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全て税込み価格です

北陸では「おちらし粉」と言われるもので
すが、母が食べたがっています。

会員の声

焙煎した麦の香ばしい風味「はったい粉」焙煎した麦の香ばしい風味「はったい粉」

国内産裸麦をじっくり焙煎したはったい粉です。砂糖や塩
を加えてそのまま、またはお湯で練ってお召し上がりくださ
い。パン・クッキー作りに、小麦粉に混ぜて使うのもおす
すめです。 【原材料】はだか麦（国産）

子供のおやつとして親しまれていました

はったい粉（国内産裸麦使用）4661

３週のみ

120g 162円ムソー

リッチなテイスト「豆乳グルト」リッチなテイスト「豆乳グルト」

豆乳を植物性乳酸菌で発酵させたプレーンタイプの発
酵豆乳商品です。国産大豆100％の豆乳を使用し、大豆
固形UPにより高級感のある風味や食感が楽しめるリッ
チテイストです。

400g 302円

植物乳酸菌で発酵させました

マルサン

国産大豆の豆乳使用豆乳グルト3206

甘さ控えめのいなりあげ甘さ控えめのいなりあげ

ご自宅で簡単においなりさんが作れます。肉厚で柔らか
い油揚げを、ご飯に合うよう甘さ控えめに味を付けてあり
ます。

6枚 367円

国内産大豆使用の豆腐でつくった油揚げ使用

丸和

味付けいなりあげ1853

北海道産の塩吹昆布北海道産の塩吹昆布

北海道産昆布を天然醸造醤油、喜界島の粗糖、沖縄の塩
シママースで炊き上げた、塩吹昆布です。温かいご飯に
のせて、お茶漬けに、ぜんざいやおしるこに添えて。

食品添加物一切不使用

ムソー

塩吹昆布2727

わっぱんのバナナケーキわっぱんのバナナケーキ

タイ産の農薬不使用バナナ『ホムトンバナナ』
をふんだんに使い、濃厚で芳香な味わいの
ケーキに仕上げました。

【原材料】バナナ（農薬不使用）、卵、小麦粉、粗糖、バ
ター、レモン（果汁）、ベーキングパウダー、りんご果汁

2個 370円

ふんだんにバナナを使いました

わっぱん

バナナケーキ1178

素早く吸収するパンティライナー素早く吸収するパンティライナー

女性用経度尿吸収製品です。トップシートはオーガニック
コットン 100% のメッシュタイプ不織布を採用。メッシュシー
トが水分を素早く吸収し、表面さらさらをキープします。吸水
量 5cc。

【原材料】オーガニックコットン、吸収シート、パルプ

30個 660円

肌にやさしく、かぶれにくい

グリーンパックス

吸水パンティライナー8299

保存料、着色料を使用しておりま
せん。

90g（2本入） 297円

おさかなソーセージ1846

国産のタラと、国産のアジを使用し、
魚肉の旨味を最大限に引き出したぷ
りぷり食感の一口サイズです。

魚っ子ウインナー1840

こだわりの無リン魚肉すり身にイカと
ネギを練りこみ、つまみやすいちぎり
タイプの天ぷらにしました。

100g 486円

イカちぎり天1842

イカとホタテをたっぷり練りこみ、海
鮮のうま味とネギの風味を加え、国
産の一味唐辛子でピリ辛にしまし
た。

100g 486円

ピリ辛海鮮揚げ1843

全く澱粉を使用しないで、魚本来の
味をお楽しみいただけるように仕上
げたプリプリ食感の蒲鉾です。

無澱粉蒲鉾・魚旨1844

リニューアル！リニューアル！

無添加の練り物
別所蒲鉾

翌々凍 不定期！

世界のおいしさを日本の食卓へ

タイを代表する料理「トムヤンクン」。刺
激的な辛味にココナッツミルクのまろ
やかさを加えた、複雑で奥深い味わ
い。

160g×2 704円

アジア薫る「タイ」トムヤンクン

87601

酸っぱくて辛い、中国の四
川料理を代表するスープ

「酸辣湯」。とうがらしやこ
しょうの辛味と、酢やトマト
の酸味が調和したバラン
スの良い味に仕上げまし
た。茹でた温かい中華麺

にかけると、酸辣湯麺
として食べられます。

食べる酸辣湯スープ87619

国産春雨のもちもち食感
に、干しエビ・にんじん・ねぎ
を具材にして、ナンプラー・
オイスターソースでエスニッ
クの風味をつけて、黒こしょ

うでスパイシーに仕上
げました。じんわりと辛
さが広がります。

230g 563円

ベトナム風
スパイシー春雨

87621

国産の小麦粉と野菜を使
用して、丁寧に焼き上げま
した。外パリパリ、中もちも
ちのチヂミ本来の食感を
お楽しみください。

2枚 558円

コリアンチヂミ
（たれ付）

87622

メキシコの主食トルティーヤと、家庭料
理のチリコンカンのセット。ちょっぴり辛
くしっかりした味付け。

チリコンカン150g、トルティーヤ5枚（65g） 672円

メキシカントルティーヤ&チリコンカンセット

87603

韓国の伝統食、参鶏湯をアレンジ。ほ
ぐした国産鶏肉にもち米を加えボ
リュームたっぷりの、食べるスープに仕
上げました。

300g×2 704円

食べる参鶏湯風スープ

87605

国産の牛肉と玉ねぎのうま味がきいた
濃いめのソースは、コクの中にも酸味
がある独特の味わいです。

ロシアン「ビーフストロガノフ」

87616

国産もち米に鶏肉・ごぼう・にんじん・し
いたけなどを混ぜ、醤油やオイスター
ソースなどで味付けしたおこわを竹皮
で包みました。

320g（4個） 721円

鶏五目中華ちまき

87618

サムゲタン

サンラータン

カラミノフーズ
世界各国の美味しい食べ物を、国内製造で国産を主原料とし、化学調味料不使用でつくっています。
本場の味に忠実でありながら、日本人に受け入れられるテイストを目指しています。

