玄米お好み
粉です。１袋で15㎝のものが３～
４枚焼けます。
【原材料】米粉、玄米、砂糖、削り節（さば・
かつお・うるめ・いわし）、食塩、昆布粉末

100g 259円

４週のみ

翌々週

乾　　麺

4768 パンケーキネオハイミックス
（砂糖使用）国内産小麦粉に焙煎小麦胚芽のまろや

かな甘みと香ばしさをプラス。小麦本
来のおいしさを追求したミックス粉。
【原材料】小麦粉（三重）、砂糖（タイ他海
外、北海道）、小麦胚芽（米国、カナダ
他海外）、食塩（オーストラリア、高知）、
べーキングパウダー［国内産（アルミ不
使用）］

400g 454円創健社 ４週のみ翌々週

4769 こな屋さんのてんぷら粉
国内産原料100％天ぷらがカ
ラッと揚がる。揚げ衣が冷めて
もベタつかない。
【原材料】小麦粉・馬鈴薯でん粉・こめ
粉（国内産）

500g 389円オーサワ

２・４週

4749 片栗粉

桜井食品

北海道常呂郡常呂町・斜里郡斜里町の契約農家
で契約栽培された馬鈴薯を、斜里岳から流れる
良質の天然水に晒して製造された純度の高い馬
鈴薯澱粉（片栗粉・粉末）です。

200g 248円

江別製粉
4670 薄力粉北海道産100％

１kg 486円
北海道産小麦100％の薄力粉。お菓子づくり
や天ぷらにはもちろん、手打ちうどんにも
ご利用いただけます。

4671 パン用粉北海道産100％
１kg 548円

北海道産小麦100％のパン用小麦粉。パンづ
くりにはもちろん、ピザ台やそばのつなぎ
にもご利用いただけます。���

4770 オーガニックパン粉
有機天然酵母パン使用　サクサ
クした食感。揚げ衣に使うと、
サクサクとした食感が楽しめま
す。
【原材料】有機小麦粉（北米産）、天然
酵母、食塩（シママース）

オーサワ 100g 292円

２・４週

4731
原材料は金沢大地の有機大豆「あやこが
ね」丸大豆100%。大豆本来の甘みがしっ
かりと感じられるきな粉です。
【原材料】有機大豆（石川県産）

国産有機きな粉

金沢大地 80g 294円

4515 有機鷹の爪
有機JAS。島根産。大ぶりで色鮮
やか、香りが高い。いろいろな料
理の辛味付けに。

5g194円
オーサワジャパン・島根県

２・４週

乾　　物 小麦粉・パン粉・粉類

4766 米粉のホットケーキみっくす
小麦・卵・乳を使わずに富山産米粉や
佐賀県産玄米等を使用したホットケー
キミックス粉です。米粉のふっくらも
ちもちとした食感をお楽しみ頂けます。
【原材料】米粉（富山県産）、砂糖、玄米、
食塩、ふくらし粉（アルミニウム不使用）

南出製粉 翌々週 180g 248円

４週のみ

4767 パンケーキネオハイミックス
（砂糖不使用）

国内産小麦粉に焙煎小麦胚芽のまろやか
な甘みと香ばしさをプラス。小麦本来の
おいしさを追求したミックス粉。
【原材料】小麦粉（三重）、小麦胚芽（米国、
カナダ他海外）、食塩（オーストラリア、
高知）、べーキングパウダー［国内産（ア
ルミ不使用）］

400g 443円創健社 翌々週 ４週のみ

4842
無農薬栽培し添加物や塩を一切使用せずに
製麺した十割そば乾麺です。 そば粉も乾麺
ではめずらしい全粒粉を使用している為、
栄養価の高い乾麺です。 また、濃厚なそば
湯もお楽しみいただけますので是非ご賞味
ください。
【原材料】そば粉（そば（国産））

十割そば ２・４週

イチカラ畑 180g 648円

4716
クリーンロースト製法でじっくり煎り上げ
て挽いたきな粉です。お料理にお菓子に手
軽に使えます。大豆の栄養素を効率的に摂
取でき、カルシウム、マグネシウム、カリ
ウム、リン、鉄などのミネラルも豊富です。
【原材料】大豆（国内産）

きな粉ミニパック

健康フーズ 10g×10袋 302円翌々週

４週のみ

4475
うまみと栄養がぎゅっと詰まった
蒸しひよこ豆。そのまま食べられ
ます。
【原材料】有機ひよこ豆、食塩、有機米
酢※食塩は赤穂の天塩を使用

有機蒸しひよこ豆

だいずデイズ 85g 270円

４週のみ

翌々週

4477
国産もち麦100%使用もち麦は穀類の中
でも食物繊維が多く含まれるのが特徴で
す。もちもち、プチプチした食感で、香
りもよく雑穀が苦手な方でも食べやすい
のが特徴です。
【原材料】もち麦(国産)

国産蒸しもち麦

だいずデイズ

４週のみ

翌々週 70g 216円

4476

だいずデイズ

蒸しスーパー大麦
食物繊維が通常の大麦の約2倍含まれ
ていると言われるスーパー大麦を、う
まみと栄養がぎゅっと詰まった蒸しタ
イプにしました。やわらかく蒸し上げ
ていますので、サラダに加えるだけで
お召し上がり頂けます。
【原材料】大麦（オーストラリア産）

４週のみ

翌々週 50g 216円

4474
有機白キヌア、有機赤キヌア、有
機黒キヌアの3種類。蒸してある
のでそのまま食べられます！
【原材料】有機白キヌア、有機赤キヌア、
有機黒キヌア

3色の蒸しキヌア

だいずデイズ 60g 270円

４週のみ

翌々週

4473

だいずデイズ

有機蒸しミックスビーンズ
5種の豆をミックス。蒸してあるのでそ
のまま食べられます！
【原材料】有機ひよこ豆、有機大豆（遺伝
子組み換えでない）、有機青えんどう、
有機赤いんげん豆、有機黒いんげん豆、
食塩、有機米酢※食塩は赤穂の天塩を
使用

４週のみ

85g 270円翌々週

4472 10種の蒸し雑穀

ムソー

希少な国産原料にこだわった十種の雑穀を蒸
して、やわらかく仕上げました。このままサ
ラダやお料理にお使いください。【原材料】も
ち大麦、大豆（遺伝子組み換えでない）、小豆、
黒米、発芽玄米、たかきび、黒大豆（遺伝子組
み換えでない）、赤米、はと麦、緑米、食塩（赤
穂の天塩）、米酢

４週のみ

70g 216円翌々週

4703

4704

国産小麦粉とタピオカ澱粉を使用した
チヂミミックス。昆布粉末、オニオン
粉末、しいたけ粉末を加え風味よく仕
上げました。動物性原料不使用。直径
約24cm 2枚分。
【原材料】小麦粉[小麦（滋賀県）]、タピオカ
澱粉（タイ他）、昆布粉末（北海道）、オニオ
ン粉末（兵庫）、しいたけ粉末（国内産）、食
塩（メキシコ、オーストラリア、国内産）

国産小麦粉と国産小麦の全粒粉を使用
したピザミックス。食物繊維の補給に
も。発酵不要で、フライパンでも手軽
に作れます。直径20cm 2枚分。
【原材料】小麦粉（小麦（北海道、岩手））、小
麦全粒粉（岩手）、砂糖（タイ他海外、北海
道）、食塩／ベーキングパウダー

もちもちチヂミミックス

全粒粉入りピザミックス

創健社 200g 416円４週のみ 翌々週

200g 410円

お米のしっかりとした弾力と、優しい味わ
いはエスニック料理にはもちろん、和食の
素材としても。

アスプルンド

【原材料】玄米（タイ）
4865 玄米ヌードル

【原材料】白米（タイ）
4866 白米ヌードル

４週のみ

翌々週 各220g 410円

得

得
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乾麺・生麺

ジロロモーニのオーガニックスパゲッティ ４週のみ 翌々週

スパゲッティよりも若干細めのロングパスタで、ソースにとても良く絡みます。
4889 有機スパゲッティーニ（1.4mm) 500g 420円

小麦本来の味と香り、強いコシ。スタンダード。
4890 有機スパゲッティ（1.7mm) 500g 420円

小麦本来の味と香り、強いコシをお楽しみください。
4891 有機スパゲットーニ（2.1mm) 500g 420円

スパゲッティよりもやや幅広のロングパスタで、ソースにとても良く絡みます。
4892 有機リングイネ（2.95×1.2mm) 500g 420円

本場イタリア産のEUオーガニック認定、並びに有機JAS認定の有機ペンネです。表面
に筋がありソースの絡みもよく、イタリアでも人気の高いショートパスタです。

4894 有機ペンネ 250g 291円

全粒粉入りのペンネです。
4895 有機全粒粉ペンネ 250g 291円

【原材料】4889~4894：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア）
4895：有機デュラム小麦のセモリナ［全粒粉（イタリア）］

4903
国内産小麦100％使用した油で揚げ
ないノンフライ麺に、米酢、黒酢
のさわやかな酸味と唐辛子のピ
リッとした辛味のスープ。
【原材料】めん[小麦粉（北海道）]、でん粉（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：九州）、チキン
エキス（鶏：九州）、ごま油（ごま：アフリカ他海外）、砂糖[さとうきび（鹿児島）]、生姜ペー
スト[生姜（日本他海外）]、酵母エキス（日本他海外）、香味食用油（国内製造）、オイスター
エキス[かき（海外産）]、でんぷん（国内製造）、胡椒粉末（国内製造）、にんにくペースト[に
んにく（海外産）]、唐辛子粉末/かんすい（モンゴル）、パプリカ色素、香辛料抽出物、（一
部に小麦、大豆、ごま、鶏肉を含む）

酸辣湯麺

創健社 111g 216円

４週のみ

翌々週

5023 ソース焼きそば

健康フーズ（杉）

麺は100％国内産小麦粉で無かん水、自
然塩を使用の即席焼きそば。【原材料】
（麺）国産小麦粉・パーム油・小麦たん白・
食塩・卵殻カルシウム。（添付調味料）り
んご・トマト・にんにく・玉ねぎ・生姜・醸
造酢・砂糖・ブドウ糖果糖液糖・食塩・コー
ンスターチ・香辛料・酵母エキス・かつお
エキス・昆布エキス・本みりん・生姜・青の
り

４週のみ

120g×2302円翌々週

5021
国内産小麦100%使用! 無かん水麺で油脂を一切
使ってません。
【原材料】小麦粉、小麦たん白、食塩、全卵粉、卵穀
カルシウムスープ：食塩、粉末醤油、糖類、胡麻、
酵母エキス、魚醤パウダー、麦芽エキス、ネギ、卵
殻カルシウム、（原材料の一部に大豆、エビ、イカ、
を含む）

本格派中華ラーメン３人前

杉食 78g×3（スープ付）356円

４週のみ

5024 カレーうどん
原料に100%国産小麦粉を用い、自然
塩を使用した無かん水麺のインスタ
ント麺です。スープは自然の素材にこ
だわりました。
【原材料】油揚げめん（小麦粉・でん粉・
植物油脂・食塩・粉末豆乳・卵殻カルシ
ウム）、でんぷん、糖類、食塩、カレー粉、
植物たん白加水分解物、乾燥玉ねぎ、植物たん白肉

2袋 346円健康フーズ 翌々週

４週のみ

4886
日本古来の雑穀「きび・あわ・ひ
え」につなぎとして、タピオカでん
粉（加工でん粉）を使用した、歯応
えのあるパスタ。小麦粉不使用。
【原材料】うるちきび（中国）、うるとちあわ（中国）、ひえ（イン
ド）、/加工澱粉（タイ）

三穀deパスタ

創健社 180g 421円

４週のみ

翌々週

国内産小麦粉を100％使用したノンフラ
イ麺に、豆乳仕立てのコクうまスープと
併せて、植物素材のみでとんこつラーメ
ン風に仕上げました。
【原材料】めん〔小麦粉［小麦（北海道）］、澱粉（北海
道）、食塩（香川）〕、豆乳粉末［大豆：遺伝子組換え
でない（米国、カナダ）］、酵母エキス（国内産他海
外）、食塩（イタリア）、デキストリン（国内他海外）、砂糖（タイ他海外）、
粉末ごま油（グァテマラ他海外）、野菜粉末（中国他海外）、白いりごま（パ
ラグアイ他海外）、野菜エキス粉末（国内産他海外）、香辛料（アメリカ、
ベトナム）、乾燥ねぎ（中国）、ごま油（アフリカ、中南米）/かんすい（モ
ンゴル）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

4902 ベジとんこつ風らーめん

創健社 100g 211円

４週のみ

翌々週

生　　麺

5020 中華そば３人前
国産小麦粉を100%原料とし油脂を使用して
いない、乾麺タイプのそばです。昔ながらの
製法で長時間低温乾燥をしている為、生麺の
うまみが残っています。
【原材料】小麦粉、小麦たん白、卵、卵穀カルシウム、
食塩

220g 205円杉食 翌々週

４週のみ

5197
5198

生パスタスパゲティ
生パスタスフィットチーネ

生パスタだから味わえる「もちもち食感」。乾麺とは違う本格パスタがご家庭で簡単に楽しめ
ます。食品保存料を一切使用しておりませんので、安心してご使用いただけます。茹で時間
も4分と短いため、主婦には便利な簡単調理パスタです。
【原材料】デュラム小麦のセモリナ粉、食塩

本田商店 翌々週 ４週のみ 各110g×2食 346円生麺

4863
北海道産小麦粉使用のノンフライ麺。国産
の大豆・小麦を使用した天然醸造の丸大豆
醤油をベースにしたスープは化学調味料及
び食品添加物を使用しておりません。
【原材料】めん（小麦粉、食塩、貝殻焼成カルシ
ウム、かんすい）、添付調味料（醤油、食塩、
砂糖、豚脂、煮干しだし、酵母エキス、ポー
クエキス、チキンエキス、かつお節エキス、ガー
リックエキス、メンマ味、香辛料）

醤油屋さんのしょうゆラーメン
２・４週

日食 2食入 410円

4850
金沢大地の有機小麦を使用し、麺は本場讃
岐にて伝統の手延べ製法で仕上げました。
寝かしと延ばしを丹念に繰り返すことで、
コシと小麦の風味がいきた深い味わいにな
ります。
【原材料】有機小麦（石川県産）、食塩、胡麻油

国産有機素麺２・４週

金沢大地 50g×5束 674円

4904
国産小麦の小麦粉を100％使用した
低温熟成平打ちノンフライ麺に、野
菜のうま味とにがりを残した粗塩な
どで仕上げた植物素材の液体スープ
と合わせました。動物性原料不使用。
【原材料】めん（小麦粉（小麦（国産））、澱
粉、食塩）、食塩、なたね油、酵母エキス、砂糖、発酵調味料、
野菜エキス、澱粉、にんにくペースト／かんすい、（一部に小
麦を含む）

湯麺（タンメン）

創健社 123g 248円

４週のみ

翌々週

4867
コクと辛さを追求。味噌と豆板醤のコク
と辛みにチキンエキスの旨みを加えた濃
厚な味に仕上げました。
【原材料】めん［小麦粉（小麦（北海道）、食塩
／貝殻焼成カルシウム、かんすい］添付調味
料［みそ、豆板醤、食塩、にんにく、酵母エ
キス、チキンエキス、ごま油、砂糖、ねり
ごま、しょうが]　（一部に小麦・大豆・鶏肉・
ごまを含む）

醤油屋さんのうまチゲラーメン

日食 2食入 464円

２・４週

4868
トマトの酸味とコクが調和した塩スープ
ベースの洋風仕立て。酸味とコクが調和
した洋風仕立てです。
【原材料】めん〔小麦粉（小麦（北海道））、食塩
／貝殻焼成カルシウム、かんすい〕、添付調味
料〔トマトペースト（ポルトガル産）、チキン
エキス、オリーブオイ ル、食塩、ミックススパ
イス（香辛料、馬鈴薯でん粉、寒天）、砂糖、ナ
チュラルチーズ、酵母エキス、にんにく〕（一
部に小麦・乳成分・鶏肉を含む）

醤油屋さんのトマトラーメン

日食 2食入 518円

２・４週

4884
国内産小麦粉使用吉野本葛入りで
シコシコとしたコシの強い麺。
【原材料】小麦粉(国内産)､食塩(いそし
お)､吉野本葛､ごま油

手延葛うどん

坂利製麺 200g 432円

４週のみ

4848
自社農園で有機栽培した蕎麦を使用。脱
皮した蕎麦の実を丸ごと挽いた全粒粉使
用。挽きたてのそば粉を使用した即席そば。
【原材料】【油揚げめん】（小麦粉（国産））そば粉（有機そば100％
（新潟県産））植物油脂（パーム油）、馬鈴薯でん粉（国産：遺伝子
組み換え原料不使用）、植物性たん白（大豆：遺伝子組み換え原
料不使用）、食塩（香川県産））【粉末スープ】（砂糖（北海道産　甜
菜：遺伝子組み換え原料不使用）、食塩（神奈川県産）、粉末醤油（国産大豆：遺伝子組
み換え原料不使用）（国産小麦等）、酵母エキス、かつお節、昆布パウダー、麦芽エキス、
ねぎ、さば節）/酸化防止剤（大豆由来ビタミンE）、（一部に小麦・そば・大豆・さば含む））

イチカラそば（乾麺）１・３週

イチカラ畑 103g 249円

5028
5029
国産小麦100％使用の無塩乾麺（うどん、
そうめん）です。「熱湯こね製法」で均一
に生地を加熱処理していますので、歯応
えやコシのほか、小麦本来の美味しさ
を楽しんで頂けます。無塩のため、塩分を
気にされる方にもおすすめです。
【原材料】小麦粉（国内産）

無塩うどん
無塩そうめん

はりま製麺 各200g 216円

４週のみ

翌々週

↑

↑

得

得

得
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塩・蜂蜜製品・ジャム・砂糖・甘味料

4種の有機ドライハーブ使用爽やかな
香り。海の精やきしお」にドライハー
ブをブレンド。食材の下ごしらえや
臭み消しに。
【原材料】やきしお(海の精)､有機バジル(エ
ジブト産等）、有機オレガノ(アメリカ産他)､
有機パセリ・タイム(オーストリア産他)

海の精・有機ハーブソルト

海の精(オ)