翌々冷 不定期！

翌々冷 不定期！

翌々冷 不定期！

めらかなカスタードプリンめらかなカスタードプリン

飛騨酪農の遺伝子組み換え飼料不使用
の低温殺菌牛乳を使用した、牛乳本来の
優しい甘味が生きているカスタードプリ
ンです。

【原材料】牛乳、液卵、粗糖、カラメルシロップ
（砂糖）

90g×3個 367円

健康な牛の良質な生乳の風味とコク

飛騨酪農

飛騨カスタードプリン0607

翌々冷 不定期！

不定期！

翌々

翌々

国内産小麦を使ったお菓子

国内産小麦を主原料に牛乳で
練った生地を、かわいい英字の
形に焼き上げました。じっくり発
酵させたサクサク食感のビス
ケットです。

70g 227円

英字ビスケット6384

国内産小麦を主原料に小麦全粒
粉を加え、プレーンタイプのク
ラッカーに焼き上げました。さっ
ぱり塩味です。

100g 270円サンコー

全粒粉クラッカー6385

ジューシーなハンバーグジューシーなハンバーグ

国産牛・国産やまと豚・国産玉ねぎ使用。直
火で焼き上げ肉汁と甘みを封じ込めたふっくら
ジューシーなハンバーグ。

各140g 410円

直火で焼き上げました

フリーデン

デミソース付・ハンバーグ1861
おろしソース付・ハンバーグ1862

不定期！翌々冷

３週のみ 翌々

80g 367円⇒359円 得

75g 389円⇒380円 得

35g 421円⇒412円 得

１・３週 翌々

不定期！冷
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タイの屋台で大人気の定番ガパオラ
イス。甘辛く味付けした鶏肉とバジル
の爽やかな香りが食欲をそそります。

アジア薫る「タイ」ガパオ丼
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外パリパリ、
中もちもち

醤油＆生姜ベースで
食べやすい！

田村おす
すめ！

220g（110g×2） 725円⇒710円 得

100g×2 572円⇒560円 得

763円 得

鶏肉の旨みがきいたタイ風
チキンライスです。炊飯器
さえあれば簡単に出来ま
す。国産の香米と炊き込み
ご飯の素を入れて後は待
つだけ。細長くてパラパラ

した食感の香米(新潟
産)を使っています。

1,625円
650g（3～4人前） 

タイ風チキンライス
カオマンガイセット

87620袋ごとボイル 炊飯器

袋ごとボイル

袋ごとボイル

袋ごとボイル 袋ごとボイル 電子レンジ

袋ごとボイル 生地：トースター、具：ボイル

フライパン調理

250g×2 779円⇒
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エコポストの表記について

週のマークがないものは毎週企画
品です。

野菜・果物で地元石川県内
で生産されたものです。地

今回のみの企画商品
です。

今回のみ
生麺です（無印は乾麺）。生麺

保存方法（無印は
常温です）。

冷凍冷蔵

１週のみの企画品です。１週のみ

隔週の企画品です。１・３週 ２・４週

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
翌々週に配送されます。翌々週

今週／今月の特価品です。得

新製品。その週だけに表示
されます。新

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。変

レシピが紹介されて
います。レシピ

●0607 飛騨カスタードプリン●0607 飛騨カスタードプリン
牛乳、液卵、粗糖、カラメルシロップ（砂糖）牛乳、液卵、粗糖、カラメルシロップ（砂糖）

●1861 デミソース付・ハンバーグ●1861 デミソース付・ハンバーグ
「ハンバーグ」豚肉（国産、玉ねぎ（国産）、牛肉（国産）、「ハンバーグ」豚肉（国産、玉ねぎ（国産）、牛肉（国産）、
牛脂、パン粉、鶏卵、乾燥マッシュポテト、食塩、香牛脂、パン粉、鶏卵、乾燥マッシュポテト、食塩、香
辛料、ビーフエキス辛料、ビーフエキス

●1862 おろしソース付・ハンバーグ●1862 おろしソース付・ハンバーグ
［ハンバーグ］豚肉（国産）、牛肉、玉ねぎ、パン粉、［ハンバーグ］豚肉（国産）、牛肉、玉ねぎ、パン粉、
鶏卵、牛脂、食塩、砂糖、香辛料、ビーフエキス【添鶏卵、牛脂、食塩、砂糖、香辛料、ビーフエキス【添
付おろしソース】大根、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、付おろしソース】大根、しょうゆ、発酵調味料、砂糖、
醸造酢、酵母エキス、でん粉、食塩、（一部に小麦・卵・醸造酢、酵母エキス、でん粉、食塩、（一部に小麦・卵・
牛肉・大豆・豚肉を含む）　牛肉・大豆・豚肉を含む）　

●1846 おさかなソーセーシ゛●1846 おさかなソーセーシ゛
魚肉（たら、エソ、タイ、その他）、ばれいしょでん粉、魚肉（たら、エソ、タイ、その他）、ばれいしょでん粉、
菜種油、砂糖（甜菜糖）、かつお節エキス、食塩、ゴ菜種油、砂糖（甜菜糖）、かつお節エキス、食塩、ゴ
マ油、こしょうマ油、こしょう

●1840 魚っ子ウインナー●1840 魚っ子ウインナー
魚肉（たら（国産）、アジ（国産）、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚肉（たら（国産）、アジ（国産）、馬鈴薯澱粉、砂糖、
食用なたね油、魚醤（イワシ、食塩）、かつおだし、食用なたね油、魚醤（イワシ、食塩）、かつおだし、
食塩、昆布だし食塩、昆布だし

●1842 イカちぎり天●1842 イカちぎり天
魚肉、イカ、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤（い魚肉、イカ、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、砂糖、魚醤（い
わし、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂　わし、食塩）、食塩、鰹だし、昆布だし、味醂　

●1843 ピリ辛海鮮揚げ●1843 ピリ辛海鮮揚げ
魚肉、イカ、ホタテ、葱、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、魚肉、イカ、ホタテ、葱、食用菜種油、馬鈴薯澱粉、
砂糖、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、唐辛子、鰹だし、砂糖、魚醤（イワシ、食塩）、食塩、唐辛子、鰹だし、
昆布だし、味醂　昆布だし、味醂　

●1844 無澱粉蒲鉾・魚旨●1844 無澱粉蒲鉾・魚旨
魚肉、砂糖、食塩、味醂、魚醤（イワシ、食塩）、鰹魚肉、砂糖、食塩、味醂、魚醤（イワシ、食塩）、鰹
だし、昆布だしだし、昆布だし

●1853 味付けいなりあげ●1853 味付けいなりあげ
油揚【大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、菜種油（オー油揚【大豆（山形・秋田・新潟・北海道産）、菜種油（オー
ストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）（長ストラリア産）、粗製海水塩化マグネシウム（にがり）（長
崎産）】、粗糖（鹿児島産）、醤油、発酵調味料、食塩（青崎産）】、粗糖（鹿児島産）、醤油、発酵調味料、食塩（青
い海）、かつお節（鹿児島産）、昆布（北海道産）、さい海）、かつお節（鹿児島産）、昆布（北海道産）、さ
ば節（静岡産）ば節（静岡産）

●●2849 2850 皮ごとはとむぎ（自然栽培）2849 2850 皮ごとはとむぎ（自然栽培）
はとむぎ（石川県産）はとむぎ（石川県産）

●3206 国産大豆の豆乳使用豆乳グルト●3206 国産大豆の豆乳使用豆乳グルト
豆乳（大豆：国産）豆乳（大豆：国産）

●4831 車屋ひやむぎ●4831 車屋ひやむぎ
小麦粉（国内産）、食塩小麦粉（国内産）、食塩

●6384 英字ビスケット●6384 英字ビスケット
小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳、ショー小麦粉（小麦（国産））、砂糖（三温糖）、牛乳、ショー
トニング、コーンスターチ、食塩、イースト／膨張剤（重トニング、コーンスターチ、食塩、イースト／膨張剤（重
炭酸アンモニウム）炭酸アンモニウム）

●6385 全粒粉クラッカー●6385 全粒粉クラッカー
小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショー小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、ショー
トニング、小麦全粒粉（小麦（国産））、食塩、小麦胚トニング、小麦全粒粉（小麦（国産））、食塩、小麦胚
芽、麦芽エキス（小麦を含む）、砂糖（てん菜（国産））、芽、麦芽エキス（小麦を含む）、砂糖（てん菜（国産））、
イースト／膨脹剤（重曹）イースト／膨脹剤（重曹）

●6437 粒あんたい焼●6437 粒あんたい焼
皮：国産小麦粉、鶏卵、砂糖、麦芽水飴、脱脂粉乳、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、麦芽水飴膨張剤（重曹）/ 飴：砂糖、十勝産小豆、麦芽水飴

●6438 カスタードたい焼●6438 カスタードたい焼
皮：国産小麦粉、砂糖、麦芽水飴、脱脂粉乳、膨張皮：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、バター粉乳、小麦粉、ナチュラルチーズ、バター

●6439 粒あん回転焼き●6439 粒あん回転焼き
皮：国産小麦粉、鶏卵、砂糖、麦芽水飴、脱脂粉乳、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、麦芽水飴膨張剤（重曹）/ 飴：砂糖、十勝小豆、麦芽水飴

●6923 りんご果実でちゅーちゅー●6923 りんご果実でちゅーちゅー
果実（有機りんご（アルゼンチン産）、有機レモン）、果実（有機りんご（アルゼンチン産）、有機レモン）、
砂糖（てんさい糖）砂糖（てんさい糖）

●6924 ぶどう果実でちゅーちゅー●6924 ぶどう果実でちゅーちゅー
果実（有機ぶどう（アルゼンチン産、アメリカ産）、有果実（有機ぶどう（アルゼンチン産、アメリカ産）、有
機レモン）、砂糖（てんさい糖）機レモン）、砂糖（てんさい糖）

●6925 みかん果実でちゅーちゅー●6925 みかん果実でちゅーちゅー
果実（有機温州みかん（国産）、有機濃縮レモン）、砂果実（有機温州みかん（国産）、有機濃縮レモン）、砂
糖（てんさい糖）糖（てんさい糖）

●87601 アジア薫る「タイ」トムヤンクン●87601 アジア薫る「タイ」トムヤンクン
えび（国産）、こめ油、グリーンカレーペースト（唐辛子、えび（国産）、こめ油、グリーンカレーペースト（唐辛子、
にんにく、レモングラス、赤玉ねぎ、食塩、ガランガ -、にんにく、レモングラス、赤玉ねぎ、食塩、ガランガ -、
カフィアライムの皮、シュリンプペースト）、ふくろ茸水カフィアライムの皮、シュリンプペースト）、ふくろ茸水
煮、魚醤、チキンエキス、ココナッツミルク、トウバ煮、魚醤、チキンエキス、ココナッツミルク、トウバ
ンジャン、エビエキス、濃縮ライム果汁、砂糖、ばれンジャン、エビエキス、濃縮ライム果汁、砂糖、ばれ
んしょでん粉、にんにくペースト、しょうがペースト、んしょでん粉、にんにくペースト、しょうがペースト、
香辛料、酵母エキス、レモングラス（原材料の一部に香辛料、酵母エキス、レモングラス（原材料の一部に
大豆、魚介類を含む）大豆、魚介類を含む）

●87603 ●87603 メキシカン トルティーヤ&チリコンカンセットメキシカン トルティーヤ&チリコンカンセット
チリコンカン【トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、チリコンカン【トマト・ピューレーづけ（イタリア製造）、
玉ねぎ（国産）、トマトケチャップ、粒状植物性たん白、玉ねぎ（国産）、トマトケチャップ、粒状植物性たん白、
大豆（国産）、いんげんまめ（国産）、チリパウダー、大豆（国産）、いんげんまめ（国産）、チリパウダー、
砂糖、豚肉（国産）、ウスターソース、青唐がらし酢漬、砂糖、豚肉（国産）、ウスターソース、青唐がらし酢漬、
食用植物油脂（大豆油、なたね油）、にんにく、しょ食用植物油脂（大豆油、なたね油）、にんにく、しょ
うゆ、酵母エキス、クミン、オレガノ、食塩、こしょううゆ、酵母エキス、クミン、オレガノ、食塩、こしょう
/ 増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・大豆・りんご・/ 増粘剤（加工デンプン）、（一部に小麦・大豆・りんご・
豚肉を含む）】トルティーヤ【小麦粉［小麦（国産）］、ショー豚肉を含む）】トルティーヤ【小麦粉［小麦（国産）］、ショー
トニング、食塩、（一部に小麦を含む）】トニング、食塩、（一部に小麦を含む）】

●87605 ●87605 食べる参鶏湯（サムゲタン）風スープ食べる参鶏湯（サムゲタン）風スープ
鶏肉（国産）、もち米（国産）、チキンエキス、野菜（国鶏肉（国産）、もち米（国産）、チキンエキス、野菜（国
産ねぎ、しょうが、にんにく）食塩、香辛料（原料の産ねぎ、しょうが、にんにく）食塩、香辛料（原料の
一部に鶏肉、米を含む）一部に鶏肉、米を含む）

●87616 ロシアン「ビーフストロガノフ」●87616 ロシアン「ビーフストロガノフ」
牛肉（国産）、たまねぎ（国産）、生クリーム、ワイン、牛肉（国産）、たまねぎ（国産）、生クリーム、ワイン、
調製食用脂（バター、植物油脂）、ブランデー、小麦粉、調製食用脂（バター、植物油脂）、ブランデー、小麦粉、
トマトペースト、食塩、レモン果汁、香辛料、酵母エトマトペースト、食塩、レモン果汁、香辛料、酵母エ
キス／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、（一部キス／増粘剤（加工デンプン）、カラメル色素、（一部
に小麦・乳成分・牛肉を含む）に小麦・乳成分・牛肉を含む）