5498 ビン
5499 詰替

55g 518円
55g 346円

４週のみ 5539
３億５千万年前、太古の海水が、大陸
内に閉じ込められ、長い年月をかけて
結晶化したものが「ヒマラヤの岩塩」で
す。ヒマラヤ山脈のふもと、岩塩の層
が最も厚い、地下数百ｍの地点から採
取されており、酸性雨などによる汚染
の心配がありません。岩塩は酸化還元
力が非常に高く、天然のマイナスイオ
ン発生体として、自然治癒力を高める
といわれています。多種のミネラル成
分、鉄、カルシウム、亜鉛などが含まれ、まろやかな味
わいがあります。
【原材料】ヒマラヤ岩塩（パキスタン）

ヒマラヤ岩塩

金沢オーガニッククラブ 300g 648円

４週のみ

砂糖・水飴・甘味料

5558
北海道特産のてんさい
大根から抽出されたお
なかにやさしい砂糖。
てんさい含蜜糖として
売られているものと同
一品です。
【原材料】てん菜（ビー
ト）：北海道十勝産

てんさい糖

ホクレン（創健社）
650g 519円

２・４週 5572
北海道特産のビート（甜菜、砂
糖大根）糖蜜から抽出したオリ
ゴ糖。腸内で有用なビフィズス
菌の栄養源となります。エネル
ギーは、砂糖の約70％。酸に強
いので胃で消化されることなく
大腸まで達し、ビフィズス菌の
栄養源となります。
【原材料】ビート糖蜜
［ビート（北海道）

ビートオリゴ

日本甜菜糖 300g 540円

４週のみ

翌々週

5573
国内産（南西諸島産）のさと
うきび原料を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
イプのお砂糖です。とけや
すくて使いやすく、料理の
味を引き立たせます。粉砂
糖の代用品にもなります。
【原材料】原料糖［さとうきび（国内産：南西諸島）］

さらさら粗糖

創健社 200g 249円

４週のみ

翌々週

5403
カナダのブルーベリーの花から
採れたはちみつです。程よい甘
みとさわやかな風味は飽きるこ
とのない味わい。
【原材料】純粋ブルーベリーはちみつ
（カナダ産）

ブルーベリーのはちみつ

クインビーガーデン 190g 702円

４週のみ

翌々週

5401
カナダ産の純粋はちみつは上品でま
ろやかな自然な甘味が特長です。片
手でも使いやすいワンタッチボトル
に入れました。
【原材料】カナダ産はちみつ

カナダ産純粋はちみつ

クインビーガーデン

500g1,188円

４週のみ

翌々週

蜂蜜製品

5424
プロポリスを配合したMGO100+のマヌ
カハニーです。プロポリスはミツバチが
樹の樹液を集めて自身の分泌物を混ぜ合
わせたもので、巣の中の殺菌や外部から
の殺菌汚染を防ぐ働きがあります。有用
成分フラボノイドやアミノ酸、ミネラル
などの天然成分が含まれています。
【原材料】ニュージーランド産マヌカはちみ
つ、プロポリス抽出物（2.0％）

プロポリス入りマヌカハニー

アピヘルス 250g 3,240円

４週のみ

翌々週

ジ ャ ム

5369

国内産（主に熊本県）の
ブルーベリーを使用
し、素材の持ち味を大
切に仕上げました。爽
やかな酸味と豊かな香
りをお楽しみいただけ
ます。甘さひかえめ、
糖度50度。
【原材料】砂糖［甜菜（国内産:主に熊本）］、
ブルーベリー（国内産：主に熊本）、レモ
ン濃縮果汁（イタリア）/増粘剤（ペクチン）

国内産ブルーベリー
ジャム

創健社 200g 551円

４週のみ

翌々週

5370
国内産のいちごを
使用しています。
素材の持ち味を大
切にし、鮮やかな
色と果実本来の風
味を損なわずに仕
上げました甘さひかえめ、糖度50度。
【原材料】砂糖（北海道）、いちご（国内産：
主に静岡・徳島・奈良）、レモン濃縮果汁
（イタリア）、増粘剤（ペクチン）

いちごジャム

創健社 200g 454円

４週のみ

翌々週

5371
国内産のいよかんの皮
とみかん果汁使用。素
材の持ち味を大切に
し、鮮やかな色と果実
本来の風味を損なわ
ずに仕上げました。着
色料は不使用。マイル
ドな味わいです。
【原材料】砂糖（北海道）、いよかん（愛媛）、
みかん果汁（国内産：主に四国・中国地方、
中部地方、九州地方）、レモン濃縮果汁（イ
タリア）、増粘剤（ペクチン）、香料（オレ
ンジオイル）

マーマレード

創健社 200g 454円

４週のみ

翌々週

5372
醗酵したカシスの
旨みとハチミツの
甘みが合わさった
とても贅沢な逸品
です。ニュージーラ
ンド産カシス。
【原材料】醗酵カシス
（カシス、甜菜糖）、蜂
蜜（ミャンマー）、オリ
ゴ糖（国内産）、糊料（ペクチン）、クエン
酸

発酵カシスの魅力

ジャフマック 130g 540円

４週のみ

翌々週

5260
有機JAS認証の愛媛県産有機ゆずを使用。
自然の風味を大切に、甘さ控えめ（糖度34
度）でも後味も上品な美味しいマーマレー
ド。紅茶に溶かしてもおすすめです。
【原材料】有機砂糖、有機ゆず／安定剤（ペク
チン）、酸化防止剤（V.C)

国産有機ゆずマーマレード

デイリーフーズ
140g734円

４週のみ

翌々週

5268
果肉を64％使用しいちごの甘さを
大切にしました。
【原材料】有機苺、有機砂糖、有機レモ
ン濃縮果汁／安定剤(ペクチン）

有機いちごジャム

デイリーフーズ

135g 670円

４週のみ

翌々週

5374
遠藤製餡 有機小倉あんバターは、有機
栽培された小豆の風味とさっぱりとし
た甘さが感じられる有機砂糖にグラス
フェッドバターを丁寧に練り込んだ有
機JAS認証のあんバター
【原材料】有機砂糖(ブラジル)、有機小豆、バター

有機小倉あんバター

遠藤製飴 300g 518円

４週のみ

翌々週

5564

デーツだけを使用した濃厚で
コクのある甘さのデーツシ
ロップ。ヨーグルト、パンケー
キ、料理の砂糖代わりに。
【原材料】デーツ（なつめやしの
実）

デーツシロップ
(デーツクラウン)

創健社 400g 1,058円

４週のみ

翌々週

5267
有機栽培のブルーベリー、有機砂糖、
有機レモン果汁を使用しました。
【原材料】有機ブルーベリー、有機砂糖、
有機レモン、濃縮果汁/安定剤（ペクチン）

有機ブルーベリージャム

デイリーフーズ 135g 680円

４週のみ

翌々週

5351
木頭村の気候風土にはぐくまれた柚
子の香り高く、ジューシーなマーマ
レードになりました。パンやケーキ
につけるほか、紅茶に加えてマーマ
レードティーにも。
【原材料】ゆず、砂糖、蜂蜜

ゆずマーマレード

きとうむら 145g瓶 535円

２・４週

塩・加工塩

5512
玉藻と呼ばれたホンダワラなどの海藻を
使用し、手間暇かけて作った藻塩です。
尖った辛さがなくまろやかな口当たりを
お楽しみ頂けます。
【原材料】海水、海藻

海人の藻塩

蒲刈物産 100g 513円

４週のみ

翌々週

奥能登のきれいな海水を二種類の浄化フィ
ルターと流水殺菌装置によって清浄化。非
直火式低温製法により、自然のミネラルバ
ランスそのままの、ミネラル豊富な塩。
【原材料】海水

奥能登海水塩

奥能登製塩

648円
1,296円

２・４週

5530 200g
5531 500g

新

得
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砂糖・甘味料・醤油・味噌・調味料・マヨネーズ・ケチャップ

醤油・味噌・発酵調味料

5686
金沢大地の有機認証大
豆と小麦を原料に淡口
作りの塩分バランスの
芳醇で爽やかな醤油。

片上醤油

国産有機醤油（淡口）

900㎖瓶1,188円

5687

足立醸造

国産有機醤油（濃口）
十分にアミノ酸が醸成
されしみじみ美味しい
「濃口」です。
【原材料】金沢大地有機大
豆・有機小麦・自然塩

900㎖瓶1,188円

5719 有機立科麦みそ

国内産有機
大麦・大豆使
用麦の風味・
甘みがいき
ている。
【原材料】有
機 大 麦（ 岩
手・栃木産）、有機大豆（岩手・
青森産）、食塩（オーストラリア
産）

750g 1,080円オーサワ

5701 大･天祐醤油（濃口）1.8ℓ 1,764円
5702 小･天祐醤油（濃口）720㎖ 881円
5706 大・天祐味噌 2kg 1,976円
5707 小･天祐味噌 1kg 988円
5710 胡麻味噌 120g 395円
厳選素材を用いた濃厚な胡麻味噌。
ゆでた野菜に和えれば
胡麻和えが完成。お麩
にぬって田楽に、サラ
ダに少し載せて風味を
きかせるのもおすすめ
です。
【原材料】砂糖（三温糖）、
みりん、味噌（天祐米糀
味噌）、黒胡麻

中初商店
中初商店さんは、創業1896年。金沢の老舗の醤油と味噌

の醸造元です。

厳選された国産大豆と国産小麦、天日塩を用い、自然の

摂理にのっとった「天然醸造」で通常より長めのおよそ2

年間じっくりと時間をかけ、醗酵・熟成させています。

5713 有機加賀味噌
金沢の有機栽培
農家・井村辰二郎
が丹精こめて育
てた有機大豆と
有機米を使い、
「金沢」の伝統的
な味噌に仕上げ
ました。

500g 975円
金沢大地 冷蔵

２・４週

5736

山忠

深いコクとうまさを含ん
だ辛味調味料は、日本料
理、中華、西洋料理とす
べての料理に合わせる事
ができます。韓国では普
及率100%の伝統調味料
で、唐辛子の味をベース
にした発酵調味料です。
【原材料】小麦粉（アメリ
カ）、水飴（韓国）、唐辛子
（中国）、食塩（韓国）、ぶど
う糖（韓国）、果糖（韓国）、香辛料（中国）、酒
精（韓国）

コチュジャン（チューブ）

43g141円翌々週

４週のみ

5774
国産玄米100％の
使いやすいバラこ
うじです。乾燥玄
米こうじを使って
玄米塩麹、玄米甘
酒、玄米味噌など
がご家庭でおつく
りいただけます。
【原材料】玄米（国産）

乾燥玄米こうじ

ますやみそ 300g 464円

４週のみ

翌々週

5574

48度以下で加熱処理を行っ
た有機ブルーアガベシロッ
プです。自然なコクと深み
のある甘さで後口もあっさ
りです。
【原材料】有機アガベ

有機アガベシロップ
ローダーク

アルマテラ 330g 648円
翌々週

４週のみ

5787

エコファーム奥野

2度の台風にも負けず
に育った奇跡の米、伊
勢神宮御神米「伊勢ヒ
カリ」使用。その生命力
とエネルギーを発酵さ
せた美容食品です。
【原材料】玄米（イセヒカリ）、
米こうじ

490㎖ 900円

奥野さんの玄米甘酒
２・４週

調 味 料

5722

「国産大豆そぼろ（ミート）」
を使用した植物素材100％
のヘルシーな調味料。カラ
ダにやさしく「ピリ辛」アク
セントの効いた醤。ピリ辛
野菜炒めがおすすめ。
【原材料】有機醤油、粗糖、なた
ね油、大豆加工品、玉ねぎ、発酵
調味料、食塩、でん粉、生姜、パプリカ粉末、りん
ご酢、酵母エキス、ジャンボにんにく、にんにく、
唐辛子粉末（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

国産大豆そぼろの
ベジ辛醤

マルシマ

80g（40g×2）235円
翌々週

5561
シロップ状のマスコバド
糖です。マスコバド糖と
水だけでつくりました。
クセがなく、比較的サラッ
としていますので、和洋
問わず幅広い用途にご使
用いただけます。アイス
コーヒーにも。
【原材料】黒砂糖（フィリピン
産）

マスコバド糖黒みつ

ATJ 200ml702円

２・４週

5742
5743
5744
マルマン 

化学肥料・農薬を使わない有機栽培の大豆と米を100％原料に使
用した有機JAS認定の無添加信州味噌です。
【原材料】有機大豆、有機米、食塩

赤味噌特有のコクのある濃厚な味。赤有機生みそ
麹歩合が10割でほんのり甘味を感
じます。白有機生みそ
麹歩合が12割・塩分を従来品より
25％カットした有機JAS認定の減
塩味噌。

有機減塩みそ
翌々週４週のみ 500g 475円

マヨネーズ・ケチャップ

5810
卵を使わずに、豆乳を
使用したコレステロー
ルゼロのマヨネーズタ
イプの製品です。
【原材料】大豆油（遺伝子
組換えでない）、豆乳（遺
伝子組換えでない）、米
酢、てんさい含蜜糖、豆
乳発酵液（白神こだま酵
母使用）、食塩、香辛料

マヨビーンズ

ケンコーフーズ 300g 594円

４週のみ

翌々週冷蔵

5792
九州は大分県久住高原の豊
かな環境で平飼いされたニ
ワトリたちの大切なタマゴ
を使ったあっさりまろやか
風味のマヨネーズ。
【原材料】食用植物油脂［なた
ね油（オーストラリア）、べに
花油（アメリカ又はメキシ
コ）］、卵黄（大分）、醸造酢［り
んご（チリ）、さとうきび（ブ
ラジル、タイ他海外）］、砂糖［てんさい（北海
道）］、食塩（オーストラリア、高知）、香辛料
［マスタード（カナダ）］、（一部に卵・りんご
を含む）

有精卵マヨネーズ

創健社 300g 497円

5799

無添加・無着色で国産の
椎茸・昆布をたっぷり使
用し黒にんにくが入った
商品です。美味しくて元
気になれる、そしてクセ
になる辛さで、色々な料
理にお使いいただけます。昆布と椎茸が
たっぷり入った和風テイスト。
【原材料】ごま油（香川県産）、なたね油（福岡
県産）、昆布（北海道産）、椎茸（宮崎県産）、白
ごま（香川県産）、黒にんにく（宮崎県産）、食
塩、唐辛子（国産）、にんにく（宮崎県産）、ねぎ
（国産）、きび砂糖（沖縄県産）、しょうゆ（国
産）、本みりん（国産）、日本酒（国産）、黒糖

黒にんにくうまいから
食べてみて

MOMIKI 80g701円

４週のみ

翌々週

5796
圧搾しぼりの「えごま一番」を
使用した卵黄タイプのあっさ
りまろやか風味のマヨネーズ
です。
【原材料】食用植物油脂［えごま
油（えごま：中国）、べに花油（ア
メリカまたはメキシコ）、なた
ね油（オーストラリア）］、卵黄
（中部地方、北陸地方）、醸造酢
［りんご（チリ）、さとうきび（ブ
ラジル、タイ他海外）］、砂糖（北
海道）、食塩（オーストラリア、
高知）、香辛料［マスタード（カナダ）］、（原材料
の一部にりんごを含む）

えごま一番マヨネーズ

創健社 205g 540円

４週のみ

翌々週
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マヨネーズ・ケチャップ・レトルト

5857
人気のレトルトカレーシリーズにエスニックカレーが仲間入り！コ
コナッツミルクと豆乳ベースに８種類のハーブとスパイスが合わ
さって、コクのあるスパイシーな味わいに仕上がっています。
【原材料】ココナッツミルク[ココナッツ（インドネシア産）]、たけのこ（国
内産）、特別栽培にんじん（国内産）、赤パプリカ（国内産）、豆乳（国内産）、
オーサワの国内産大豆ミート、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エ
キス、米粉（国内産）、食塩（海の精）、香辛料、おろししょうが（国内産）、
オーサワの豆板醤、おろしにんにく（青森産）

オーサワのベジエスニックカレー

オーサワ 170g 400円

４週のみ

レトルト

5854
植物素材でつくった明太子クリーム風パスタソース。プ
チプチした食感、ピリッとした辛味。
【原材料】野菜（玉ねぎ、人参）アマランサス、豆乳、オリーブ油、
食塩（海の精）、米粉、小麦粉、おろしにんにく、酵母エキス、香
辛料

オーサワのベジパスタソース（明太子クリーム風）

オーサワ 160g 378円

４週のみ

レトルト

レトルト

5851
秋川牧園のヨーグルトと鶏肉を使用。トマトベースに鶏
もも肉の旨味とスパイスが効いた食べやすいカレーです。
【原材料】鶏肉、炒めたまねぎ、トマトペースト、クリーム（乳製品）、
はっ酵乳、小麦粉、カシューナッツペースト、砂糖、バター、香
辛料、全粒粉、食塩、べにばな油、おろししょうが、カレー粉、シー
ズニングスパイス、（一部に乳成分、小麦、カシューナッツ、鶏
肉を含む）

バターチキンカレー ２・４週

秋川牧園 180g 443円レトルト

5852
秋川牧園のヨーグルトと鶏肉を使用。鶏もも肉の濃厚な
コクに瀬戸内レモンのほどよい酸味が食欲をそそるカ
レーです。
【原材料】鶏肉、炒めたまねぎ、クリーム（乳製品）、はっ酵乳、ト
マトペースト、べにばな油、小麦粉、砂糖、レモンジュース（スト
レート）、全粒粉、カレー粉、食塩、おろししょうが、（一部に乳
成分、小麦、鶏肉を含む）

瀬戸内レモンのチキンカレー

秋川牧園 180g 443円

２・４週

レトルト

5847
国産原料にこだわりました。お肉と貝エキスのダブルの旨味で仕上げた、
濃厚でコクのあるスープが特長です。豆腐と卵があればいつでもできます。
【原材料】豆板醤（国内製造）、貝エキス、でん粉、ポークエキス、米みそ、に
んにく、水あめ、酵母エキス、香辛料、砂糖、チキンエキス、チキンブイヨン、
動物油脂、発酵調味料、しょうゆ、生姜、（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉を
含む）

スンドゥブの素

健康フーズ 170g 356円

４週のみ

翌々週

5849
植物性素材でつくったこだわりカレー風味。豊かな国産きのこ使用。
程よい辛さの中辛タイプです。
【原材料】ローストオニオン（国産）、まいたけ・ぶなしめじ（国産）、なたね油、
平茸（国産）、有機トマトペースト（アメリカ産）、小麦粉（北海道産）、おろ
し生姜・おろしにんにく（国産）、白菜エキス、酵母エキス、食塩（海の精）、
メープルシュガー（カナダ産）、醤油、クミン（イラン・インド産）、ナツメッ
グ（インドネシア産）、パプリカ（スペイン産）、コリアンダー（モロッコ・
カナダ産）、ターメリック（中国産）、ガラムマサラ（中国・インド産他）、赤
唐辛子・シナモン（中国産）、カルダモン（グァテマラ産）

オーサワのベジきのこカレー

オーサワ 210g 367円

４週のみ

5846
チーズのようなコクのある味わい。植物性素材でつくったベジパスタ
ソースのカルボナーラ風。豆乳ベースのクリームソース。ねり粕を隠し
味に加えたことで、チーズのようなコクが味わえます。
【原材料】豆乳（国内産）、特別栽培玉ねぎ（国内産）、赤パプリカ（国内産）、燻
製玉ねぎ〔玉ねぎ（国内産）、オリーブ油（ギリシャ産）、こしょう（マレーシア
産）、食塩（オーストラリア産）〕、小麦粉（国内産）、粒状大豆たんぱく、オリー
ブ油（イタリア産）、スイートコーンパウダー（国内産）、ココナッツミルク、
かぼちゃペースト（国内産）、食塩（海の精）、味噌、ねり粕、酵母エキス、メー
プルシュガー（カナダ産）、黒こしょう（ブラジル産）、おろしにんにく（国内産）

オーサワのカルボナーラ風ベジパスタソース

オーサワ 140g 367円

４週のみ

5853
秋川牧園のヨーグルトと鶏肉を使用。鶏挽肉の旨みとヨー
グルトのコクをいかしたシンプルで食べやすいかれーで
す。
【原材料】鶏肉、炒めたまねぎ、トマトペースト、べにばな油、小
麦粉、はっ酵乳、カレー粉、砂糖、食塩、おろししょうが、（一部
に乳成分、小麦、鶏肉を含む）

鶏キーマカレー２・４週

秋川牧園 180g 434円レトルト

5801
イタリア産のオーガニックトマ
トをベースに、香味野菜とエ
キストラ・ヴァージン・オリー
ブオイルで味を整えた、トマト
と香味野菜がぎゅっとつまっ
た有機トマトソースです。
【原材料】有機トマト、食塩、有
機食用オリーブ油、有機オニオ
ンパウダー、有機砂糖、有機セ
ロリパウダー

基本の有機トマトソース

アルチェネロ

3P600g（200g×3）889円

４週のみ

翌々週

5802

ほどよい辛さがきいた有
機トマトソースです。
【原材料】有機トマト、食塩、有
機砂糖、有機食用オリーブ油、
有機オニオンパウダー、有機唐
辛子パウダー、有機ガーリック
パウダー、有機パプリカパウ
ダー、有機パセリパウダー

基本の有機トマトソース
唐辛子入

アルチェネロ

3P600g（200g×3）889円

４週のみ

翌々週

5850
丸ごと2本入った手羽元は軟骨までホロホロと柔らかく、しっかり
旨みの溶け込んだカレーはじんわりと辛味を感じクセになるおいし
さです。
【原材料】鶏肉（手羽元）(国産)、玉ねぎ、鶏がらスープ、植物油脂（菜種）、
トマトケチャップ、小麦粉、おろしにんにく、チャツネ、おろししょうが、
ウスターソース、ガラムマサラ、醤油、クミンパウダー、コリアンダー
パウダー、ウコンパウダー、カルダモンパウダー、赤唐辛子粉末、酵母
エキス、（一部に小麦・鶏肉・りんご・大豆を含む）

本格チキンカリー

秋川牧園 220g 469円

２・４週

レトルト

5808

トマトはアメリカ産有機栽
培完熟トマトを100％使
用。トマトの甘みとリンゴ
酢の酸味を活かしたマイル
ドな味。遺伝子組み換え原
料不使用。
【原材料】有機トマト（アメリ
カ）、ぶどう糖果糖液糖、り
んご酢［りんご（チリ）］、食塩
（メキシコ、オーストラリア、
沖縄）、たまねぎ（北海道）、
香辛料

有機栽培完熟トマト使用
トマトケチャップ

創健社 300g 389円

5798
イタリア産の完熟有機ト
マトをじっくり煮込み、
トマト本来の旨みをきか
せたコク深い味わいで、
トマト料理が手早く簡単
に仕上がります。
【原材料】有機野菜（有機トマト
（イタリア産）、有機にんにく）、
有機砂糖、有機食用植物油脂、
有機レモン果汁、食塩、有機
澱粉、有機醸造酢、有機香辛
料、（一部に小麦を含む）

オーガニックトマトソース

高橋ソース 305g 400円

４週のみ

翌々週

5815
しっかりと裏漉ししたなめらかなタイプのトマトソース。
200gのブリックパックが3個セットです。
【原材料】有機トマト（イタリア産）

3P・有機トマトピューレ

アルチェネロ 200g×3781円

４週のみ

翌々週

5800
南イタリア産有機栽培トマ
トを100％使用。まろやか
で口あたりの良い甘みが特
長の有機ピザソース。
【原材料】有機トマト（イタリ
ア）、有機たまねぎ、有機砂糖
（ブラジル）、有機醸造酢（ドイ
ツ他海外）、食塩（イタリア）、
有機食用オリーブ油（イタリ
ア）、有機香辛料（有機バジル・
有機オレガノ・有機唐辛子）、
有機にんにく、（一部に小麦を
含む）

有機ピザソース

創健社 180g 454円

４週のみ

翌々週

5818

南イタリア産有機栽培トマ
トを、ケチャップに最適な
製法によりトマトペースト
にして作った有機トマトケ
チャップ。
【原材料】有機トマト（イタリ
ア）、有機砂糖（ブラジル）、
有機醸造酢（ドイツ他）、食塩
（イタリア）、有機たまねぎ（イ
ンド）、有機香辛料、（一部に
小麦を含む）

ジロロモーニ
有機トマトケチャップ

ジロロモーニ 300g 410円
翌々週
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●●●●●●●●●●レトルト・ドレッシング・たれ

ドレッシング・たれ

5821

甘味とまろやかさ、うま
みがあります。サラダ、
パスタや和え物にも。
【原材料】たまねぎ（国産）、しょ
うゆ（小麦・大豆を含む）、イソ
マルトデキストリン（食物繊
維）、砂糖、醸造酢、食塩、で
ん粉、酵母エキス、魚介エキス

国産たまねぎの
ノンオイルドレッシング

チョーコー 200ml572円
翌々週

４週のみ 5822

脂の多いお肉もさっぱ
り。
【原材料】大根（国産）、しょうゆ
（小麦・大豆を含む）、イソマル
トデキストリン（食物繊維）、醸
造酢、砂糖、たまねぎ、みりん、
にんじん、食塩、でん粉、ゆず
果汁、魚介エキス、酵母エキス

国産野菜の
おろしぽん酢

チョーコー 200ml572円
翌々週

４週のみ

5873
なんこつ入りつくね、なす、豚
ひき肉が入っています。豆板醤
の辛みと花椒の香りがたまら
ない、辛めの味付けです。
【原材料】肉団子（鶏肉、たまねぎ、豚脂、
鶏軟骨、卵白、粒状大豆たん白、でん粉、
食塩、チキンエキス、砂糖、コショウ
加工品、香辛料）豚肉（8%）、グリルな
す、ごま油、しょうゆ、甜??、野菜（ね
ぎ、にんにく）、みそ、砂糖、豆板醤、
香辛料、おろししょうが、食塩、（一部に卵・小麦・ごま・大豆・
鶏肉・豚肉を含む）

麻婆なすとつくね飯

結わえる 130g 408円

４週のみ

翌々週

5874
国産の野菜と豚肉の旨味、ほの
かなごま油風味が美味しいで
す。
【原材料】野菜（はくさい、にんじん、
ねぎ、にんにく）、鶏肉（5%)、きく
らげ水煮、チキンエキス、でん粉、
なたね油、ごま油、しょうゆ、食塩、
おろししょうが、ほたてエキス、砂
糖、本みりん、しいたけ風味調味料、
香辛料、（一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

野菜たっぷり中華丼

結わえる 130g 359円

４週のみ

翌々週

5861
【原材料】レンズ豆、ローストオニオン、
蓮根、特別栽培人参、粒状大豆たんぱく、
かぼちゃペースト、有機トマトペースト、
メープルシュガー、菜種油、食塩、醤油、
小麦粉、りんごピューレ、カレー粉（ウコ
ン、陳皮、フェンネル、赤唐辛子、シナ
モン、ジンジャー、ガーリック、コリア
ンダー、クミン、フェネグリーク、クロー
ブ、ローレル、カルダモン、ナツメッグ）、
酵母エキス、おろし生姜、おろしにんにく、
味噌、ガラムマサラ（フェンネル、クミン、
スターアニス、シナモン、ナツメッグ、
陳皮、カルダモン）、クミン、オレガノ、赤唐辛子

ベジキーマカレー

オーサワ 150g 356円

４週のみ

レトルト

5859
炒め玉ねぎの甘み国産豆乳のコク、
レモンの爽やかさと大きめの鶏肉が
特長の具沢山のレトルトカレーで
す。化学調味料、香料、着色料など
無添加で仕上げました。
【原材料】鶏肉、炒めたまねぎ、はっ酵乳、
りんごピューレー、小麦粉、豆乳、な
たね油、カレー粉、砂糖、食塩、チキ
ンエキス、香辛料、バター、レモンビー
ル、にんにく、でん粉、おろししょうが、
（一部に乳成分、小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む）

豆乳レモンチキンカレー（中辛）

結わえる 150g 368円

４週のみ

翌々週
レトルト

5875
醤油糀・塩糀を使用し、きのこと豚肉
の旨味を引き出した優しい味が特徴。
和風の味付けなので、辛いのが苦手な
方にオススメです。保存料・化学調味
料・香料・着色料不使用。
【原材料】豚肉、ぶなしめじ水煮、まいた
け水煮、炒めたまねぎ、ねぎ、りんごピュー
レー、なたね油、小麦粉、チキンエキス、
トマトピューレー、みりん、しょうゆ、しょ
うゆこ うじ、塩こうじ、砂糖、混合粉末（いわし、かつお、さば)、
おろししょうが、カレー粉、食塩、でん粉、香辛料、(一部に小

麦・さば・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

和風だしときのこのポークカレー（甘口）

結わえる 150g 368円

４週のみ

翌々週
レトルト

5858

大きめ野菜とひよこ豆が入った、ト
マトの酸味と素材の甘さが特長のレ
トルトカレーです。で仕上げました。
【原材料】炒めたまねぎ、鶏肉、野菜（じゃ
がいも、にんじん、にんにく）、トマト
ピューレー、ひよこまめ、りんごピュー
レー、なたね油、チキンエキス、小麦粉、
カレー粉、砂糖、食塩、おろししょうが、
でん粉、香辛料、（一部に小麦、鶏肉、
りんごを含む）

野菜ごろごろひよこ豆の
チキンカレー（小辛）

結わえる 150g 368円

４週のみ

翌々週
レトルト

5872

国産豚肉のうま味、玉ねぎの甘み、ま
いたけの食感、塩糀のコクがクセにな
る味わいのオリジナルレトルトカレー
です。
【原材料】たまねぎ、まいたけ水煮、豚肉、
炒めたまねぎ、チキンエキス、なたね油、
りんごピューレー、小麦粉、トマトペース
ト、塩こうじ、カレー粉、砂糖、みそ、おろししょうが、トマ
トケチャップ、食塩、デン粉、チーズパウダー、香辛料（一部
に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

結わえる 150g 368円

４週のみ

翌々週
レトルト

塩こうじとまいたけの
ポークカレー（小辛）

5860
国産大豆から作った大豆ミートを挽肉
状にし、植物素材だけで深い味わいと
コクを引き出したキーマ風カレー。国
内産野菜、国産小麦の小麦粉、圧搾製
法のべに花油使用。（中辛）
【原材料】野菜［人参（北海道）、じゃがいも（北海道）、玉
ねぎ（主に北海道）、にんにく（青森）、生姜（高知）］、べに
花油（アメリカ、メキシコ）、人参ペースト（北海道）、
じゃがいもペースト（北海道）、トマトケチャップ（アメ
リカ他海外、国内産）、粒状大豆たんぱく［大豆（青森、岩手、北海道）（遺伝子組換
えでない）］、小麦粉（北海道、愛知、静岡等）、カレー粉（インド他海外）、醤油（国
内産）、砂糖［てんさい（北海道）］、野菜エキス（フランス他海外、国内産）、マン
ゴーチャツネ（タイ）、酵母エキス（国内産）、食塩（兵庫、香川）、麦芽エキス（イギ
リス）、香辛料（東南アジア）

植物素材のキーマ風カレー

創健社 170g 422円

４週のみ

翌々週 レトルト

5862
国産大豆から作った大豆ミートを挽肉
状にし、植物素材だけで深い味わいと
コクを引き出したボロネーゼ風パスタ
ソース。濃厚なトマトペーストとトマト
ピューレー、エキストラヴァージンオ
リーブオイルを使用。
【原材料】トマトペースト（ポルトガル）、トマ
トピューレー（ポルトガル他海外）、水飴［さ
つまいも（鹿児島）］、野菜［玉ねぎ（主に北海道）、にんにく（青森）］、
オリーブ油（イタリア）、粒状大豆たんぱく［大豆（青森、岩手、北
海道）（遺伝子組換えでない）］、野菜エキス（国内産、中国）、酵母
エキス（国内産）、食塩（兵庫、香川）、香辛料（東南アジア）、醤油（国
内産）（小麦を含む）

植物素材のボロネーゼ風パスタソース

創健社創健社 140g 422円

４週のみ

翌々週 レトルト

5825

オメガ3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％のドレッ
シング。
【原材料】有機トマトピューレ、
醸造酢［、有機ぶどう酢、食用
植物油脂［なたね油、えごま油
（えごま：中国）］、糖類［果糖
ぶどう糖液糖（とうもろこし、、
砂糖（粗糖：鹿児島県喜界島）］、
食塩［、玉ねぎ、レモン果汁、
しょうゆ、寒天、胡椒

トマト＆オニオン
ドレッシング

創健社 150㎖ 497円翌々週

４週のみ

創健社 翌々週

5828

創健社の「えごま一番」を使
用し、まろやかでコクのあ
る練り胡麻をベースにした
風味豊かな胡麻ドレッシン
グ。化学調味料・乳化剤不
使用。植物素材100％。
【原材料】練りごま、砂糖、醸
造酢、食用植物油脂［えごま油
（えごま：中国）、ごま油（ごま：
アフリカ他海外）］、しょうゆ、
食塩、ごま（中国他海外）

えごま一番
胡麻ドレッシング

４週のみ

150㎖ 497円
5841

九州産のたまねぎ、
にんじん、かぼちゃ
を使用。野菜の美
味しさをぎゅっと
詰め込んだ野菜ド
レッシングです。
【原材料】なたね油（国
内製造）、しょうゆ（小
麦・大豆を含む）、り
んごピューレ、砂糖、
たまねぎ、にんじん、
醸造酢、かぼちゃ、
食塩、でん粉、酵母
エキス

九州産野菜
プレミアムドレッシング

チョーコー

４週のみ

翌々週 200ml518円

5829

5830

鍋タレにも。素材を
吟味し、乳化剤は使
用せず、独自の技術
で丁寧に作り上げま
した。まろやかさが
ひときわ冴えた胡麻
の風味豊かなドレッ
シングです。
【原材料】食用植物油脂
（コーン油）、しょうゆ
（本醸造）、醸造酢、三
温糖、胡麻［有機胡麻
（パラグアイ）］、卵黄、
でんぷん（原材料の一
部に大豆・小麦を含む）

金笛胡麻ドレッシング

小

大
金笛

230ml702円

390ml994円

４週のみ

翌々週

４週のみ

5842 シーザーサラダ
プレミアムドレッシング

200ml572円

24 ヶ月熟成させた
イタリアチーズの王
様パルミジャーノ・
レ ッ ジ ャ ー ノ を
100％使用。コクと
旨みを凝縮させた
チーズ風味豊かなド
レッシングです。
【原材料】なたね油（国
内製造）、醸造酢、チー
ズ（乳成分を含む）、
砂糖、食塩、でん粉、
卵黄（卵を含む）、お
ろしにんにく、香辛
料

チョーコ―
翌々週

４週のみ

5843 ゆずプレミアム
ドレッシング

200㎖ 518円

香り豊かな高知県
産ゆず果汁と丸大
豆醤油・国産玉ね
ぎ・醸造酢をほどよ
くブレンド。
【原材料】しょうゆ、
菜種油、砂糖、醸
造酢、玉ねぎ、ゆ
ず果汁、ごま、食塩、
でん粉、酵母エキ
ス、魚介エキス

チョーコ―
翌々週

5844 ごまプレミアム
ドレッシング

200㎖ 518円

深煎りすりごま、
みがきいねりごま、
圧搾製法ごま油、
を厳選し、クリー
ミーに仕上げた、
こだわりのごまド
レッシングです。
【原材料】食用植物油
脂、砂糖、ごま、しょ
うゆ、醸造酢、水あ
め、酵母エキス、卵
黄、食塩、でん粉、
魚介エキス

チョーコ―

翌々週

４週のみ

得



28

みりん・料理酒・お酢・油

油

6326

マイルドでしかも
爽やかでほんのり
とした辛みが特徴。
パレスチナの平和
と繁栄を願ってオ
ルタートレード
ジャパンが現地
ＮGＯと農民とと
もに産直を確立し
ました。

オルター
トレードジャパン

パレスチナEX
バージンオリーブオイル

273g 1,318円

１・２・4週

6202

αリノレン酸（オメガ
3）約54％含有。苦
味をろ過した食べや
すいタイプです。も
ちろんコールドプレ
ス製法一番搾り。甘
みがあり軽い口あた
りです。
【原材料】有機亜麻
（アメリカ産）

ボルドーニ
有機アマニ油

230g 1,944円
株式会社ミトク

４週のみ

6108

古来の製法によ
り、米酢だけを専
門につくる福井県
の蔵元「河原酢造」
がつくった有機米
酢。米酢独特の「ム
レ香」とよばれる、
においを最小限に
抑えた華やかな香
りが自慢です。お
だやかな酸味の米
酢がです。
【原材料】有機米

金沢大地（河原酢造）

500㎖ 610円

国産有機米酢

２・４週

酢・果実酢・加工酢

6114
丸大豆うすくち醤
油をベースに高知
県産のゆず果汁を
使用した、つけ・
かけ専用のゆず醤
油です。マイルド
な味わいのうすい
ろタイプ。
【原材料】醤油（国
内産）、醸造酢（国
内産）、砂糖（国内
産）、ゆず果汁（国
内産）、みりん（国
内産）、魚貝エキ
ス（国内産）、酵母エキス