●87618 鶏五目中華ちまき●87618 鶏五目中華ちまき
もち米（国産）、鶏肉（国産）、野菜〈ごぼう（国産）、もち米（国産）、鶏肉（国産）、野菜〈ごぼう（国産）、
にんじん（国産）〉、しょうゆ、たけのこ水煮、発酵調にんじん（国産）〉、しょうゆ、たけのこ水煮、発酵調
味料、チキンエキス、豚脂、オイスターソース、乾し味料、チキンエキス、豚脂、オイスターソース、乾し
いたけ、しょうが、植物性油脂（なたね油、ごま油）、いたけ、しょうが、植物性油脂（なたね油、ごま油）、
おろしにんにく、食塩、香辛料、（一部に小麦・大豆・おろしにんにく、食塩、香辛料、（一部に小麦・大豆・
鶏肉・ゼラチン・豚肉・ごまを含む）鶏肉・ゼラチン・豚肉・ごまを含む）

●87619 ●87619 食べる酸辣湯（サンラータン）スープ食べる酸辣湯（サンラータン）スープ
豆腐（国内製造）、鶏卵、豚肉（国産）、トマト・ジュー豆腐（国内製造）、鶏卵、豚肉（国産）、トマト・ジュー
スづけ、トウバンジャン、醸造酢、ねぎ、にんじん、スづけ、トウバンジャン、醸造酢、ねぎ、にんじん、
はるさめ、しょうゆ、チキンエキス、ばれいしょでん粉、はるさめ、しょうゆ、チキンエキス、ばれいしょでん粉、
ごま油、にんにく、しょうが、水あめ、乾燥しいたけ、ごま油、にんにく、しょうが、水あめ、乾燥しいたけ、
食塩、香辛料／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に食塩、香辛料／加工でん粉、豆腐用凝固剤、（一部に
小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む）

●87620 ●87620 タイ風チキンライス　カオマンガイセットタイ風チキンライス　カオマンガイセット
【香米】米（国産）【蒸鶏】鶏肉（国産）、ばれいしょ【香米】米（国産）【蒸鶏】鶏肉（国産）、ばれいしょ
でん粉、砂糖、酵母エキス、食塩、チキンエキス、（一でん粉、砂糖、酵母エキス、食塩、チキンエキス、（一
部に鶏肉を含む）【炊き込みご飯の素】ポークブイヨ部に鶏肉を含む）【炊き込みご飯の素】ポークブイヨ

ン（国内製造）、チキンブイヨン、魚醤 ( 魚介類）、にン（国内製造）、チキンブイヨン、魚醤 ( 魚介類）、に
んにくペースト、しょうゆ、鶏油、米油、たまねぎパんにくペースト、しょうゆ、鶏油、米油、たまねぎパ
ウダー、食塩、しょうがパウダー、酵母エキス、砂糖、ウダー、食塩、しょうがパウダー、酵母エキス、砂糖、
香辛料、（一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・魚醤（魚香辛料、（一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・魚醤（魚
介類）を含む）【辛味タレ】しょうゆ（国内製造）、に介類）を含む）【辛味タレ】しょうゆ（国内製造）、に
んにくペースト、砂糖、みそ、醸造酢、食塩、しょうんにくペースト、砂糖、みそ、醸造酢、食塩、しょう
がパウダー、レモン果汁、香辛料、（一部に小麦・大がパウダー、レモン果汁、香辛料、（一部に小麦・大
豆を含む）豆を含む）

●87621 ベトナム風スパイシー春雨●87621 ベトナム風スパイシー春雨
春雨（国内製造）、野菜［ねぎ（国産）、にんじん（国産）］、春雨（国内製造）、野菜［ねぎ（国産）、にんじん（国産）］、
鶏肉（国産）、しょうゆ、米油、砂糖、りんご酢、魚醤、鶏肉（国産）、しょうゆ、米油、砂糖、りんご酢、魚醤、
オイスターソース、干しえび、チキンエキス、食塩、ガーオイスターソース、干しえび、チキンエキス、食塩、ガー
リックパウダー、こしょう、唐辛子／ベニコウジ色素、（一リックパウダー、こしょう、唐辛子／ベニコウジ色素、（一
部に小麦・えび・鶏肉・大豆・りんごを含む）部に小麦・えび・鶏肉・大豆・りんごを含む）

●87622 コリアンチヂミ（たれ付）●87622 コリアンチヂミ（たれ付）
【チヂミ】野菜［にんじん（国産）、玉ねぎ（国産）、に【チヂミ】野菜［にんじん（国産）、玉ねぎ（国産）、に
ら（国産）、じゃがいも（国産）］、小麦粉［小麦（国産）］、ら（国産）、じゃがいも（国産）］、小麦粉［小麦（国産）］、
全液卵、いか、馬鈴薯でん粉、植物油脂、煮干エキス、全液卵、いか、馬鈴薯でん粉、植物油脂、煮干エキス、
砂糖、しょうゆ、食塩、（一部に卵・小麦・いか・大豆砂糖、しょうゆ、食塩、（一部に卵・小麦・いか・大豆
を含む）【たれ】しょうゆ、醸造酢、砂糖、水あめ、ガーを含む）【たれ】しょうゆ、醸造酢、砂糖、水あめ、ガー
リックペースト、香辛料、食塩、ごま／増粘剤（キサリックペースト、香辛料、食塩、ごま／増粘剤（キサ
ンタン）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）ンタン）、（一部に小麦・大豆・ごまを含む）

●87801 ミルククッキー●87801 ミルククッキー
中力粉、バター、砂糖、牛乳中力粉、バター、砂糖、牛乳

●87804 ミルクティクッキー●87804 ミルクティクッキー
中力粉、バター、砂糖、牛乳、鶏卵、紅茶葉中力粉、バター、砂糖、牛乳、鶏卵、紅茶葉

●87806 ココナッツココアクッキー●87806 ココナッツココアクッキー
中力粉、バター、砂糖、ココナッツオイル、鶏卵、ココア中力粉、バター、砂糖、ココナッツオイル、鶏卵、ココア

●87807 カフェオレクッキー●87807 カフェオレクッキー
小麦粉（小麦（国産））、バター、砂糖（粗製糖）、牛乳、小麦粉（小麦（国産））、バター、砂糖（粗製糖）、牛乳、
鶏卵、オーガニックインスタントコーヒー鶏卵、オーガニックインスタントコーヒー

●87809 ほうじ茶アメリカンクッキー●87809 ほうじ茶アメリカンクッキー
中力粉、バター、砂糖、鶏卵、牛乳、ほうじ茶中力粉、バター、砂糖、鶏卵、牛乳、ほうじ茶