ゆず醤油かけぽん

チョーコー

400ml508円

４週のみ

翌々週

6333

国内産なたね
100％圧搾法
の一番搾りで
す。軽くあっ
さりとした風
味。
【原材料】なたね
（北海道、九州産）

オーサワの
国内産なたね
サラダ油

オーサワ

910g1,339円
6329

丁寧に低温でオ
リーブの実をすり
つぶし、温度が上がら
ないようにゆっくりと
撹拌し、圧搾製法でし
ぼりました。マイルド
な口当たりで口に含む
と初めはピリリとドラ
イな味がしますが、す
ぐにほんのりと甘さが
広がります。
【原材料】有機食用オ
リーブ油（イタリア）

有機エキストラ
ヴァージンオリーブオイル

ジロロモーニ

250ml1,296円

４週のみ

翌々週

6205
香りも程よく、熱に
強い油ですので、ど
んなお料理にもお
使いいただけます。
昭和22年より変わ
らぬ製法「圧搾搾
り」で圧力をかけて
絞り出しています。
より自然の味に近
い一番搾りで絞っ
た油ですので、口
当たりが違います。
【原材料】菜種（国産）

国産なたね油

堀内製油

825g1,620円

6096

巨峰やベリーA等、
厳選した10酒程度
のぶどうをブレン
ドし、５年以上熟
成させた赤ワイン
ビネガーです。程
よい酸味と渋み、
複雑な旨み。
【原材料】ぶどう（山梨
県産）

赤熟成ワイン
ビネガー

アサヤ食品

150ml594円

４週のみ

翌々週

6097

甲州やシャインマ
スカットなど、厳
選した10種類ほど
のぶどうをブレン
ド。５年以上熟成
させた白ワインビ
ネガーです。フルー
ティーな香りとま
ろやかな酸味。
【原材料】ぶどう（山梨
県産）

白熟成ワイン
ビネガー

アサヤ食品

150ml594円

４週のみ

翌々週

6122
自社醸造したまろ
やかな酸味が特徴
の純米酢をベース
に、長崎県産炭火
焼きあごの旨み、
長崎県壱岐産ゆず
果汁の香りをブレ
ンドした、上品で
爽やかな味わいの
調味酢です。
【原材料】米酢（国
内産）、砂糖（国内
産）、食塩（国内産）、焼き飛魚（長
崎）、ゆず果汁（長崎）、かつお
節（国内産）、こんぶ（国内産）

長崎焼きあごだし酢

チョーコー

300ml486円

４週のみ

翌々週

6328

有機JAS認定を受けた
オーガニックオリーブ
オイルです。オリーブ
オイル独特の芳醇な香
りと深い味わいが特長
です。パスタや炒め物
などの料理用としては
もちろん、そのままパ
ンにつけたり、サラダ
やカルパッチョにもお
すすめです。
【原材料】有機食用オ
リーブ油

オーガニック
EXVオリーブ油

ヴィア ブランカ

500ml1,188円

２・４週

6301

北海道・青森県
の 原 料 菜 種 を
100％使用した
なたね油です。
国産のサラダ油
になります。
【原材料】食用なた
ね油（なたね遺伝子
組み換えでないも
のを分別）（国産））

国産なたね油
（サラダ油）（缶）

米澤製油

600g1,080円

４週のみ

翌々週

5949 蔵の素料理酒
伝統の醸造法から
生まれた職人向け
の料理酒です。20
種類以上の天然ア
ミノ酸を含み、ご
家庭から料亭まで
幅広くご利用頂け
ます。
【原材料】米、米麹
精米歩合：70％
アルコール度：16.0
度

大和川酒造店

720㎖ 1,210円

5950 都の料理酒
自然酒「都錦」の原
料米、無農薬有機
栽培の五百万石を
精白する過程で生
じる米粉を使って
造った料理酒で
す。自然海塩海の
精を添加し、アル
コール度数も低く
押さえてありま
す。
【原材料】米、米こ
うじ、食塩

青砥酒造

720㎖ 810円

5943 有機三河味醂
自然の生態系の中
で栽培された国内
産有機米を原料
に、本場三河伝承
の醸造方法で作ら
れた本格みりん・
三州味醂は、濃醇
で深い味わいに仕
上がっています。
【原材料】有機もち米
（国内）、有機米こう
じ（国内）、有機米焼
酎（自社製）

角谷文治郎商店

500㎖瓶1,144円

みりん・料理酒

国産原料の本物みり
ん。もち米のお
いしさを、醸造
という技のみ
で引き出した本
格みりん。上品
でキレの良い
甘さと、照り・
ツヤの良さが
特長です。
【原材料】もち米、米こうじ、焼酎

三河みりん

角谷文治郎商店

5942 小

5941 大

700㎖瓶 1,122円

1.8ℓ瓶 2,552円

6203

本品はオーガニック
大国フランスで有機
栽培されたカメリナ・
サティバ（アマナズナ）
の種をコールドプレス
（低温圧搾）したオーガ
ニックヴァージンカメ
リナオイルです。オメ
ガ3を27%、オメガ6を
18%、オメガ9を31%
含んでおり、オメガ3、6、
9のバランスの良い有機
食用油です。
【原材料】有機食用カメリナオイル

有機ヴァージン
カメリナオイル

BIO PLANETE

229g1,598円
翌々週

４週のみ

6317

国 産 米 ぬ か
100％使用。圧
搾法一番搾り。
さらっとした風
味がよく使いや
すい。ビタミン
Eの抗酸化作用。
【原材料】米ぬか
（国産）

圧搾一番搾り
国産こめ油

築野食品工業

600g1,296円

２・４週

6130

一般に米酢にはム
レ香という独特の
なじみにくい香り
があり、これを抑
えることに成功し
た、フルーティで
華やかな香りが特
徴の米酢です。
【原材料】有機栽培
米(国産)

小・老梅
有機純米酢

河原酢造

500ml497円

２・４週

圧搾法一番搾り。軽くあっさりと
した風味。揚げ物にも繰り返し
使用できます。炒め
物・揚げ物・ドレッ
シングなどにも。
【原材料】なたね（オー
ストラリア産）

6315
紙パック

オーサワのなたねサラダ油

オーサワ

600g 724円
6316
ペットボトル

1360g 1,258円

得
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6368
北海道産小豆の粒あんをたっぷりサン
ドしたこだわりのどら焼きです。
【原材料】粒あん［小豆（北海道）、砂糖（北海道）、
水飴（鹿児島他）、食塩（オーストラリア）］、小
麦粉（北海道）、砂糖（北海道）、鶏卵（山形）、水
飴（国内産）、発酵調味料（国内産他海外）、醤油
［国内産他海外（大豆を含む）］、植物油脂／膨張
剤（重曹）

どら焼き

創健社 3個 410円翌々週

４週のみ

6374
しっとりと程よい甘さに仕上げたカス
テラです。国産原料100％。
【原材料】鶏卵（山形）、砂糖［てんさい（北海
道）］、小麦粉（北海道）、水飴［さつまいも（国
内産）］、はちみつ（国内産）

蜂蜜かすてら

創健社 5個410円翌々週

４週のみ

直火でサクッと焼き上げた後、オリーブオイルを絡めトマト味はトマトパウダー、オニオ
ン味はオニオンパウダー・黒胡椒・ガーリックパウダー、それに・焼き塩・チリパウダー
でイタリアンテイストに仕上げました。
【アレルギー8品目該当品目】なし

ライスクラッカー

味泉

6407 トマト＆パセリ 6408 オニオン＆ペッパー
各80g 346円

４週のみ

翌々週

女性にうれしい配合成分。毎日の健康に、大豆た
んぱくと大豆イソフラボンを手軽に摂取。健康的
で美しい体づくりを美味しくサポートします。動
物性の原料は一切なし。

プロテインバー

長良園 1本28g 270円

４週のみ 無添加！

翌々週

6377 カカオ
カカオマス100％の自然なおいしさ。
【原材料】還元水飴（タイ製造）、粉末状大豆
たん白、カカオマス大豆加工品（大豆パフ）、
難消化性デキストリン食用こめ油／炭酸
カルシウム、（一部に大豆を含む）

6378 アーモンド
ローストアーモンドをふんだんに練
りこんだとてもクリーミーな味わい。
【原材料】還元水飴（タイ製造）、粉末状大豆
たん白、アーモンド大豆加工品（大豆パフ）、
食用こめ油難消化性デキストリン／炭酸
カルシウム、（一部に大豆を含む）

6379 ブラックセサミ
胡麻と大豆を一緒に食べるとお互い
に不足しているアミノ酸を補給しあ
い栄養価が高まるといわれていま
す。
【原材料】還元水飴（タイ製造）、粉末状大豆
タンパク、黒ごま大豆加工品（大豆パフ）、
きな粉、食用こめ油/炭酸カルシウム、（一
部に大豆・ごまを含む）

健康フーズ・お菓子 翌々週４週のみ

6376豆乳ドーナッツ 110g 248円
国産小麦粉、豆乳を使用。水を使わずに豆乳のみで練り上げた、モチモチした歯ごたえ
の新食感ドーナツです。
【原材料】小麦粉（国産）、甜菜糖、豆乳、植物油、脱脂粉乳、食塩、重曹

6372紅はるかチップス 86g 421円
すべて国内産原料を使用しています。食べやすいソフト仕様です。
【原材料】さつまいも（国産）、粗糖、植物油（米油）

6392
奄美与論島のさんご塩を使用した優
しい甘さの塩飴です。国内産原料の
み使用。個包装。
【原材料】てん菜糖（北海道）、水飴（さつま
芋澱粉製）（鹿児島・宮崎）、海塩（鹿児島）

奄美さんご塩飴

奄美自然食本舗 60g 302円翌々週

４週のみ

6354
友利新さん監修。国産果実の果汁を使
用した、りんご・ぶどう・みかん味の
グミ。無着色、カルシウム入り。香料
は果実より抽出されたものを使用。
【原材料】水飴（甘藷（国産））、砂糖、ゼラチ
ン、還元パラチノース、濃縮果汁（りんご、
ぶどう、みかん）、植物油／酸味料（クエ
ン酸）、サンゴカルシウム、香料、増粘剤（ペ
クチン）

くせになるこだわりのグミ

創健社 15粒 378円

４週のみ

翌々週

6405
卵黄を使用したまろやかな味のかぼちゃ
ボーロです。国産原料100％。カルシウ
ムたっぷり（1袋に269mg）。保存や携帯
に便利なチャック袋入り。
【原材料】ばれいしょ澱粉（じゃがいも（北海
道、遺伝子組換えでない））、てん菜糖（北海
道）、卵黄（卵を含む）（愛知、岐阜、富山、
滋賀）、かぼちゃ（北海道）、小麦粉（北海道）
／卵殻カルシウム（国内産）

国産卵黄かぼちゃボーロ

岩本製菓 78g184円

４週のみ

翌々週

6355
たくさんの杏仁霜と牛乳の入った杏仁豆
腐がキューブカットでたくさん入っていま
す。果実とアロエベラが入ってヘルシー！
【原材料】ビート糖（国内製造）、ぶどう糖果糖
液糖、黄桃、パイン、みかん、びわ、牛乳、
アロエ、りんご果汁、乳等を主要原料とする
食品、寒天、杏仁霜、こんにゃく粉、食塩／
酸味料、酸化防止剤（ビタミンC）、増粘剤（キ
サンタンガム）、香料、（一部に乳成分・大豆・
りんご・ももを含む）

杏仁デザート

マルヤス 200g 248円

４週のみ

翌々週

6388
シンプルな塩味で噛めば噛むほど
甘みも広がります。
【原材料】小麦粉（国産）、おから、粗糖、
植物油、食塩、重曹

きらず揚げ・天然塩

おとうふ工房いしかわ 160g 346円

４週のみ

翌々週

6389
あっさりとした黒糖味でちょと甘
いものが欲しい時に最適です。
【原材料】小麦粉（国産）、おから、粗糖、
植物油、黒砂糖、食塩、重曹

きらず揚げ・黒砂糖

おとうふ工房いしかわ 160g 346円

４週のみ

翌々週

6383
透明感のあるもっちり
とした食感のゼリーの
中に、滑らかなこしあ
んを包みました。素朴
で上品な甘さをお楽しみください。
【原材料】砂糖、こしあん（砂糖、小豆）、寒天/増粘多糖類

水まんじゅう

マルシン 85g×3378円

４週のみ

翌々週

6346
沖縄の塩シママースとぬちまーすを使用
し、シークヮーサー風味に仕上げた塩飴
です。さっぱりとしているので、食欲が
わきにくい夏でも食べやすく疲労回復効
果や熱中症対策にもおすすめです。
【原材料】甜菜糖、水飴、食塩(シママース、
ぬちまーす)、シークヮーサー果汁、酸味料、
香料

シークワーサー塩飴

健康フーズ 70g 292円

４週のみ

翌々週

6343
紀州梅100％の「梅肉エキス」、沖縄の塩
「シママース」と「ぬちまーす」を使用し
た、梅の酸味と塩の旨味が引き立った塩
飴です。梅由来のクエン酸も含んでいま
すので、夏の塩分補給や熱中症対策に最
適です。
【原材料】甜菜糖（国内製造）、水飴、梅肉エ
キス、食塩

梅肉エキス塩飴

健康フーズ 70g 302円

４週のみ

翌々週

6426
カラダにうれしい！えごま＆チアシー
ド、アーモンド入りオメガ３を手軽に摂
取できます。
【原材料】ローストオーツ麦フレーク、玄米パフ、
大豆フレーク、レーズン、えごま（国内産）、砂
糖（てんさい糖）、小麦パフ（小麦粉、コーンス
ターチ、かんしょでん粉、食塩）、デキストリン、
アーモンド、還元麦芽糖水飴、チアシード、乳
糖、乾燥いちごパウダー、イソマルトオリゴ糖、食用オリーブ油

毎日オメガ3グラノーラ

太田油脂 6個270円

４週のみ

翌々週

6427
オメガ３脂肪酸と食物繊維を豊富に含む
国内産のえごまとチアシードを使用した
グラノーラ。４種の野菜を使用しています。
【原材料】ローストオーツ麦フレーク（オーツ麦（オース
トラリア））、大豆フレーク、玄米パフ、砂糖（てんさい糖）、
えごま（国内産）、チアシード、小麦パフ（小麦粉、コー
ンスターチ、かんしょでん粉、ばれいしょでん粉、食塩）、
トマトパウダー、アーモンド、ほうれん草、にんじん、
玉ねぎ、デキストリン、植物油脂（なたね油、パーム油）／糊料（プルラン）

毎日オメガ3ベジグラノーラ

太田油脂 6個270円

４週のみ

翌々週

新

新新

新



30

お 菓 子

6497
豆乳を練り込み優しい味に
仕上げました。
【原材料】小麦粉（国産）、甜
菜糖（国産）、植物油脂（パー
ム）、水あめ、豆乳粉、イー
スト

豆乳かりんとう

山田製菓 80g162円翌々週

４週のみ 6498
黒ごまの香ばしさがおから
の風味とよく合います。
【原材料】小麦粉（国産）、黒
糖、甜菜糖（黒糖）、植物油
脂（パーム）、黒ごま、おか
らパウダー、イースト

おからかりんとう

山田製菓 80g162円翌々週

４週のみ

6501
国内産原料にこだわり、奄美産粗糖・
さつまいも由来の水飴・国内産上餅粉
に奄美すももの果肉を入れ丹念に練り
上げた柔らかな餅菓子。
【原材料】水飴［さつまいも（国内産）］、
上餅粉（熊本、鹿児島）、粗糖（奄美大島）、
スモモ（奄美大島）、オブラート粉
末［大豆を含む（北海道、鹿児島）］

蜜すもも餅

奄美自然食工房 120g 324円

４週のみ

全国菓子大博覧会にて
全菓博会長賞を受賞

6479

6480

白胡麻・手造り農場玄米せんべい

黒胡麻・手造り農場玄米せんべい

国内産うるち玄米に白胡麻をたっ
ぷり混ぜあわせ丹念に焼き上げ、
本醸造醤油（金笛醤油）で味付し
た、胡麻の風味豊かな玄米せんべ
い。
【原材料】うるち玄米（岩手）、白胡麻（パ
ラグアイ・中南米）、醤油（大豆・小麦
を含む）、麦芽糖、澱粉

国内産うるち玄米に黒胡麻をたっ
ぷり混ぜあわせ丹念に焼き上げ、
本醸造醤油（金笛醤油）で味付し
た、胡麻の風味豊かな玄米せんべ
い。
【原材料】うるち玄米（岩手）、黒胡麻
（ミャンマー）、醤油（大豆・小麦を含む）、
麦芽糖、澱粉

100g 260円創健社 翌々週４週のみ

6414
香り立つバニラ味。
【原材料】小麦粉（愛知）、豆腐［大豆
（国内産）］、砂糖［粗糖（鹿児島）］、
植物油（パーム油、大豆油）、鶏卵（国
内産）、オリゴ糖、膨張剤、香料（バ
ニラ）、植物レシチン（大豆）

とうふドーナツ バニラ味

おとうふ工房いしかわ 4個259円

４週のみ

翌々週

6415
ココア風味のドーナツです。
【原材料】小麦粉（愛知）、豆腐［大豆
（国内産）］、砂糖［粗糖（鹿児島）］、
植物油（パーム油、大豆油）、鶏卵（国
内産）、ココア、オリゴ糖、膨張剤、
香料（バニラ）、植物レシチン（大豆）

とうふドーナツ ココア味

おとうふ工房いしかわ 4個259円

４週のみ

翌々週

国内産大豆100％のお豆腐屋さんの豆腐
と、国内産の小麦・砂糖・卵でふんわり
しっとり食感のドーナツに仕上げました。
【原材料】小麦粉、豆腐、砂糖、植物油、鶏卵、
オリゴ糖、膨張剤、香料、植物レシチン（コ
コア味は＋ココア）

どうぶつとうふドーナツ

おとうふ工房いしかわ

6409 バニラ 6410 ココア

各1個130円

４週のみ

翌々週

6432
植物から生まれたクッ
キーです。てんさい糖での
シンプルな味付けのため、
噛むほどに素材の味を楽
しめます。食感と素材のハーモニーを是非ご賞味下さい。
【原材料】小麦粉（国内製造）、砂糖（てんさい糖）、ショートニ
ング（パーム油、米油）、小麦ふすま、全粒粉、コーンスターチ、
食塩／膨脹剤（重曹）、（一部に小麦を含む）

ブラウンクッキー

キング製菓 80g 216円翌々週

４週のみ 6433
カロリー控えめで、栄養
バランスにこだわった「全
粒粉・小麦ふすま」入りで
す。さらに、カマンベー
ルチーズを加え、おいしく焼き上げました。
【原材料】小麦粉（国内製造）、ショートニング（パーム油、米油）、
砂糖（てんさい糖）、全粒粉、カマンベールチーズパウダー、
小麦ふすま、コーンスターチ、酵母エキス、食塩／膨脹剤（重
曹）、（一部に小麦・乳成分を含む）

チーズブランクッキー

キング製菓 80g 216円翌々週

４週のみ 6434
国内産小麦粉に、食物繊
維を含むおからと、豆乳
を練り込みおいしく焼き
上げました。卵やバター
を使わず、植物性素材だけで作ったプレーンなクッキー。
【原材料】小麦粉（国内製造）、砂糖（てんさい糖）、ショートニ
ング（パーム油、米油）、おから、豆乳、コーンスターチ、食
塩／膨脹剤（重曹）、（一部に小麦・大豆を含む）

うの花クッキー

キング製菓 80g194円翌々週

４週のみ

6437
皮が美味しく甘さ控えめの餡です。
皮は国産小麦を使用。北海道産の小
豆を使用した極上あんこ。
【原材料】皮：国産小麦粉、鶏卵、砂糖、
麦芽水飴、脱脂粉乳、膨張剤（重曹）/飴：
砂糖、十勝産小豆、麦芽水飴

粒あんたい焼 ２・４週

神戸グレインミルズ

4個入 551円冷凍

6438
皮は国産小麦を使用。皮が美味しく、
上品な甘さのカスタードです。
【原材料】皮：国産小麦粉、砂糖、麦芽
水飴、脱脂粉乳、膨張剤（重曹）/クリー
ム：鶏卵、砂糖、麦芽水飴、脱脂粉乳、
小麦粉、ナチュラルチーズ、バター

カスタードたい焼 ２・４週

神戸グレインミルズ

4個入 551円冷凍

6439
皮は国産小麦を使用。北海道産の小
豆を使用した甘さ控えめのあんこが
たっぷり。皮とのバランスがいいで
す。
【原材料】皮：国産小麦粉、鶏卵、砂糖、
麦芽水飴、脱脂粉乳、膨張剤（重曹）/飴：
砂糖、十勝小豆、麦芽水飴

粒あん回転焼き２・４週

神戸グレインミルズ

4個入 389円冷凍

6435
北海道産小麦100％、北海道産てんさい
糖、北海道産かぼちゃ粉末を使用して香
ばしく焼き上げました。
【原材料】小麦粉（国内製造）、てんさい糖、
ショートニング、パンプキンパウダー、ごま、
食塩、小麦蛋白、イースト、（一部に小麦・
ごまを含む）

北海道かぼちゃカンパン

北海道製菓 190g 416円

４週のみ

翌々週

6483
瀬戸内海産いわしを、砂糖を使用せずに
味付けし、ローストした香ばしい細切り
アーモンドとミックスしました。カルシ
ウムがたっぷり含まれており、おやつや
おつまみに、ピッタリです！そのまま、
お召し上がりください。
【原材料】アーモンド（アメリカ産）、煮干し（い
わし（瀬戸内海産）、食塩）、還元麦芽糖水飴、
ごま、醤油（大豆・小麦を含む）

味付け小魚とアーモンド

オカベ 55g 292円

４週のみ

翌々週

6441
【原材料】りんご果汁、ビートグラニュー糖、寒天、こんにゃく

果汁たっぷりりんごゼリー

6442
【原材料】みかん果汁、ビートグラニュー糖、寒天、こんにゃく、
サンゴカルシウム

果汁たっぷりみかんゼリー

6443
【原材料】砂糖、ピーチ果汁、寒天、こんにゃく粉

果汁たっぷり白桃ゼリー

片山食品 各8個入り335円４週のみ

翌々週

厳選した国産果汁を50％使用し、こんにゃくと寒天で固
めた口溶けの良いゼリーです。 お弁当の小さなデザート
にもおすすめです。

6509
北海道産の大納言小豆を丁寧
にアク抜きし、えぐみや渋みの
ないやさしい味のぜんざいに
しています。
【原材料】大納言小豆（国産）、砂糖（国
内、外国）、食塩（外国）

冷しぜんざい

マルヤス食品 200g 302円

４週のみ

翌々週 95g×3778円

寒天みかんゼリー
無茶々園の果汁をベースに、国産の粗糖と天然糸
寒天を加えて作った寒天ゼリー。

6555 温州みかん
温州みかんはやさしい甘味が特
徴。
【原材料】温州みかん、砂糖、寒天

6556 伊予柑
伊予柑はすっきりとした甘味と
酸味が特徴。
【原材料】伊予柑、砂糖、寒天

6557 甘夏
甘夏は酸味の効いたさわやかな
風味が特徴。
【原材料】甘夏、砂糖、寒天

6554 無茶々園ゼリー 3種セット

２・４週

各95g 270円
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お菓子・ドライフルーツ・ナッツ・ジュース

ドライフルーツ・ナッツ

6502
米油と香り高いカレーパウダーをか
け、沖縄の塩で味付けしました。
【原材料】もち米（佐賀、福岡、熊本）、米油（国
産）、カレー粉［コリアンダー（モロッコ）、ウコ
ン（インド）、チンピ（中国）、クミン（イラン）、
フェンネル（中国）、メッチ（インド）、赤唐辛子
（中国）、シナモン（中国、ベトナム）、オールス
パイス（メキシコ）、ナツメグ（インドネシア）、
ブラックペッパー（マレーシア）］、食塩（沖縄）

カレーおかき

創健社 70g 346円

４週のみ

翌々週

6503
胡麻油の風味と黒こしょうがマッ
チしたおかきです。
【原材料】もち米（佐賀、福岡、熊本）、
ごま油（アフリカ）、食塩（沖縄）、黒こ
しょう（マレーシア、インドネシア）

黒こしょうおかき

創健社 70g 303円

４週のみ

翌々週

6729
ノンフライ製法でじっくりと焙煎し、
味付けせずに素材の風味を生かしまし
た。ナッツを代表する、アーモンド・
カシューナッツ・クルミの3種類をミッ
クスしました。
【原材料】カシューナッツ、アーモンド、
くるみ

80g 400円健康フーズ 翌々週

４週のみローストミックスナッツ

6730 ローストアーモンド
ノンフライ製法でじっくりと焙
煎し、味付けせずに素材の風味
を生かしました。アーモンド本
来の味をご賞味ください。
【原材料】アーモンド（アメリカ）

75g 400円健康フーズ 翌々週

４週のみ ４週のみ6731 ローストクルミ
ノンフライ製法でじっくりと焙
煎し、味付けせずに素材の風味
を生かししました。クルミ本来
の味をご賞味ください。
【原材料】クルミ（アメリカ）

70g 410円健康フーズ 翌々週

6785
風味豊かなアメリカ産ピスタ
チオをノンフライ製法でロー
ストしました。
【原材料】ピスタチオ（アメリカ産）、
食塩

70ｇ400円健康フーズ 翌々週

４週のみピスタチオ

飲み物・ジュース

6802
コンコードに赤ワイン専用品種をブ
レンドしたポリフェノールが212mg
含まれているグレープジュースです。
【原材料】コンコード果汁（アメリカ）、カベルネ
ソーヴィニヨン果汁（チリ）、メルロー果汁（チ
リ）、ピノノワール果汁（チリ）

こだわりのグレープジュース

アルプスワイナリー 1Ｌ512円

２・４週

6430

6431

6429

上品な甘みで小豆本来の味を楽し
めます。

遠藤製餡 ２・４週

【原材料】有機砂糖（ブラジル産）､有機小
豆（中国産他）､食塩､寒天

有機小倉あん

300g 432円

【原材料】有機砂糖（ブラジル産）､有機小
豆（中国産他）､食塩､寒天

有機こしあん

300g 432円

【原材料】有機砂糖（ブラジル産）､有機小
豆（中国産他）､食塩

有機ぜんざい

180g 238円

6803
ジュース専用品種にワイン専用品種
をブレンドした白ブドウジュース。
濃縮還元ですが、砂糖や香料無添加でぶどう
の甘味がたっぷりです。
【原材料】ナイアガラ（長野県）、マスカット（チ
リ、オーストラリア）、ソーヴィニヨン（チリ）、
シャルドネ（チリ）、セミヨン（チリ）、酸化防止
剤（ビタミンＣ・イギリス）

ホワイトグレープジュース

アルプスワイナリー 1Ｌ512円

２・４週

6806
5ベクレルで検査し不検出。ミ
カンの皮を手剥きし中身だけを
絞っています。年末に収穫したのを蔵で
寝かせ酸味を和らげています。とにかく
濃厚でおいしいです。

秋澤農園みかんジュース

秋澤農園 1ℓ724円

２・４週

6732 有機素焼きアーモンド

70g 540円
オーストラリア産の有機アーモンドを
無添加、無塩のまま素焼きしました。
【原材料】有機アーモンド（オーストラリア
産）

6733 有機くるみ
60g 540円

無添加、無塩、調理されていない有機
くるみです。パンや焼き菓子だけでな
く、お料理にもお使いいただけます。
【原材料】有機くるみ（オーストラリア産）

6734 有機素焼き
ミックスナッツ

65g 540円
無添加、無塩で素焼きした3種のナッツ
（有機アーモンド、有機カシューナッツ、
有機くるみ）を加えました。
【原材料】有機アーモンド、有機カシュー
ナッツ、有機クルミ

6735 有機素焼きカシューナッツ

78g 540円
インド産の有機カシューナッツを焙煎し、香ばし
く仕上げました。お料理にご使用いただくのもオ
ススメで、特に中華料理との相性が抜群です。
【原材料】有機カシューナッツ（インド産）

6737 有機レーズンミックス

100g 313円
3種の有機レーズンをミックスしました。オー
ストラリアの自然の恵みをたっぷりうけた濃厚
な甘みが特長です。
【原材料】有機カリーナカラントレーズン（オーストラ
リア産）、有機サルタナレーズン（オーストラリア産）、
有機サンマスカットレーズン（オーストラリア産）

ボンヌファームのナッツ＆ドライフルーツ ４週のみ 翌々週

6899
国内産ぶどうだけを原料として使
い、搾りたてのおいしさをそのま
ま活かした濃縮還元をしていない
ストレート果汁100％ジュース。
【原材料】ぶどう（山形、秋田、長野）

ぶどうしぼり２・４週

創健社 190g×2368円

6900
長野県産のりんごだけを原料とし
て使い、搾りたてのおいしさをそ
のまま活かした、濃縮還元してい
ない100％ジュース。
【原材料】りんご（長野産）

りんごしぼり２・４週

創健社 190g×2346円

6901

太陽の光をいっぱい浴びた南国・沖
縄で育ったパインアップルのスト
レート果汁をパックしました。沖縄
県産 果汁100％。ストレート果汁。
数量限定品。
【原材料】パインアップル（沖縄県）

ふるさとのパインアップル
ジュース２・４週

長野興産 160g×2346円

原材料表示は、作成した時点での表示に

なります。商品は予告なくリニューアル

することもありますので、召し上がる前

に再度ご確認をお願い致します。 得



32

ジュース・缶詰・カレー

カレー・シチュー・パスタソース

缶詰・冷凍素材

7120
新鮮なさばを使用し、こだわ
りの調味料で煮込みました。
【原材料】さば、みそ（大豆を含む）、
砂糖、しょうが

日食サバ味噌煮缶

日食 200g 260円

２・４週

7106
遺伝子組み替えをしていない種子を北海道
で無農薬栽培し、収穫後すぐに加工。冷凍
品とは思えない、とうもろこし本来の甘み
を感じていただける一品です。季節問わず、
簡単トウモロコシをお楽しみいただけます。

冷凍うらごしコーン

フルーツバスケット 150g袋×2432円
冷凍

２・４週

7105
復活です！
８月９月の旬に収穫した北海道産の
とうもろこしを、収穫後すぐに加工。
旬のとうもろこしならではの甘みを
堪能できます。
【原材料】スイートコーン

冷凍ホールコーン

フルーツバスケット 300g 432円冷凍

7299
15種類のスパイス。食物繊維・葉
酸・鉄・ビタミンＢ６たっぷり。
【原材料】植物油脂［パーム油（国内製造）、有
機べに花油（アメリカ製造）］、ひよこ豆粉（カ
ナダ、アメリカ）、砂糖［さとうきび（鹿児島）］、
カレー粉、食塩（メキシコ）、酵母エキス、
果汁［パイナップル（タイ）、マンゴー（イン
ド）、パパイヤ（フィリピン）］、粉末トマト（ス
ペイン、イタリア他）

ひよこ豆粉のカレールゥ中辛（フレーク）

創健社 110g 448円

４週のみ

6935
有機オーツ麦の優しい甘み
は、コーヒー・エスプレッ
ソとの相性抜群です。スッ
キリとしたコクのある美味
しさで、お菓子作り、お料
理にもお使いいただけます。
イタリア産 オーガニック
オーツミルクです。
【原材料】有機オーツ麦（固形分
12％）、有機ひまわり油、食
塩

OGオーツミルク

PRIMAVENA1000ml648円

４週のみ

翌々週

6936
消化がはやく、胃に負担が
少ないヘルシーな植物性ミ
ルクです。南イタリアの香
り高い濃厚な有機アーモン
ドを使用しています。クリー
ミーなので料理やお菓子 作
りにも。
【原材料】有機アーモンド（固
形分5％）、有機米スターチ、
有機エンドウ豆プロテイン

OGアーモンドミルク

VITASI 1000ml810円

４週のみ

翌々週

志賀高原リンゴの木・小坂さんのりんごジュース 

ミックスにはシナノスイート・シナノゴールド・王林・フジの4種類のりんご
が使われています。ミックスしています。自然圧搾法で搾った果汁100％のり
んごジュースです。たくさん生産することはできない貴重なジュースです。ぜ
ひ味わってみてくだ
さい。
【原材料】りんご 6911 1本

6978 6本組
1ℓ804円

1ℓ×6 4,800円

２・４週

リンゴジュース（ストレート）  

6813 有機野菜飲むならこれ！１日分 190g×2366円
有機JAS認証。緑黄色野菜などを350gを使用したミックスジュースです。
【原材料】有機トマトジュース（濃縮トマト還元）、野菜ジュース（有機にんじん（濃縮還元）、
セロリ、有機かぼちゃ、だいこん（濃縮還元）、はくさい、小松菜（濃縮還元）、ピーマン（濃
縮還元）、ビーツ、ケール（濃縮還元）、赤ピーマン、野沢菜（濃縮還元）、ブロッコリー（濃
縮還元）、キャベツ、ほうれん草、アスパラガス、かぶ、レタス、クレソン、パセリ）、有
機レモン果汁、有機ゆこう果汁

6816 無塩OGトマトジュース 190g×2258円
オーガニックのトマトが丸ごとそのままジュースに。

6818 無塩野菜ジュース 190g×2258円
上記から塩をぬき、塩分を調節している方でもさしつかえなく飲めるようにしました。

6819 有機にんじんジュース 160g×2366円
有機のにんじんと徳島特産のゆこう果汁をブレンドしてとても飲みやすくなっています。

光食品
缶ジュース類

箱企画は注文書のみに記載

２・４週

6916 有機リンゴスムージー
新鮮なリンゴを摂ることができます。
【原材料】有機リンゴ

6917 有機ニンジン･アプリコット･
　　 カボチャミックススムージー
美肌や免疫力UPに期待できる、βカロチンが豊富!
カボチャ特有の甘みで飲みやすい一品。
【原材料】有機ニンジン、有機アプリコット、有機カボチャ

6918 有機リンゴ･キウイ･
ホウレンソウミックス

ビタミン、ミネラルがバランス良く入って
いるリンゴとキウイに加え、鉄分豊富なホ
ウレンソウが加えられています。
【原材料】有機リンゴ、有機キウイ、有機ホウ
レンソウ

6919 有機リンゴ･
カシスミックス

ブラックカラントとは別名カシス、クロスグ
リとも呼ばれ、アントシアニン、ビタミンC、
必須脂肪酸が豊富。
【原材料】有機リンゴ、有機カシス

6920 有機リンゴ･イチゴ･
バナナミックス

栄養価も高く、エネルギーに代わりやすい
バナナに加え、ビタミンや食物繊維、ミネ
ラル豊富なリンゴとイチゴが加えられて
います。
【原材料】有機リンゴ、有機イチゴ、有機バ
ナナ

6921 有機プラム
鉄分で有名なプラムですが、それ以外にも
ビタミンA、食物繊維、ポリフェノールを
多く含んでいます。
【原材料】有機プラム

各120g 314円
6922 6日分有機スムージーセット

120g×６（各種１本ずつ）1,879円テルヴィス ２・４週

7317

辛味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。フレークタイプ。鉄、食物繊維、
カルシウムの補給にも。2歳ごろから。
【原材料】植物油脂（パーム油、菜種油）（国内製
造）、小麦粉、大豆粉、砂糖、カレー粉、食塩、
桑の葉粉、酵母エキス、りんご果汁、粉末醤油、
ひじき粉、トマトパウダー

創健社 110g 448円翌々週

管理栄養士が考えた
こどもカレールウ（甘口）

４週のみ

7146
7147

ホール有機トマト缶
ダイス有機トマト缶

イタリア南部のプーリア州・ルチューラにある
限定農場で栽培された有機トマトだけを使用。
クエン酸不使用でトマト本来の甘味と程よい
酸味が特長。ビスフェノールＡ不使用缶。
【原材料】有機トマト（イタリア）、有機トマト
ジュース（イタリア）

各400g（固形240g）194円創健社

２・４週

代替品になる可能性があります。

7165
砂糖と醤油で味付けしていま
す。汁も一緒に炊き込みご飯に
しても。
【原材料】さんま（北海道）、水飴、醤
油、砂糖、調味料、食塩

花咲くさんま味付 ２・４週

マルユウ 95g 356円

得 得
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カレー・シチュー・パスタソース・香辛料

ジロロモーニパスタソース
7363 アラビアータ・パスタソース 
有機栽培の夏採れ旬トマトをベースに、有本場イタリア産の良質な
アンチョビの旨みを効かせました。
【原材料】有機トマト（イタリア）、有機食用オリーブ油（イタリア）、ア
ンチョビペースト（イタリア）、有機にんにく（イタリア）、有機パセリ
（イタリア）、食塩（イタリア）、有機唐辛子（イタリア）