●87810 ひまわりアメリカンクッキー●87810 ひまわりアメリカンクッキー
中力粉、バター、砂糖、ひまわりの種、鶏卵、牛乳中力粉、バター、砂糖、ひまわりの種、鶏卵、牛乳

●87814 にんじんビスケット●87814 にんじんビスケット
中力粉、にんじん、砂糖、なたね油、水中力粉、にんじん、砂糖、なたね油、水

●87815 チーズクッキー●87815 チーズクッキー
小麦粉（国産100％）、ナチュラルチーズ、バター、砂小麦粉（国産100％）、ナチュラルチーズ、バター、砂
糖（粗製糖）、鶏卵、牛乳糖（粗製糖）、鶏卵、牛乳

●95007 ハトムギグラノーラ　プレーン●95007 ハトムギグラノーラ　プレーン
はとむぎ（富山県）、有機クルミ、有機レーズン、有機はとむぎ（富山県）、有機クルミ、有機レーズン、有機
ココナッツオイル、有機ココナッツの花蜜、砂糖（甜ココナッツオイル、有機ココナッツの花蜜、砂糖（甜
菜含蜜糖）、岩塩（一部にクルミを含む）菜含蜜糖）、岩塩（一部にクルミを含む）

●95008 ハトムギグラノーラ　チョコ●95008 ハトムギグラノーラ　チョコ
はとむぎ（富山県）、砂糖（甜菜含蜜糖）、有機ココナッはとむぎ（富山県）、砂糖（甜菜含蜜糖）、有機ココナッ
ツオイル、有機カカオニブ、有機ココアパウダー、有ツオイル、有機カカオニブ、有機ココアパウダー、有
機ココナッツチップス、岩塩機ココナッツチップス、岩塩

●95009 有機はとむぎ茶●95009 有機はとむぎ茶
有機はとむぎ（富山県産）有機はとむぎ（富山県産）

●95010 有機はとむぎ茶+生姜●95010 有機はとむぎ茶+生姜
有機はとむぎ（富山県産）、有機生姜（国産）有機はとむぎ（富山県産）、有機生姜（国産）

●95011 有機はとむぎ茶+レモングラス●95011 有機はとむぎ茶+レモングラス
有機はとむぎ（富山県）、有機レモングラス（国産）有機はとむぎ（富山県）、有機レモングラス（国産）

●95012 有機はとむぎ茶+チャイ●95012 有機はとむぎ茶+チャイ
有機はとむぎ（富山県産）、有機生姜（国産）、有機シ有機はとむぎ（富山県産）、有機生姜（国産）、有機シ
ナモン（スリランカ産）、有機クローブ（インドネシア産）ナモン（スリランカ産）、有機クローブ（インドネシア産）

表紙・20P・21P・40P原材料

◆ギフトのご案内
ムソー「夏のおくりもの」ギフトチラシをご案内して

おります。

お 知 ら せ
〈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

■2635	 カキフライ

★5099	 淡麗鶏ガラ醤油日本の中華麺

★5109	 玉子で練ったラーメン用（スープ無）

■5795	 青パパイヤドレッシング

■7762	 粉マンデリン（ろばや）

■7763	 粉ミディアムブレンド（ろばや）

■7767	 粉コロンビア（ろばや）
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　４月７日にネオニコチノイド系農薬のスルホキサフ

ロルの屋外使用禁止の方針を明らかにしていた欧州

委員会は４月29日、正式に屋外使用を禁止するＥＵ
規則の改正を官報に掲載した。改正されたＥＵ規則

は５月20日より発効する。奇しくも５月20日は「世界
ミツバチの日（World Bee Day）」。スルホキサフロル
は、ＥＵでは2015年に農薬として登録され、2018年
に屋外使用が禁止されたイミダクロプリドなどに代

わる低リスクの殺虫剤だとされ、使用が推奨されて

いた。しかし、そうした希望的な見方も、わずか７

年で実質的に禁止されることとなった。

　欧州委員会はスルホキサフロルのリスク評価にお

いて、屋外で使用した場合のマルハナバチと単独性

ハナバチへのリスクは低いと結論づけることはでき

ず、リスクを排除できないと結論づけた。したがって、

スルホキサフロルは常設温室での使用に限定するこ

とが必要かつ適切であると判断したとしている。

　このＥＵ規則改正で、加盟国は、必要に応じて、

遅くとも2022年11月19日までに、スルホキサフロル
を含む農薬の認可を撤回するか修正するものとされ

ている。

　欧州委員会は４月７日、スルホキサフロルについて、

加盟国の賛成を得られなかったが、今春に委員会と

して屋外使用を禁止するＥＵ規則を決定すると発表

した。スルホキサフロルのリスク評価を行ってきた欧

州食品安全機関（EFSA）は昨年、マルハナバチと孤独
性のハチ類への有害性が否定できないとする評価結

果を公表していた。これを受けて欧州委員会は、ス

ルホキサフロルの屋外使用を禁止するよう提案し加

盟国に諮っていた。常設委員会、上訴委員会ともに

必要な賛成が得られなかったが、欧州委員会として

ＥＵ規則の改正に踏み切った。

　国際農薬行動ネットワーク（PAN）・欧州は４月８日、
欧州委員会の決断を歓迎する声明を発表し、「禁止に

反対する圧力を受けたにも関わらず、断固として立

ち向かったことを高く評価する」と述べていた。

（中略）

　欧州委員会は2030年までに化学農薬の使用量の半
減を目標とする《農場から食卓へ（Farm to Fork）戦略》
を策定している。しかし、これでは不十分だとして、

2035年までに化学農薬の完全な使用禁止を求める欧
州市民の市民発議が進められていた。この発議の期

限はこのコロナ禍で１年延長されたが、昨年９月に

118万人の署名を集めている。現在署名の有効性が審
査されているが、この市民発議を呼びかけたSave 
Bees and Farmers ECIは、成立要件の100万人を超え
発議は成立するだろうとみている。市民発議が成立

した場合、欧州委員会は何らかの行動を迫られるこ

とになる。

急増する日本のスルホキサフロル出荷量
　ＥＵが屋外使用を禁止したスルホキサフロルは、日

本では2017年に農薬登録されているが、米国の開花
期の使用禁止のような規制はない。スルホキサフロ

ルは、21年度から始まった農薬再評価の優先対象に
もなっていない。この数年、絶対量はまだまだ少な

いもののスルホキサフロルの出荷量は急増している。

稲作での使用も多く、農民連食品分析センターの検

査でも、米からも検出されるケースが増えていると

いう。ＥＵはマルハナバチなどへの有害性が否定で

きないという影響評価に、予防原則に立って屋外使

用の禁止という実質的な禁止に踏み切った。日本と

て見過ごすわけにはいかないだろう。早急な再評価

を行い、禁止を含む規制を強化すべきだ。

表：スルホキサフロル出荷量推移

国立環境研究所まとめ。

2020年度は『農薬要覧2021』よりの試算値

（有機農業ニュースクリップ2022.5.21より抜粋）

ＥＵ スルホキサフロルのＥＵ スルホキサフロルの
屋外使用を正式に禁止屋外使用を正式に禁止

年 出荷量 
2018 5.4 ton
2019 10.3 ton
2020 16.3 ton
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4