7364 トマト＆ナス・パスタソース
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。
【原材料】有機トマト（イタリア）、有機なす（イタリア）、有機食用オリーブ油（イタリア）、
有機たまねぎ（イタリア）、有機にんじん（イタリア）、有機セロリ（イタリア）、食塩（イ
タリア）

7365 トマト＆ズッキーニ・パスタソース
有機栽培トマトを主原料に香ばしく焼いた有機ズッキーニを加えました。温めるだけ
でおいしいパスタソースです。
【原材料】有機トマト（イタリア）、有機ズッキーニ（イタリア）、有機食用オリーブ油（イ
タリア）、有機たまねぎ（イタリア）、有機にんじん（イタリア）、有機セロリ（イタリア）、
食塩（イタリア）、有機ブラックペッパー（スリランカ）

各300g 637円

翌々週４週のみ

7300
コーンパウダー入り。葉酸たっぷり、食物繊維・鉄・亜鉛・ビ
タミンＢ６の補給にも。
【原材料】植物油脂［パーム油（国内製造）、有機べに花油（アメリカ製造）］、ひよ
こ豆粉（カナダ、アメリカ）、コーンパウダー［とうもろこし（ニュージーラン
ド）］、食塩（メキシコ）、馬鈴薯澱粉（北海道）、砂糖［さとうきび（鹿児島）］、オ
ニオンパウダー（アメリカ）、酵母エキス、白ワイン［ぶどう（長野）］、ホワイ
トペッパー、セロリパウダー

ひよこ豆粉のシチュールゥ（フレーク）

創健社 110g 470円

４週のみ

7296
秋川牧園の若鶏胸肉を使ったミートソースです。たっぷりのトマ
トと若鶏胸肉を使用し、さらなる美味しさを引きだすために、若
鶏のとりがらを3時間煮込んで作った鶏ガラスープを加えてありま
す。鶏ならではの旨味とトマトの甘味、酸味のバランスがとれた
味わいです。
【原材料】野菜（トマト、玉ねぎ、人参）、鶏卵、鶏がらスープ、ト
マトケチャップ、ウスターソース、小麦粉、砂糖、食塩

若鶏ミートソース２・４週

秋川牧園 150g 356円

いつもとちょっと違うトマト味のカレールゥ。育ち盛りの
お子様やご家族の気になるお食事の為に、化学調味料、
動物由来原料不使用で作り上げました。

気になるトマトカレー

【原材料】小麦粉（北海道）、植物油脂［パーム油（マレーシア）、
なたね油（オーストラリア）］、砂糖［甜菜（北海道）］、粉末トマ
ト（イタリア）、食塩（メキシコ）、酵母エキス（国内産）、カレー
粉（インド他）、パイナップル果汁（タイ）、ガラムマサラ（イラ
ン他）、五香（中国他）、（原材料の一部に大豆を含む）

7327 甘口

【原材料】小麦粉（北海道）、植物油脂［パーム油（マレーシア）、なたね油（オーストラリア）］、砂糖
［甜菜（北海道）］、粉末トマト（イタリア）、酵母エキス（国内産）、食塩（メキシコ）、カレー粉（イ
ンド他）、パイナップル果汁（タイ）、ガラムマサラ（イラン他）、五香（中国他）、唐辛子（中国）、
ブラックペッパー（マレーシア）、（原材料の一部に大豆を含む）

7328 中辛

東京フード 各130g 421円

４週のみ

翌々週

7355
25種類以上のスパイスを使用し、おいしさにこだわり香り高いコクび
ある味に仕上げました。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。
【原材料】植物油脂[パーム油（マレーシア）、有機べに花油]、米粉、砂糖、カ
レー粉、食塩、メキシコ、馬鈴薯澱粉、酵母エキス、りんご果汁、トマトパ
ウダー、香辛料

米粉でつくった本格カレールウ

創健社 135g 448円

４週のみ

7359 植物素材のデミグラスソース
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
一切使用せずに、植物性素材のみで仕上げました。おいしさ
にこだわりながら脂質を35％カット。
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（有機べに花油、パーム油）、粉
末野菜（トマトパウダー、オニオンパウダー、ガーリックパウダー、セ
ロリパウダー）、砂糖、食塩、酵母エキス、りんご果汁、粉末醤油、赤
ワイン、野菜ペースト、麦芽エキス、ブラックペッパー、ココアパウダー
（原料の一部に小麦、大豆、りんごを含む）

120g 448円創健社 翌々週

４週のみ

香 辛 料

7523
自家農園で栽培された香りがぎゅっと
詰まった青柚子皮、青唐辛子をじっくり
塩で熟成。豊かな香りと程よい辛みが
楽しめる柚子胡椒です。使いやすい
チューブタイプ。
【原材料】青とうがらし（大分）、ゆず皮（大
分）、食塩（長崎）

ゆずこしょう

創健社 30g 324円

４週のみ

翌々週

7516

健康フーズ 15g 572円翌々週

岐阜県飛騨美濃産の伝統野菜あじめ
唐辛子を天日干しをして挽きました。
カプサイシンたっぷり。辛さの中にも
風味を感じる、辛味の切れが良い唐辛
子です。
【原材料】唐辛子（あじめコショウ）

国産一味唐辛子 ４週のみ

健康フーズ 15g 572円翌々週

7517
味の良い飛騨美濃伝統野菜のあじめ
コショウ（唐辛子）と、飛騨高山の山椒、
静岡県みかんの陳皮、静岡海苔、黒ご
ま、麻の実、けしの実をブレンドしま
した。
【原材料】唐辛子（あじめコショウ）、黒ごま、
陳皮、青のり、山椒、麻の実、けしの実

七味唐辛子（国産唐辛子使用）

４週のみ

7555
厳選した14種類のスパイ
スをブレンド。香り高く
絶妙な辛さが特長です。
【原材料】ウコン､陳皮､コリ
アンダー ､クミン､フェネグ
リーク､フェンネル､クロー
ブ､唐辛子･シナモン､ロー
レル､生姜､カルダモン､ナ
ツメグ、にんにく

オーサワのカレー粉

オーサワ 20g189円

２・４週

7556
6種類のスパイスを厳選
香り豊かな本格派。
【原材料】有機ターメリック･
シナモン･カレーリーフ･レ
モングラス･生姜･白こしょ
う（スリランカ産）

有機カレー粉２・４週

30g 356円
バイオフーズジャパン

有機こしょう100％。ピリッと
した辛み、爽やかな香り。ス
リランカ産フェアトレード。
【原材料】有機胡椒（スリランカ
産）

有機黒コショウ

バイオフーズジャパン

各25g 345円

４週のみ

7530 粒 7531 パウダー

7526
太陽の光をいっばい浴びた香りの良い青ゆずの皮を香りを損
なわないように、熟成させた青唐辛子と熱が発生しない石臼
を使って練り上げました。まろやかな辛味。
【原材料】青とうがらし（大分）、ゆず皮（大分）、食塩（長崎）

ゆずこしょう(瓶)

50g 432円櫛野農園 

４週のみ

翌々週

7532
有機こしょう100％。やわらかな辛みと香り。辛みや色合いを抑えた料
理に。スリランカの小規模有機農法生産者がつくる有機栽培胡椒を使用
しています。原料を厳選していますので、豊かな風味・香りをお楽しみ
いただけます。
【原材料】有機胡椒（スリランカ産）

有機白コショウ（粉）

25g 378円バイオフーズジャパン

４週のみ

翌々週
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お茶・紅茶

7629
希少な北海道有機黒豆を100％使用し
ました。ホットでもアイスでも。化学
合成農薬・化学肥料不使用。ティーバッ
クは無漂白のものを使用しいます。【原
材料】有機黒豆（大豆）

ケンコーフーズ

3g×15包 518円
翌々週

北海道産有機黒豆茶 ４週のみ7604
九州産の大麦・玄米・古代米（黒米・赤米・
緑米）をじっくりと焙煎し、無漂白紙で
パック詰めしました。冷水に入れるだけ
で簡単に深みとコクのある香ばしいお茶
が出来上がります。
【原材料】大麦（九州）、玄米（福岡、佐賀）、
黒米（佐賀）、赤米（佐賀）、緑米（佐賀）

五穀大黒茶（九州産古代米使用）

創健社 15g×16袋 443円

４週のみ

7602

遠赤外線効果が高い金沢医王山の
天然鉱石の戸室石で、大麦の内側
にまでじっくり焙煎した、甘く香
ばしい香りと、まろやかな口当た
りの麦茶。煮出し専用。

金沢大地 500g 617円

金沢戸室石焙煎有機六条大麦茶
（バラ・煮出し専用）２・４週

7603
有機栽培の成熟した茶の枝葉を使用し
た番茶です。カフェイン・タンニンな
どの刺激成分が少ないので、小さいお
子様やお年寄りの方にも安心してお飲
みいただけます。便利で環境にも優し
い無漂白のティーバッグ。JAS認定商品。
【原材料】有機番茶

有機赤ちゃん番茶

健康フーズ 2g×20包 389円

４週のみ

翌々週

お茶・紅茶

7574
葉を低温で乾燥させる非常に特殊な製
法のため生産量が少なく希少な茶葉で
す。ノンカフェインなので、お子様に
もおすすめです。水出しでもお飲み頂
けます。
【原材料】グリーンルイボス（南アフリカ
共和国）

グリーンルイボスティー

健康フーズ 60g（2g×30包）626円

４週のみ

翌々週

7594
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、どんな料理にもあいます。
【原材料】ビワの葉（徳島県）

びわの葉茶

オーサワ 60g（3g×20包）670円

４週のみ

7618
すべて国産の原料で作られた、お子さま
にも安心のブレンド茶です。原料の生育
段階から収穫まですべての生産履歴が
はっきりとしたこだわりの素材を丁寧に
健康茶ブレンドとして仕上げました。
【原材料】はと麦・ハブ茶・麦茶・玄米・ど
くだみ・柿の葉・浜茶・ビワの葉（国内産）

みんなのお茶（野草茶）

オーサワ 8g×30P 864円

４週のみ

7692
国内産大麦を使用
し、最高の技術で
炒りあげた麦茶に
健康茶として知ら
れているはとむぎ茶を程よくブレンドした健康な
麦茶です。
【原材料】大麦（国内産）、はとむぎ（タイ）

はと麦入りむぎ茶

健康フーズ TB15包 281円

４週のみ7693
厳選された茶葉を使用し、香り豊か
な烏龍茶に仕上げました。油分の多
い食事の後にお勧めです。
【原材料】茶（台湾）

烏龍茶

健康フーズ TB5g×25袋 400円

４週のみ

翌々週

7694
国産の六条大麦とごぼうのブレンド
しました。大麦の香ばしさとごぼう
の風味をお楽しみいただけるノンカ
フェインのごぼう麦茶です。
【原材料】国産六条麦茶、国産ごぼう茶

国産ごぼう むぎ茶TB

健康フーズ 16包 410円

４週のみ

7663
農薬を使わずに育てたフレッ
シュな香りと渋みをおさえた
ケニア紅茶に、有機ダージリン
紅茶を加えておいしく仕上げ
ました。
【原材料】産地 ケニア、インド

ダージリンブレンド紅茶（TB）

菱和園 2g×20包 410円翌々週

４週のみ

7664
コクのあるアッサム紅茶に、渋
みを抑えたフレッシュな香りの
ケニア紅茶をブレンドしまし
た。ミルクや砂糖を少々加える
とより一層おいしくなります。
【原材料】産地 ケニア、インド・アッ
サム

ミルクでおいしい紅茶（TB）

菱和園 2.3ｇ×20包 324円翌々週

４週のみ

7651
香ばしくスッキリとした味わいが
楽しめます。クセがなく、飲みや
すいので、どんなお料理にもよく
合います。水出しも可能なので、
暑い時期にもピッタリです。
【原材料】とうもろこし(北海道産)

北海道大地ヒロビロとうもろこし茶

小川生薬 100g（5g×20）432円

４週のみ

7593
旬にこだわった手摘み一番茶に、摘みたて
のジャスミン生花の香りを丁寧に移しまし
た。ジャスミンの高貴な香りをお楽しみいた
だけます。
【原材料】有機ジャスミン茶

有機ジャスミン茶

海東銘茶 1.2g×15P 540円

４週のみ

翌々週

有機のお茶

上質な日本茶のティーバッグ

浜佐商店

浜佐商店

２・４週
有機栽培で育てられた茶葉を挽いて作ら
れました。
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

7655 有機抹茶

20g缶756円
おいしく、安全にこだわりました。身
体にやさしいお茶です。
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

100g 324円

7652 有機ほうじ茶

煎茶の渋みと、玄米の香ばしさを抹茶の甘
さで調和させました。
【原材料】有機緑茶/鹿児島県　有機抹茶/愛
知県

100g 540円

7653 有機抹茶入玄米茶

野性的な強い味と香ばしさが特徴です。
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

100g 540円

7654 有機煎茶

7656 TB有機煎茶

2.2g×20540円
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

7657 TB有機ほうじ茶

2.2g×20  432円
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

7658 TB有機玄米茶

2.2g×20  432円
【原材料】有機玄米（鹿児島県産）

7600

金沢大地の有機大麦100%使用。熱風で
じっくり焙煎し六条大麦の甘い香りを引
き出した麦茶はホットもアイスもおすす
めです。ご使用に便利なティーバッグは
煮出し、水出しいずれも可能です。
【原材料】有機六条大麦（石川県産）

金沢大地 10g×40包 566円

有機六条大麦茶
水出しティーバッグ

得
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コーヒー・ココア・機能性食品・バスグッズ

7753

現 地 法 人 オ ル
ター・トレード・
テ ィ モ ー ル 社
（ATT）がコーヒー
の技術指導や生産
者の収入の多角化
など、様々な取組
みを行っていま
す。しっかりとし
た苦味、ほのかな
甘みとやわらかな
酸味が広がりま
す。ミルクとの相
性が◎

東ティモール
コーヒー粉

オルタートレードジャパン

200g 745円

２・４週

7755 粉有機ペルー
コーヒー

ペルー・キジャバ
ンバ地方のアンデ
ス山脈が連なる高
地の自然の中で有
機栽培された良質
なコーヒーです。
高地特有の豊かな
香り、やわらかい
甘みとすっきりと
した味が特徴で
す。
【原材料】有機コー
ヒー豆（ペルー産）

200g 724円
オルタートレードジャパン

２・４週

コーヒー・ココア

認定書つきの
無農薬有機栽
培コーヒーで、
ブラジルのジョ
ンネットさんの
農園から直接日
東コーヒーが買
い入れている産
直コーヒーです。
明るく爽やかな
酸味、素晴らしい甘み、豊かなコ
ク。バランスがよく、愛され定番
商品。

森のコーヒー

日東コーヒー

各200g799円

7760 豆 7761 粉

ショットワンカフェ
有機イタリアーノ

7783

１杯ずつの飲
みきりタイプ
コ ー ヒ ー。
有機栽培で育
まれたグァテ
マラコーヒー
をイタリアンロースト(深
煎り)に焙煎した、苦味の
中にもまろやかな旨味とコ
クを合わせ持つプレミアム
コーヒーです。

麻布タカノ
1,782円

7g×25袋
翌々週

４週のみ

7786

有機栽培カカ
オ豆100％のコ
コアパウダーに
さとうきび粗糖
で仕上げたコク
のあるココア。
【原材料】砂糖（タ
イ、南アフリカ
共 和 国、 フ ィ
ジー、オーストラリア）、有機ココ
アパウダー［ココアバター 20～
22％（産地：ドミニカ、加工地：
オランダ）］、脱脂粉乳（北海道）、
食塩（メキシコ、オーストラリア）、
貝カルシウム（ホタテ貝殻：国内産）

ミルクココア
有機栽培ココア使用

創健社

90g（16g×5本）

454円
翌々週

機能性食品

7809
ニュージーランドの強烈な紫外線の中で
育ったカシスの果実を100％使用し、日本
の伝統的な酵母醗酵技術を用いて美味しい
ジュースに仕上げました。
【原材料】カシス（ニュージーランド）、甜菜
糖（北海道）、甜菜糖液糖（北海道）、甜菜糖
オリゴ糖蜜（北海道）

飲料醗酵カシス

ジャフマック 565㎖ 2,042円翌々週

４週のみ7804
機能性関与成分「GABA」が眠りの深さとすっきりとした目覚めをサポートする、眠り
系サプリ。カメリナ油、ネムノキ樹皮抽出物、モリンガ粉末、植物性乳酸菌粉末も配合。
１日４粒（摂取目安）で睡眠をサポートします。
【原材料】カメリナ油（カナダ製造）、ネムノキ樹皮抽出物（デキストリン、ネムノキ樹皮）、大麦乳酸
発酵液ギャバ、モリンガ粉末、乳酸菌（殺菌）粉末（デキストリン、乳酸菌）／ゼラチン、グリセリン、
ミツロウ

眠り系サプリ スリープリズム

創健社 120粒 6,458円

４週のみ

翌々週

有機コーヒー豆
使用苦みがなく
さっぱりして飲
みやすいカフェ
インレス。
【原材料】有機コー
ヒー豆（南米産他）

サミーゴカフェインレス
OGインスタントコーヒー

健友貿易

7597 袋

7596 瓶

50g 896円
75g1,404円

４週のみ

バスグッズ

7892
ひまわり油を主原料にした植物性
の石けんです。ビワの葉エキス、
天然ビタミンE、ハーブエキスを
含んだ、肌の弱い方や赤ちゃんに
もお使いいただける全身洗浄用。

詰替用ナチュロンボディソープ

太陽油脂（ヒ）

500㎖770円

２・４週

7894
ひまわり油を主原料に天然ビタミ
ンE、ハーブエキスを使用した髪
にやさしい植物性石けんシャン
プーです。泡状になって出てくる
ポンプタイプです。

詰替用ナチュロンシャンプー

太陽油脂（ヒ）

500㎖770円

２・４週

7896
髪の毛を弱酸性にし、しっとりと
つややかな髪を保ちます。ホホバ
油、ハーブエキスを使用した髪に
やさしいリンスです。

詰替用ナチュロンリンス

太陽油脂（ヒ）

500㎖770円

２・４週

7814
国産有機原料100％の大麦若葉・ケール・桑の葉・ハト麦若葉
をブレンドし香ばしく飲みやすくなっています。忙しいお父さ
ん・お母さんの健康や美容をサポートします。ノンカフェイン
だから小さいお子様にも安心です。
【原材料】有機大麦若葉（大分産）、有機ケール（大分産）、有機桑
の葉（島根産）、有機ハト麦若葉（島根産）