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
玉ねぎ玉ねぎ

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
じゃがいもじゃがいも

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

変

変
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0318

青 森 県
産のにんにくを使
用。各種お料理に。

【 原 材 料 】に ん に
く、食塩、米酢、/
香料（自然由来の
もの）

さらだぼーる
70g70g  551551円円

青森県産にんにく青森県産にんにく
（みじん切）（みじん切）１・３週無添加

0319

島根県
奥出雲吉田町産
生にんにく使用。

【原材料】にんに
く（島根産）、米
酢、 食 塩（ シ マ
マース）

吉田ふるさと村
60g 60g 540540円円

すりおろしにんにくすりおろしにんにく
（ビン）（ビン） １・３週無添加

0323 朝堀たけのこ
水煮ブロック

徳島産の朝堀り
を新鮮なうちに
加 工。柔 ら か な
食感で甘みが強
くえぐみがない。

ムソー 200g 200g 562562円円

１・３週

翌々週

無

0324

煮物、天ぷら、
マッシュにし
て、さまざま
なお料理にご
使用ください。

【原材料】有機かぼちゃ 
原料原産地：北海道

ムソー 400g 400g 594594円円

オーガニックオーガニック
かぼちゃ北海道産かぼちゃ北海道産

１・３週
有

冷凍

１・３週

0328 オーガニックオーガニック
いんげんいんげん

ヨーロッ
パの大地で大
切に育てられ
たオーガニッ
クいんげん。

【原材料】有機いんげん

ムソー

冷凍

250g250g  324324円円

有

5

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

0262

低農薬。赤か黄かオレンジ。肉
厚で糖度高
め。

新潟ミニパプリカ新潟ミニパプリカ
（赤か黄かオレンジ）（赤か黄かオレンジ）

新潟県 パプリカハウス
2個セット 2個セット 410410円円

低

新



野菜・果物

0330 OGホール
カーネルコーン

農薬や化
学肥料を使用せ
ず育てられた
カーネルコーン
を急速冷凍。【原材料】有機スイー
トコーン（スペイン産）

ムソー 250g250g  324324円円
冷凍

１・３週

有

0331

【原材料】有機
スイートコー
ン、有機にん
じん、有機グ
リーンピース

ペンギンルトサ社（ム）
250g250g  324324円円

OGミックスOGミックス
ベジタブルベジタブル

１・３週

冷凍

有

0332

ヨーロッパの
大地で大切に
育てられたグ
リーンピース。
【原材料】有機グリーンピース

ペンギンルトサ社（ム）
250g250g  324324円円

OGグリーンOGグリーン
ピースピース １・３週

冷凍

有

0333

美しい黄
金色の肉質、
サクサクした
食感。
【原材料】有機
じゃがいも、有機植物油、有機ブ
ドウ糖

ペンギンルトサ社（ム）
300g300g  378378円円

OGフレンチOGフレンチ
フライポテトフライポテト

１・３週

冷凍

有

6

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

0356
減農薬。殺虫剤1回、殺菌剤は使
用していません。生のブルーベ
リーです。さわやかな酸味と甘み
が美味しい。５粒くらいを一度に
口に入れてみると甘い実、ちょっ
と酸っぱい実の味が混ざっておす
すめ！

長野県 米山春彦
200gパック 200gパック 1,0801,080円円

長野県ブルーベリー（生）長野県ブルーベリー（生） 新

今回のみ



た　ま　ご

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

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）

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

お　　餅

白米にはない、玄米特有の香ばしさとほのかな甘み
をご賞味ください。真空個包装なので、つきたてを
味わえて、保存にも便利です。

【原材料】水稲もち米（国産）

【原材料】水稲もち米（国産）、よもぎ

ムソー

0970 玄米もち

0971 玄米もち・よもぎ

各315g（7個）626円１・３週 翌々週

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

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）

3282
国内産の天草を原料に、昔ながら
に仕上げた風味豊かなところてん
です。お好みにより、酢醤油、練
り辛子、刻みのり、胡麻などをか
けてお召し上がり下さい。
【原材料】天草（国内産）

ところてん固形タイプ

ムソー 400g 270円

３週のみ

翌々週

3283
国内産天草を使用したところてんに、
コクのある甘味の黒蜜を添付しまし
た。手軽にお召し上がりいただける、
カップ入りタイプ。
【原材料】天草、醸造酢、みつ（黒砂糖（沖
縄県産）

黒糖みつところてん

ムソー

205g（ところてん180g、みつ25g）

227円

３週のみ

翌々週

3284
ヤマヒサの純正濃口しょうゆ、内堀本
造り米酢、味の母だけを使用したシン
プルな三杯酢になっています。
【原材料】天草、醸造酢、たれ（醤油、
純米酢、発酵調味料）

カップ入りところてん

ムソー

200g（ところてん180g、たれ20g）

227円

３週のみ

翌々週

P.16「ところてん」コーナーより掲載

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
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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

【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

その他のパン

１個184円

1127 こしあんパン
【原材料】こし
あん、小麦粉、
牛 乳、粗 糖、
卵、バター、菜
種サラダ油、
イースト、けし
の実、食塩

１・３週

１個194円

1129 メロンパン
【原材料】小
麦粉、粗糖、
卵、 牛 乳、
バター、菜
種サラダ油、
イースト、岩
塩

１・３週

1061
国産小麦粉・玄米粉使用ふわふわ
とした食感玄米のほのかな風味と
黒糖の甘み。
【原材料】小麦粉[小麦(国産)]、黒糖、玄
米粉[米(国産)]、パーム油(コロンビア
産)、パン酵母、麦芽水飴、食塩(オース
トラリア産)

あんなし玄米パン

オーサワ 3個 486円

３週のみ 1062
国産小麦粉・玄米粉使用 ふわふわ
とした食感 玄米のほのかな風味と
黒糖の甘み つぶあん入り。
【原材料】つぶあん[小豆(北海道産)、てん
さい糖、麦芽水飴]、小麦粉[小麦(国産)]、
黒糖、パーム油(コロンビア産)、玄米粉(国
産)、パン酵母、麦芽水あめ、食塩(オー
ストラリア産)