国産有機青汁四重奏

オーサワ 90g（3g×30P）3,065円

４週のみ 7859
日本人の体に適した自然の酵母飲料コーボンマーベルは、50年間売
れ続けている第一酵母No．1の人気商品です。
【原材料】果実（りんご、みかん、ぶどう、うめ）、砂糖（てん菜）、天然
酵母、オタネニンジン葉抽出液

コーボン・マーベル（第一酵母）

ケンコーフーズ 525㎖ 5,076円

４週のみ

7785

有機栽培され
た カ カ オ 豆
100％を原料
に、なめらか
で風味豊かな
ココアに仕上
げました。
【原材料】有機コ
コアパウダー
（産地：ドミニカ、加工地：オ
ランダ）

ココア有機栽培
カカオ豆100％使用

創健社 80g745円
翌々週

４週のみ

7772

フェアトレード
で購入したアラ
ビカ種を100％
使用しており、
豊かな香りとコ
ク、バランスの
とれた味わいが
特徴です。
【原材料】コーヒー
豆（ペルー）

ペルーリキッド
コーヒー無糖

ＡＴＪ 1L 691円

２・４週

7788

香り・味わいともに
レギュラーコーヒー
と見紛う品質です。
有機JAS認証。肥沃
な土壌、清らかな
山の湧水、カリブ
海から吹き寄せる
風、そしてさんさ
んとふりそそぐ太
陽。美しく自然に恵
まれた環境が育ん
だおいしさをお楽しみください。
【原材料】有機コーヒー豆（コロン
ビア産）

オーガニックマウンテン
有機インスタントコーヒー ビン

ダーボン・オーガニック・ジャパン

100g1,186円

４週のみ
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バスグッズ・石けん製品・スキンケア

お風呂用石けん

7966 アレッポの石鹸ノーマル
シリアのアレッポ市原産。オリーブオ
イルとローレルオイルのみが原材料の
せっけんです。無添加 無香料、
オーガニックの植物性ナチュ
ラルソープ。【オイル配合率】
オリーブオイル79％、ローレ
ルオイル約8％

オーサワ

４週のみ

約200g 693円

7967 アレッポの石鹸エクストラ40
シリアのアレッポ市原産。オリー
ブオイルとローレルオイルのみ
が原材料のせっけんです。無添加
無香料、オーガニックの植物性ナ
チュラルソープ。【オイル配合率】
オリーブオイル50％、ローレル
オイル約40％

オーサワ

４週のみ

約180g 880円

7965 アレッポの石鹸ライト
中海のシリアで数千年も前から作ら
れている、3日間熱を加えて練り上げ
自然乾燥で約2年熟成させた石けん
です。髪の毛も含め全身にご利用い
ただけます。【オイル配合率】オリー
ブオイル98% ローレルオイル2%含

オーサワ

４週のみ

180g 550円

ハーティーシャンプードサロン

7920 本体

天然由来成分100％のせっけんシャンプー。
【原材料】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

600㎖ 2,090円
500㎖ 1,540円 オーサワ7921 詰替え

４週のみ ハーティーリンスドサロン

7922 本体

天然由来成分100％のせっけんシャンプー用リンス。
【原材料】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

600㎖ 2,090円
500㎖ 1,540円 オーサワ7923 詰替え

４週のみ

8011 ハンドクリーム
アロエエキス、オリーブスクワランなど
の潤い成分を配合した、石けんで乳化し
たハンドクリームです。ぬり心地はサラっ
とした感触で、伸びがよく、スーっと肌
になじみ、また、無香料ですので、いつ
でも使いたいときに、香やベタつきを気
にせずに使えます。

太陽油脂（ヒ） 70g 880円

２・４週

8025 リップクリームN
冬場や、エアコンの効いた室内での乾燥
から唇を守り、あれ・ひびわれを防ぎます。
強い日差しや、乾燥からお肌を保護する
作用があるシアバターを配合しておりま
すので、唇につやを与え、潤いが持続し
ます。また、唇の表面をコーティングし
ますので、口紅の下地としても、お使い
いただけます。

太陽油脂（ヒ） 4g 660円

２・４週

スキンケア

ハンドソープ

7972
ひまわり油を主原料にした植物性石け
んです。ぬるぬるせずさっぱりと洗え
ます。天然ヒノキエキス（ヒノキチオー
ル含有）配合ですので自然に手を清潔に
保つとともに、ヒノキの香りが心を落
ちつかせてくれます。

詰替用ハンドソープ ２・４週

太陽油脂（ヒ）
450㎖ 660円

100%自然由来成分にこだわり、洗浄剤に石けんを使用した肌にやさし
いヘアソープです。
【原材料】水、カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、クエン酸、オリー
ブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、α‐グ
ルカン、ベタイン、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、トコフェ
ロール、塩化Na、エタノール

石けん由来のヘアソープで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、健やかな地肌と髪本来の艶やかさへ。
【原材料】水、グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添ナタネ油アルコー
ル、ペンチレングリコール、テトラデカン、キサンタンガム、水添レシチン、
スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー
ブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸

パックス

7910 オリーヘアソープ詰替用

7911 オリーヘアコンディショナー詰替用

各400ml1,375円２・４週

オリーブ油を使用した石けんの濃密な泡が、地肌の古い皮脂や汚れをしっ
かり取り除きます。
【原材料】水、カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、オリーブ果実油、
オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、α―グルカン、
クエン酸、香料、トコフェロール、エタノール

100%自然由来成分の弱酸性ボディーコンディショナーです。お風呂場
で完結する、保湿ケアの新習慣。
【原材料】水、グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添ナタネ油アルコー
ル、ペンチレングリコール、水添ファルネセン、キサンタンガム、水添レシチン、
スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー
ブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸

パックス

7912 オリーボディーソープ詰替用

7913 オリーボディーコンディショナー詰替用

各400ml1,100円２・４週

7996
メイク落とし＆洗顔がこれ１つでＯＫ。お肌
にやさしいゲルの使用感で、美肌成分を５種
類厳選配合。洗い上がりもみずみずしいクリ
ア感のある素肌に。
【原材料】水、ＤＰＧ、グリセリン、ココイルグ
ルタミン酸ＴＥＡ、ラウラミドプロピルベタイ
ン、ラウラミンオキシド、カルボマー、αーグリ
カンオリゴサッカリド、異性化糖（小麦由来）、
カミツレ花エキス、アシタバ葉／茎エキス、マ
グワ根皮エキス、キュウリ果実エキス、ＢＧ、
アルギン酸Ｎａ、メチルパラベン、水酸化Ｋ

クレンジングゲル

ナチュール 102g1,430円

４週のみ

翌々週

7998
気になる角質、洗顔では落としきれない毛穴
の汚れなどを、ＡＨＡ・フルーツ酸などの
１３種類の美肌成分が肌環境に働きかけて、
お肌のサイクルを整える角質ケアゲルクリー
ムです。
【原材料】水、ＢＧ、カルボマー、リン酸アスコ
ルビルＭｇ、グレープフルーツ果実エキス、サ
ンザシエキス、ナツメ果実エキス、リンゴ果実
エキス、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、ウ
ワウルシ葉エキス、ライム果汁、イザヨイバラ
エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、クズ根エ
キス、アロエベラ葉エキス、クロレラエキス、グリチルリチ
ン酸２Ｋ、ＰＣＡ‐Ｎａ、グリコール酸、グリセリン、塩化Ｎａ、
水酸化Ｋ、アンモニア水、フェノキシエタノール

ピーリングゲル

ナチュール 75g1,980円

４週のみ

翌々週

7997
「洗顔後の乾燥で困っている」
「肌がデリケートなときでも使
える洗顔料がほしい」というお
客様の声から生まれた高保湿洗
顔石鹸です。
【原材料】ＤＰＧ、ミリスチン酸、水、
スクロース、ソルビトール、ステアリン酸、パルミチン酸Ｎａ、
グリセリン、水酸化Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、アルガニ
アスピノサ核油、ヨーグルト液（牛乳）、ハチミツ、グリチル
リチン酸２Ｋ、水酸化Ｋ、ＢＧ、グリセリルグルコシド、エチ
ドロン酸４Ｎａ、加水分解水添デンプン、グリコシルトレハ
ロース

モイストケアソープ

ナチュール 100g1,980円

４週のみ

翌々週

7999
『浸透力＆保湿力』に優れた美肌成分
を14種類厳選配合。化粧水、乳液、
美容液が１つになったオールインワ
ンタイプのゲル状保湿クリーム。
【原材料】水、ＢＧ、グリセリン、アボ
カド油、スクワラン、ヒアルロン酸Ｎａ、
ビフィズス菌培養溶解質、コンドロイ
チン硫酸Ｎａ、リン脂質、スフィンゴ
脂質、オウゴン根エキス、カワラヨモギ花エキス、アロエベ
ラ葉エキス、黒砂糖エキス、グリチルリチン酸２Ｋ、アラン
トイン、トコフェロール、カラメル、塩化Ｎａ、カルボマー、
水酸化Ｋ、メチルパラベン

ゲルホームクリーム

ナチュール 261.5g 3,850円

４週のみ

翌々週
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デンタルケア・台所用石けん・洗剤・雑貨・日用品

デンタルケア

8058
歯周病やムシ歯を予防します。
【原材料】〈湿潤剤〉濃グリセリン・イチョウエキス・オウゴ
ンエキスクマザサエキス・シラカバエキス・スギナエキ
ス・セージエキス・セイヨウノコギリソウエキス・フキタ
ンポポエキス・ローズマリーエキス・加水分解コラーゲン
末・チャエキス（1）〈溶剤〉1，2ペンタンジオール（グリー
ンペンタンジオール）・エタノール〈増粘剤〉キサンタンガ
ム〈有効成分〉ポリリン酸ナトリウム（分割ポリリン酸）・
グリチルリチン酸ジカリウム〈清涼剤〉ハッカ油　〈着香
剤〉マスティックオイル〈pH調整剤〉クエン酸・クエン酸
ナトリウム

マスティマストＳＰ

まある 30g 2,750円

４週のみ

翌々週

8059
お口をすすぐだけで簡単にオーラルケア。刺
激の少ないタイプです。小さなお子様にも
おすすめです。
【原材料】〈湿潤剤〉濃グリセリン〈溶剤〉エタ
ノール〈有効成分〉ポリリン酸ナトリウム（分
割ポリリン酸）・グリチルリチン酸ジカリウム
〈着香剤〉香料（マスティックオイル・ペパー
ミントオイル）〈ｐH調整剤〉クエン酸・クエ
ン酸ナトリウム

くちゅぺマスティマスト

まある 300ml2,750円

４週のみ

翌々週

洗　　剤

8138
酸素系漂白剤・重曹・石けんの３つの相乗作用で洗たく槽や
排水パイプ等、洗いにくい部分の汚れを落とします。
【成分】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）

洗濯槽＆パイプクリーナー ２・４週

太陽油脂（ヒ） 300g×3880円

洗濯石けん・暮らしの洗剤

8105 ナチュロン純粉石けんN
アルカリ剤無配合の為、絹やウー
ルにもお使いいただけ、ふんわり
と洗いあげます。赤ちゃんの肌の
デリケートな方への肌着洗いにも
お使いいただけます。
【原材料】純石けん分（99％脂肪酸
ナトリウム）

1kg 902円太陽油脂２・４週

8103
デリケート素材もやさしく洗える。
ウールやシルクなども手洗いでき
ます。綿、麻、レーヨン、合成繊維、
毛、絹用
【原材料】純石けん分（36% 脂肪酸カリ
ウム）

ソフト洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml715円

２・４週

8108
ドラム式の洗濯機におすすめ。専
用処方でしっかり洗える。泡立ち
控えめで高洗浄力。ラベンダーの
香り。
【原材料】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）

ドラム洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml715円

２・４週

8106
ガンコ汚れもしっかり洗える。純
石けんお炭酸塩のＷの洗浄で、汚
れに強くしっかり洗えます。
【原材料】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）

Ｗパワー洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml715円

２・４週

8110
洗濯の仕上げを愉しく。クエン酸
の力でなめらかで心地の良い風合
いに仕上げます。石けん洗濯用専
用リンス。
【原材料】クエン酸、天然ガム、エチル
アルコール、緑茶エキス、ヒノキチオー
ル、天然香料

衣類のリンス詰替

パックス 550ml495円

２・４週

台所用石けん

8098 キッチンスポンジ
骨格構造の目の荒いスポ
ンジなので、水切れが良
く衛生的です。研摩剤な
どを使用していないので
食器を傷つけません。
【素材】軟質ポリウレタン

太陽油脂（ヒ） １コ176円

２・４週

8080 200番食器洗剤

精製ヤシ油を原料にした台所
用石けん液です。原液をパック
スソフキンにつけてお洗いく
ださい。 太陽油脂（ヒ）

800㎖ 462円

2,300㎖1,210円
8081 詰替200番食器洗剤

8090
目が粗い構造なので、水切れ
が良く、速乾性に優れ衛生的。
狭い所も入りやすく、キズもつ
けない柔らか素材採用。耐久
性抜群で経済的。
【材質】：軟質ポリウレタン

お風呂洗いスポンジ

ヒット 1個440円

２・４週

8083
パーム油、パーム核油（植物油）を原料
にした、台所用液体石けんです。パッ
クスナチュロンスポンジやパックスソ
フキンに直接つけて洗うのが効果的で
す。
【成分】純石けん分（23%、脂肪酸カリウ
ム）

詰替用400番（台所用） ２・４週

太陽油脂（ヒ）

900㎖ 770円

雑貨・日用品

8143
ドライマーク衣類を、ご家庭の洗濯機
で簡単に水洗い・丸洗いできるオシャ
レ着洗剤。国産椿油で衣類のダメージ
を抑えながら、石けんのやさしい洗浄
力で汚れを落とします。
【原材料】純石けん分（42％脂肪酸カリウ
ム）、可容化剤（エチルアルコール）、椿油、
酵素

詰替・洗のチカラ

エコワン 1000ml2,948円

４週のみ

8181
一袋ないし数袋を熱めの風呂に入れ、しばらく浸します。
お湯につかりながら袋を揉み、身体に軽くこすりつける
と、自然の香りが全身を包み込んでくれます。
【原材料】柚子（木頭地域契約栽培柚子）

ゆず湯 ２・４週

きとう村 30g袋×5（150g）800円

水を弱アルカリ性に変えながら洗濯をサポートし
ます。洗濯機に一緒にいれるだけで環境に思いや
りのお洗濯。約300回使用が可能です。
【原材料】高純度マグネシウム

ベビーまぐちゃん

宮本製作所

8233 ピンク 8234 ブルー
各約70g 2,640円

４週のみ

翌々週
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雑貨・日用品・ヘナ・水

自 然 水

8491
8492

ダム建設による自然・生態系の破壊を救った村。ご存知木
頭村の湧水です。自前で取水、パッキングした四国剣山の
天然の湧水です。ほぼ100％山林の石灰質の山々から自然
に湧き出る弱アルカリ性の日本で最も人間の身体になじみ
のよい「天然」に濾過された自然水です。

木頭村の山の湧水 1.8ℓ 400円
６本箱・木頭村の山の湧水

1.8ℓ×６本組 2,300円

きとうむら

8319

牛乳パック80％、上質古紙20％を使用し
た100％再生紙。尼崎市の作業所「雑居工
房」の障害者メンバーたちがひとつひとつ
手作りしています。環境にやさしいフィ
ルム包装タイプ。

ティッシュ「ぱっクル」

雑居工房 1袋149円

8249
8248

小 22cm×20m 132円

宇部フィルム

粘着付与剤等の添加物を一切使用してい
ないラップです。燃やしても塩素系ガス
やダイオキシンが出ないポリエチレン素
材です。植物が主原料のプラスチック刃
を使用しています。

無添加ポリラップ

大 30cm×20m 242円

島根県・金城の花崗岩下300mから採水した、ミネラル分の少ない
軟水なので、赤ちゃんや妊婦さんの体に負担をかけません。粉ミ
ルクも溶けやすく、ミルクのミネラル分を変化させないので授乳
にも適しています。
【原材料】水（鉱泉水）●採水地：島根県浜田市金城町

かぞく想いの天然水

ライフソリューションズ

8496 2ℓ×6
8497 500ml×24本

1,944円
3,629円

２・４週

島根県・金城の地下700ｍから汲み上げる天然水。厚生労働省が
定める安全基準をクリアした非加熱のナチュラルミネラルウォー
ターです。口当たりが柔らかい軟水で、クセのないおいしさは飲
料水としてはもちろん、お茶やお料理にも最適です。
【原材料】水（鉱泉水）●採水地：島根県浜田市金城町

リセットタイム

ライフソリューションズ

8494 2ℓ×6
8495 500ml×24本

1,944円
3,629円

２・４週

8303

洗って何度も使用できま
す。幅広いにおいを徹底
カット！３層の特殊フィル
ター。いろんな臭いをまと
めて吸着。通気性UPで息
らくらく。呼吸しやすい3
Ｄ立体プリーツです。通常
サイズ：175mm×75mm。
【原材料】本体・フィルター部
(ポリエチレン、レーヨン、
ポリエチレンテレフタレート)、耳ひも部(ポ
リエチレン)

におクリンマスク
エアリー２・４週

イシミック 3枚入 550円

8226

植物由来のアルコールと天然
エッセンシャルオイルで、い
つでも手指をすっきりクリア
に。手肌になじみやすい、さ
らさらの使い心地です。さわ
やかでやさしいアロマの香り。
【原材料】エタノール※（植物由
来）,水,グリセリン（植物由来）,レ
モン果皮油†, リモネン*、ラベンダー油†,リ
ナロール*, ティーツリー油†*:精油に含まれ
る天然成分, †:認定オーガニック認定成分

アロマハンド
スプレー

２・４週

たかくら新産業 

50ml1,320円翌々週

8307
8308
8309
8310

無漂白コーヒーフィルター
小（１〜２人前）40枚 143円
大（３〜４人前）40枚 165円
小（１〜２人前）100枚 330円
大（３〜４人前）100枚 374円 第３世界ショップ