あん入り玄米パン

オーサワ 3個 486円

３週のみ

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

得
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1732 ロングサラミ
天然豚腸を利用したロングサイ
ズのサラミソーセージです。じっ
くり時間をかけ発酵させて仕上
げます。

85ｇ前後

557円

ハーブソルト1744
サラダやスープの他焼き肉やチャー
ハンなど、一味違った味を出したい
時に。【原材料】天日塩、ローズマリー、
バジル、黒砂糖、マジョラム、コリ
アンダー、杜松子、黒胡椒

65g

270円

1702 手巻きボンレスハム
脂身の少ない豚もも肉を３週間
ほど漬け込んだ後、綿糸で巻き、
桜の薪でスモークした古典的で
味わい深い製品。

290ｇ前後

1,879円

1720 ウインナー
ソーセージ

豚肉を粗挽きにして天然羊腸に詰め
て作ります。胡椒が効いたシンプル
な味付けの逸品です。一番人気！

110g

562円

ろくなんべー1714
豚のろく軟骨付きベーコンです。
ことこと煮込むと柔らかくなり､
だしが出て美味しいスープがで
き上がります。

162g

562円

1704 ロースハム
スライス

ロースハムをスライスしてパッ
クした使いやすい製品です。サ
ラダやサンドイッチなど、手軽
にご利用いただけます。

78g605円

1728 チキンカレー
ソーセージ

親鶏肉を粗挽きにしたカレー
ソーセージです。20種類の香辛
料を組み合わせて味付けします。
やや辛口。

85g

292円

1708 ヒレスモーク
豚ヒレ肉を柔らかくスモークし
た贅沢な製品です。適当な長さ
に切り、手で縦に裂くと美味し
くお召し上がりいただけます。

190g前後

1,410円

1706 スモークトハム
スライス

豚肩ロース肉の表面に黒胡椒と
マスタードをまぶした、辛口の
ハムです。とろけるような食感。

83ｇ

680円

1712 料理用ベーコン
ベーコンを作るときの切り
出しを寄せ集めた､ 料理に利
用しやすいお得な製品です。

230g

1,102円

1710 ベリーベーコン
豚ばら肉を炭火で乾燥､ 桜の薪で
スモークして仕上げます。シン
プルなスモークの香りが引き立
ちます。

250g前後

1,253円
1724 タイ風味

ソーセージ
ちょっと酸っぱくて、辛いソー
セージ。トムヤムクンスープに
加えてお召し上がりください。

85g

454円

1713　　ショルダー
ベーコンスライス
肩肉の固まりをスモークしてス
ライスした製品です。脂身が少
なく、ボンレスハムに比べ弾力
のある製品です。

83g

605円

１・３週

1921 プルコギ
【原材料】豚肩肉・モモ肉、ねぎ、醤
油（大豆･小麦を含む）、みりん、黒砂
糖、白ごま、ゴマ油、ニンニク、味
噌（大豆・小麦を含む）、生姜

220g

651円

冷凍

１・３週

麦 豆

ゴーバルの
ハム・ウインナー・惣菜

惣菜は冷凍冷蔵 ３週のみ

アレルゲン表示（アレルギー物質８品目について表示しています。）
表示物質 卵 乳 小麦 そば 落花生 えび かに 大豆

表示物質

※�原材料として使っていないもの、製造ライン
などで微量混入の可能性が否定できないも
のは表示していません。アレルギーのある方
は、商品包材の表示を必ずご確認ください。 卵 乳 麦 ソ 落 エ カ 豆

1722 野菜ソーセージ

120g

454円

ネギと生姜がはいったソーセージ
【原材料】豚肉、ネギ、生姜、トマ
ト、天日塩、黒砂糖、香辛料、天然
羊腸

麦 豆

1734 ポークハンバーグ
玉葱を炒めるところからはじめ
ます。特製の生地を大きな筒状
にして炭火でダイナミックに焼
き上げます。

115g

366円乳 麦卵

ゴーバルの豚肉
串原のおいしい空気の中で元気に育った豚です。肉臭さがなく、素
直な肉の味が特徴です。品種は三元交配の豚で、ランドレーヌ・大ヨー
ク・デュロックの良い所を取り入れています。製品も含め月に２回の
放射能検査を実施しています。

1251 豚モモ肉ブロック
300g 877円

豚のもも肉を300gのブロックに整形してあります。

1252 豚バラ肉ブロック 
300g 811円

1253 豚ミンチ（上） 200g 507円
豚ミンチ肉を真空パックにしました。

1254 豚バラスライス肉
150g 491円

ゴーバルの豚肉の中で最も評判のよい製品です。

1255 豚薄切りスライス肉（モモ肉）
150g 460円

豚モモ肉を２ミリ程度にスライスしました。

1256 豚焼肉用スライス肉
（肩ロース・ロース） 150g 567円

豚肩ロースやロースを、焼き肉用にやや厚めにスラ
イスしました。

1257 豚厚切りスライス肉（ロース）

250g（２枚）948円

冷凍

豚ロース肉をトンカツ用にスライス、２枚で200gに
パックしました。

1258 豚切り落とし 200g 562円
豚肉のいろいろな部位を､スライスしました。

1259 豚しゃぶしゃぶ用肉（ロース）

150ｇ 643円
豚ロース肉を、しゃぶしゃぶ用（極薄）にスライス。

1260 豚ヒレ肉 300g 1,507円
豚ヒレ肉300gを、丸ごと真空パックしました。

1261 豚ヒレひとくちカツ用
200g 1,020円

豚ヒレ肉を一口カツ用にカットしました。

1262 豚トントロ肉 150g 584円
豚のほほ肉（トントロ）です。焼き肉に。

1263 豚角切り肉 200g 610円
カレーやシチュー用に角切りにしました。

1264 豚味噌漬けロース肉
120g 463円

ロース肉を１㎝位の厚さに手切りし、味噌漬けにしま
した。【原材料】豚ロース肉、麦みそ（大豆・小麦を含む）、
田舎味噌、三河みりん、ゴマ油

1265 肩ロース生姜焼き味付肉
200g 729円

厳選された生姜と醤油で味付けされた冷凍肉、焼いてそのまま
お召し上がり頂けます。【原材料】豚肩ロース肉・ロース肉、玉
ねぎ、生姜、ゴマ油、みりん、醤油、上新粉

１・３週

豚モモ肉ブロック

豚切り落とし

豚しゃぶしゃぶ用肉

豚トントロ肉

豚角切り肉

豚バラスライス

豚薄切りスライス肉

豚厚切りスライス肉

1715 焼き豚
醤油,みりん,生姜,ねぎのシンプ
ルな液に漬け込んだ後、炭火で
焼きます。家庭的な手作りなら
ではの製品です。

285g前後

1,642円麦 豆

得

得
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秋川牧園の豚肉・鶏肉・ごはん・おかゆ

秋川牧園（山口県）
1500若鶏モモ肉 300g 680円
味にコクがあり。焼き物にも煮込み料理にも適
しています。

1502若鶏ムネ肉 300g 526円
淡いピンク色で、脂肪が少なく淡白な味です。幅広い
料理に使える部位。ソテー、カツ、照り焼きなどに。

1503 若鶏モモ・ムネ切身
350g 701円

1504 若鶏ササミ（バラ凍結）
� 250g（約４本）610円
1505若鶏ササミ 200g 516円
牛肉や豚肉のヒレにあたる部位で、一羽で２本。脂
肪が非常に少なく柔らかく、淡白な味です。さっと
湯がいて和え物やサラダに。幼児食にも向きます。