２・４週

8316 ダブルトイレットペーパー
(ピュアブラウン) ８ロール 518円

よつ葉牛乳のパックを集めてロールペーパーにしたものです。リサイク
ルの王様ピュアブラウンを使ってください。
【原材料】再資源化原料 100%

8342 ペンギン芯なしシングル
130m×6 548円

牛乳パック30％以上使用無漂白再生紙。長さは通常の約2倍。
専用芯材は別途（8346番）お買い求め

8343 ワンタッチぺンギン芯なしスシングル
130m×6 548円

上記コアレスと同等品でワンタッチ式ホルダーに合うよう空洞
部分が広いのが特長。普通芯材でも使用できます。

8345 花束 吸収名人100W 100組×3 473円
牛乳パック100％使用の世界初無漂白、無蛍光の食器にとって
安全安心のキッチンペーパーです。

8346 コアレス用芯棒 1コ10円
シングルコアレス用の芯棒です。ワンタッチ式ホルダーにも使
用できます。 丸富製紙

8201 ヘナオレンジ 100g 1,650円
白髪はオレンジ色に黒髪はほのかに明るくなります。
【原材料】ヘンナ

オレンジのヘナは、毛染め成分を多く含んでいますので、他の
色のヘナで染める前にベースカラーとして使うと色持ちします。

ヘナ ベースカラー

8202 ヘナライトブラウン
明るく華やかな印象のブラウンに仕上げます。
【原材料】ナンバイアイ葉、ヘンナ、グアーガム

8203 ヘナブラウン
自然なブラウンに仕上がります。
【原材料】ナンバイアイ葉、ヘンナ、水溶性アナトー、グアーガム

8205 ヘナソフトブラック
自然な黒色です。
【原材料】ナンバイアイ葉、ヘンナ、アムラエキス、ムクロジ

各100g 2,200円

Aランクのヘナは30分程度できれいに染まります。
ヘナ ナチュラルカラー

8207 アムラ（トリートメント）
色は殆どつかずトーンのダウンさせるだけので、白髪の方にも安心し
てご使用いただけます。髪に艶を出ししなやかな質感を与えます。
【原材料】アムラ

毛染めではなく髪と地肌を健やかに保つためのトリートメ
ントパックです。

ノンカラートリートメント

マムズ Aランクヘナ ４週のみ 翌々週

100g 1,650円
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２・４週お　　酒 ２・４週

金沢オーガニッククラブの併設

店舗では、各種お酒を取り揃え

ています。お近くにお越しの際

は、ぜひお立ち寄りください。

8558
ドイツビール並みのしっかりとした
苦味のビール時期も満足の本格ノン
アルコールビール。プリン体ゼロ。
無添加ノンアルコールビールです。
【原材料】麦芽、ロースト麦芽、ホッ
プ

日本ビール

350㎖×2 292円
6本セットもあります

竜馬（ノンアルコール）

8553
ワシントン州法のオーガニック基準に
従って栽培したコンコード種のぶどうを
収穫直後に現地で搾って輸入、冷凍保存
して使用しています。この方法によって
年間醸造が可能になりました。甘めのワ
インです。
【原材料】有機コンコード

蒼龍有機コンコード赤（中口）

蒼龍葡萄酒 720ml1,584円

8505

8506

二番搾り｡料理用酒として価格を抑えました｡ぶ
どうの香りが豊かな甘口､飲むワインとしても
十分です｡
【原材料】コンコード（長野県）

二番搾り果汁で仕込み､料理用酒として価格を
抑えました｡ぶどうの香りが豊かな甘口､飲むワ
インとしても十分です｡
【原材料】ナイヤガラ（長野県）

プレスラン赤

プレスラン白

井筒ワイン 各720㎖ 946円

8544

ステンレスタンクで発酵、熟成。酸化防止剤無
添加。優しい柔らかな酸とボディ。フレッシュ
で黒系果実の風味のフルーティーでジューシー
な味わい。
【原材料】カベルネソーヴィニヨン（ウェスタンケープ）

カベルネ ランニングダック
（赤ミディアム）

ステラーワイナリー

750ml1,540円

8545

ステンレスタンクで発酵、熟成。酸化防止剤無
添加。グレープフルーツとピーチの香り。優し
い柔らかな酸とボディ。フレッシュでフルー
ティー、ジューシーな味わい。
【原材料】コロンバーム（ウェスタンケープ）

ホワイト ランニングダック
（白辛口）

ステラーワイナリー

750ml1,540円

8511

8512

明るい紫色の外観、甘く赤い果実の豊かな
香り、口に広がる果実の甘味と柔らかい酸
が特徴､バランスのいいワインです。
【原材料】枯梗ヶ原産コンコード使用

淡いレモンイエローの外観､キャンディーの
ような果実の華やかな香り、柔らかい酸と
果実味が口に広がるやや辛口のワイン。
【原材料】枯梗ヶ原産ナイヤガラ使用

赤（甘口）井筒ワイン

白（辛口）井筒ワイン

井筒 各720ml1,386円酸化防止剤無添加

8562

8563

爽やかな酸味とフルーティーな香味が特徴
です。
【原材料】長野県葡萄 コンコード

ナイヤガラ種の甘い独特の香りと味が特徴
です。
【原材料】長野県葡萄 ナイヤガラ

無添加コンコード

無添加ナイヤガラ

五一ワイン 各720ml1,300円

8564
贅沢な時間を気軽に楽しめる香り高い
ブランデー。調和のとれた重厚なブラ
ンデー。梅酒、果実酒作りにも。
【原材料】長野県葡萄 ナイヤガラ

ブランデー VO

五一ワイン 720ml1,320円

8565
自社製ブランデーを使用。梅本来の酸
味と甘さ、ブランデーのまろやかさと
重圧感をもつ高級梅酒です。
【原材料】三尾紅梅、自家製ブランデー、グ
ラニュー糖

梅酒（リキュール）

五一ワイン 500ml1,650円

8554
ビール本来のコクと苦み、新鮮なレモン
果汁が素晴らしいノンアルコールビアー
カクテル。お食事との相性も抜群です。
【原材料】レモン果汁、麦芽、砂糖、レモ
ン果皮ペースト、ガラクトオリゴ糖液糖、
ホップ・炭酸

日本ビール

350ml×2 302円
6本セットもあります

レモン・竜馬（ノンアルコール）

8514
白・辛口。トロピカルフルーツ、白桃、
メロン、蜂蜜、バニラのようなフルー
ティーな果実の味わい。贅沢でまろやか
な後味をもたらせます。有機農法へ切り
替え中のワインになります。
【原材料】トロンテス100％、亜硫酸塩

トロンテス アルジェント

アルジェント 750ml1,379円

8556
プラムのスパイシーな香り、果物のシ
ロップ漬けのような甘い風味。味わいは
しっかりとしたコクがありながらソフト
でシルクのようになめらか。
【原材料】モナストレル100%、亜硫酸塩

赤カスターニョ･モナストレル・OG

ボデガスカスターニョ（スペイン）

750ml1,150円

8557
リンゴやシトラスのフレッシュで心地よ
いアロマ。ジューシーな果実味が口いっ
ぱいに広がり、ほのかなミネラルの風味
も感じられます。
【原材料】マカベオ100%、亜硫酸塩

白カスターニョ･マカベオ・OG

ボデガスカスターニョ（スペイン）

750ml1,150円

8546

噛み砕いたチェリー、プラムのジャムなどを思わ
せるフレッシュな果実の香り、ミルキーな風味、
シナモン胡椒などのスパイスの香りを感じます。
【原材料】シラーズメルロ（ウェスタンケープ）、
亜硫酸塩

シラーズ＆メルロー ムーンライト
（赤ミディアム）

ステラーワイナリー

750ml1,375円

8508
米国グロー園の有機栽培ナイアガラぶ
どうを100％使用。ナイアガラぶどうの
香りと爽やかな風味が生きているやや
甘口白ワインです｡
【原材料】ナイアガラ種

白有機ワイン

アルプス 720ml1,112円

8548
通常に比べて炊く1.3倍の麦芽を贅沢に使
用して仕込んだ、アルコール度数の高い
ビールです。ローストの香ばしい香りと、
フルーティーな香り、ホップの苦みのをお
楽しみいただけます。
【原材料】麦芽・ホップ

エチゴ スタウトビール

エチゴビール

350ml×2604円
6本セットもあります

8541
酵母由来のフルーティで爽やかな香
りや、やわらかい口あたりと喉越し
が特徴のヴァイツェン（ビール）です。
【原材料】小麦麦芽・大麦麦芽・ホップ

のんびりふんわり白ビール

エチゴビール

350ml×2604円
6本セットもあります

8516
ソフトなタンニンと程よい酸味がバランスよく、
コクがある豊かな味わいを形作っています。日本
初登場の2019年ヴィンテージは、トリプル金賞
を受しています。完熟フルーツとスパイス（ブラッ
クペッパー）の際立つアロマがエレガントでほの
かな樽の風味と溶け合っています。天然酵母使用。
【原材料】モナストレル100％、亜硫酸塩
スペイン ボデガス カスターニョ

750ml1,650円

赤ヘクラ･オーガニック

8509
発酵後、オーストリア産樫の木で12か月
熟成。深い紅色。少しスパイシーさを感
じます。適度な酸味とエレガンスを与え
てくれます。
【原材料】トウリガナショナル、トウリガフラン
カ、ソウサン

ロメオ レゼルヴァ (赤辛口)

クレメンテ メネレス

750ml2,500円

8552
本場ドイツで「ビール純粋令」を厳格に守
り、創業386年の老舗ブルーワリーと共同
開発。原料はプレミアムモルト、ファイン
ホップと天然水のみで、添加物は一切使用
しておりません。ノン・アルコールながら
コクと風味を創り上げました。
【原材料】モルト、ホップ

ヴェリタスブロイ（ノンアルコール）

パナバック 330ml×2292円
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6月4回号
6月19日㈰の週 お届けカレンダー

   火 水 木 金

提出日 14 15 16 17
配送日 21 22 23 24

全て税込み価格です

もっちりとした食感の水まんじゅうもっちりとした食感の水まんじゅう

透明感のあるもっちりとした食感のゼリーの
中に、滑らかなこしあんを包みました。素朴で
上品な甘さをお楽しみください。

85g×3 378円

夏を彩る和の美味しさ

マルシン

水まんじゅう6383

糖分・塩分補給で熱中症対策糖分・塩分補給で熱中症対策

紀州梅100％の「梅肉エキス」、沖縄の塩「シママース」と「ぬ
ちまーす」を使用した、梅の酸味と塩の旨味が引き立った塩
飴です。梅由来のクエン酸も含んでいます。

70g 302円

これからの季節の必需品

梅肉エキス塩飴6343

優しい甘さとしょっぱさがお口の中で広がります。脳の唯一
の栄養素である『ぶどう糖』に、沖縄の塩シママースとクエン
酸を加えました。優しい甘さとしょっぱさがお口の中で広が
ります。

20粒 248円

塩ぶどう糖クエン酸入り7805

沖縄の塩シママースとぬちまーすを使用し、シークヮーサー
風味に仕上げた塩飴です。さっぱりとしているので、食欲が
わきにくい夏でも食べやすいです。

70g 292円健康フーズ

シークワーサー塩飴6346

さっぱりとした甘さの「あんバター」さっぱりとした甘さの「あんバター」

遠藤製餡の有機小倉あんバターは、有機栽培された
小豆の風味とさっぱりとした甘さが感じられます。有
機砂糖にグラスフェッドバターを丁寧に練り込んだ有
機 JAS 認証のあんバター。

300g 518円

小豆の風味、旨味をそのままに

遠藤製飴

有機小倉あんバター5374

能登伝統調味料「いしり」能登伝統調味料「いしり」

サバ、アジを使ったいしり。くせがいかのいしりよりも少
ないと言われています。前浜で水揚げされた新鮮なサ
バ、アジを用い、奥能登に古くから伝わる魚醤を時間を
かけてゆっくり寝かせて作りました。お刺身やお鍋に。

チョイタシで料理に深みがうまれる

いしり5715

イカワタを塩にまぶし、２年間熟成させた魚醤油。能登の
風土と旨みが凝縮されています。能登で有名な某レスト
ランでも使用されています。
タカショク

いかのいしり5716

国内産の小麦粉100％で練り
上げた、つけ麺専用の全粒粉
極太麺が豚骨魚介系の濃厚
スープにピッタリ。まさに自慢
の麺と、それに合ったスープ
との運命の出会いです。

2食入420g 472円

全粒粉つけ麺（生）5183
安心安全を趣旨とし、体に優しい原料。細麺なのに強いコシ、なめらか
な舌触り、のど越しの良さが特徴です。

110g×2 421円

細美人（細切り冷し中華）5188

賞味期限が長めのもちもち麺です。
お好みのソースで味付けして下さい。

各2食入 222円

深蒸し熟成焼きそば

細切り5193 太切り5194

6 月 5 回号にお届けになる可能性があります。

夏季限定！夏季限定！

夏の暑い時期にぴったり

芽吹き屋の季節の和菓子
甘みと酸味のバランスがいい！

志賀高原のさくらんぼ
「佐藤錦」「佐藤錦」

旬の
一品

芽吹き屋 長野県 小坂

夏の暑い時期にぴったり。目でも舌でも楽しめる夏
の涼菓です。コシをつけるために上新粉を加えて
舌触りよく仕上げました。

水まんじゅう

紫芋94751 抹茶94752 各4個 453円

青森県産の笹葉を使用。爽やかな香りが
魅力の笹餅。自社で胴搗きした上新粉
は歯切れがよく、香り豊かなよもぎとと
もに香り抜群の和菓子です。

笹もち94754

国産もち米を使用した生地を、国産の枝豆
を使用した「ずんだあん」で包みました。

120g×4個 535円

国産枝豆のずんだ餅94757

200g 1,400円

さくらんぼの中で、味も人気もナンバーワンの品種、佐藤錦です。志
賀高原の豊かな自然の中で実ったさくらんぼをぜひご賞味ください。

志賀高原さくらんぼ佐藤錦0416

国内で取れた新鮮野菜と近海物の魚介類を使った、安心安
全な美味しいキムチです。旬の魚介類から手間隙かけて
作った自慢の手作りのタレを使っています。辛いだけでなく
「コク」と「深み」のあるキムチや韓国家庭料理をどうぞ！

小麦の粒の全て（表皮、胚芽、胚乳）を使った粉のこと。
全粒粉には栄養補助食品である、たんぱく質、ビタミ
ンB1、B2、ビタミンEが多く、そして食物繊維や鉄分
等も豊富に含まれています。また若返りビタミン、抗
酸化作用、低インシュリンの効果も期待されます。

本格韓国総菜 不定期！

翌

程よい辛さと甘味のあ
るコチュジャンソースを
ベースにした自家製タ
レで仕上げました。

神山鶏のダッカルビ90607 凍

新鮮なイカ、ホタテ、
国産の野菜をたっ
ぷり使用し一枚一
枚手造りで焼き上
げました。

海鮮チヂミ

甘タレ90620
辛タレ90621

凍

翌々凍

不定期！

みうらや製麺

国産小麦粉を使った麺 冷 不定期！

今年も全粒粉冷やし中華が始まりました！

愛知県産小麦粉と北海道産小麦粉に愛知県産全粒粉を絶妙に
ブレンドした夏季限定の人気商品です。大自然から採ったモンゴ
ルかんすいを使用することで滑らかな舌触りともちもち感のある、
そして小麦の香りが残る麺に仕上げました。オリジナルの無添加
スープとベストマッチ。全粒粉は健康面でも優れています。

全粒粉冷し中華5187

120g×2 432円⇒423円 得
全粒粉入り全粒粉入り

全粒粉入り全粒粉入り

全粒粉とは？ 表皮
▼

食物繊維

胚乳
▼
小麦粉

胚芽
▼

栄養補助食品
たんぱく質、ビタ
ミンB1・B2・E、鉄
分等、若返りビタ
ミン、抗酸化作用、
低インシュリン

４週のみ 翌々

４週のみ 翌々

翌々

不定期！

４週のみ

４週のみ

2品種どちらかが入ります。

200g 389円金沢市 菊理農園

菊理農園ミディトマト
（エコスマイル or 愛ちゃんトマト）

0284

農薬化学肥料不使用でつくりました。

1㎏ 432円金沢市 山下農園

蓮花新玉ねぎ0061

今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜 地元野菜地元野菜

これぞキムチの王様!徳
島発の本格キムチです。
白菜で包まれた中には、
タコ、イカ、山クラゲ、リン
ゴ各種の木の実や魚貝
類珍味がぎっしりつまっ
ています。

300g 784円

王様キムチ90602

みずみずしい食感等が
とても評判が良い、国産
のきゅうりはくせがなく、
食べやすいのが特徴で
す。

200g 475円

きゅうりキムチ90603

本場韓国の味、魚谷キ
ムチの白 菜 キムチが
たっぷり入ったチヂミ。

1枚 491円

自然豚・白菜キムチの
チヂミ（タレ付き）

90623

もっと気軽に食べてほし
いから、ホットプレートで
作れる簡単本格ビビン
バセットを作りました。

260g（2人前） 784円

美蘭さんのビビンバセット90627

お肉や野菜がバランス
良く摂れて、甘辛い味付
けでご飯がモリモリ進み
ます。

150g 367円

豚プルコギ丼90641

冷

冷

凍

凍

凍

450g 1,053円⇒1,031円 得

各1枚 660円⇒645円 得

調理済

調理済

調理済

調理済

フライパン調理

50g×4個 507円⇒496円 得
減農薬！
減農薬！

今回のみ
！

より良い製品のために「独自の練り」と「熟成」にこだわり、
充分に時間をかけ、日々丁寧に麺をこしらえています。

冷たく冷やしてどうぞ！ 翌々 不定期！

炭火で丁寧に焙煎した有機コーヒー豆と南アルプ
ス自然水を使用し、自然落下のネル（濾過布）ドリッ
プで時間をかけて抽出したアイスコーヒーです。

炭火焙煎有機アイスコーヒー

無糖7773 微糖7774
1L 540円麻布タカノ

上品な甘さの有機カフェオレベースです。牛乳・オーツ
ミルク・アーモンドミルクなどで割ってお飲みください。

275ml 842円健康フーズ

有機カフェオレベース7771

原料にこだわり、有機栽培珈琲豆とレインフォレスト・アライアンス
認証農園産珈琲豆の2つの原料を100%使用した無糖タイプの
コーヒーです。酸味と苦味がほどよく滑らかな味わいです。

185g×2本 260円三本珈琲

W100％認証豆使用BLACK缶7777

４週のみ 翌々

500ml 710円⇒694円 得

150ml 508円⇒496円 得