1506 若鶏レバー 150g 274円
鉄分やビタミンンに富み、比較的食べやすく、比
較的クセがありません。炒め物や、ペーストなどに。

1507 若鶏砂肝 200g 311円
脂肪が殆ど無く、こりこりしてかたい部位ですが、に
おいやくせが少ないので、串焼き、炒め物、煮物に。

1508 若鶏砂肝スライス
150g 282円

砂肝を2.5～ 3㎜にスライスしました。必要な分
だけ解凍して、炒め物、煮物などに手軽に使え
ます。

1513 若鶏ミンチ 200g 456円

1515 若鶏手羽先 400g 501円
手羽元から先の部分です。肉は柔らかく脂肪やゼ
ラチン質が多く、濃厚な旨みがあります。先端の
部分を落とし、チューリップ形の唐揚げにも。

1518 若鶏ブツ切り 300g 529円
揚げ物や煮込み料理、煮物にも。ゆでてから身をほぐし
てサラダに。スープは漉して冷凍しておくと重宝。

1520 若鶏小間切れ 200g 447円

牧園鶏全期間無投薬飼育を実現。もちろん飼料は非遺伝子組み
換えのもの。油脂・肉骨粉・魚粉は一切与えません。冷凍

1526 若鶏せせり 200g 368円
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。

1530 とりがらスープ 50cc×5 494円
健康な若鶏のガラを原料としたスープです。おでん、鍋物、カレー、シチュー、おにしめ、スー
プ等においしくご利用ください。天日塩があらかじめ調合してありますのでほどよい味に。
【原材料】鶏骨スープ、食塩

1531 若手羽中（バラ凍結） 400g 689円
欲しい分だけを取り出せるバラ凍結にしました。身離れが良く、食べやすいのも魅力です。
ソテーや揚げ物、煮物など、幅広いメニューにご利用ください。

1532 若手羽中ハーフ（バラ凍結） 300g 610円
ほしい分だけ簡単に取り出せる、便利なバラ凍結でお届け。骨の周りの肉がすっと身離れ
するよう、半割にしました。ソテー、揚げ物、煮物などにどうぞ。

ごはん・おかゆ

有機米のおかゆシリーズ。赤ちゃんの事を本当に考えてつ
くりました。ママが手作りしたような自然でやさしい味です。

ベビーフード

かごしま

３週のみ

80g 420円
2821 ５ヶ月期 有機米のおかゆ

【原材料】有機米（鹿児島県産） 2823 ７ヶ月期 有機かぼちゃと味噌のおかゆ
【原材料】有機米（鹿児島県産）、有機かぼ
ちゃ、有機米みそ（大豆を含む）、かつお荒節 80g 450円

2824 ９ヶ月期 鶏と有機野菜のおかゆ
【原材料】有機米（鹿児島県産）、有機にんじ
ん、有機じゃがいも、鶏肉、米発酵調味料 100g 450円

2822 ７ヶ月期 有機野菜のおかゆ
【原材料】有機米（鹿児島県産）、有機たま
ねぎ、有機にんじん、有機じゃがいも 80g 450円

2825 12ヶ月期 しらすと有機野菜のおかゆ
【原材料】有機米（鹿児島県産）、有機にんじん、有機たまねぎ、有
機ごぼう、すらす、ひじき、有機しょ
うゆ（本醸造）（大豆、小麦を含む） 100g 450円

翌々週

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

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。

黒豚ローストンカツ用

黒豚ロースシャブシャブ

黒豚ローススライス

冷凍

得



12

●●●●●●●●●●

秋川牧園のお総菜 ２・３週 冷凍

秋川牧園のお総菜・瑞穂牛

1543 からあげ 150g 459円
【原材料】鶏肉（国産）、醤油、衣（ばれいしょでん粉、小麦粉、鶏卵、
香辛料、みりん、砂糖、食塩、チキンスープ）、揚げ油（なたね油）

1548鶏レバー甘辛焼 120g� 410円
【原材料】鶏肝（鶏肝臓、心臓）（国産）、醤油、砂糖、清酒、みりん、
ばれいしょでん粉、生姜、にんにくペースト（原材料の一部に小
麦を含む）

1541 スパイシーささみカツ
160g 464円

【原材料】鶏肉（国産）、衣[パン粉、鶏卵（国産）、小麦粉（国産）、
香辛料、ばれいしょでん粉、食塩、砂糖、山芋パウダー ]、揚げ
油（なたね油）（原材料の一部に大豆を含む）

1563 とり肉まん 4個（400g）616円
【原材料】皮（小麦粉（小麦（国産））、砂糖、菜種油、イースト、食塩）、具（野菜
（玉ねぎ、生姜）（国産）、鶏肉(国産）、豚脂(国産)、たけのこ水煮、つなぎ
（パン粉、ばれいしょでん粉）、醤油、砂糖、ごま油、食塩、ホワイトペッパー
粉末）／ベーキングパウダー、（一部に小麦・鶏肉・豚肉・大豆・ごまを含む）

1564 とりミニ肉まん
8個（280g）497円

【原材料】皮（小麦粉（小麦（国産））、砂糖、菜種油、イースト、食塩）、具（野菜
（玉ねぎ、生姜）（国産）、鶏肉(国産）、豚脂(国産)、たけのこ水煮、つなぎ
（パン粉、ばれいしょでん粉）、醤油、砂糖、ごま油、食塩、ホワイトペッパー
粉末）／ベーキングパウダー、（一部に小麦・鶏肉・豚肉・大豆・ごまを含む）

1589 とり餃子
195g（15個入）426円

【原材料】鶏肉（国産）、野菜（玉ねぎ、キャベツ、ニラ、生姜）（国産）、
豚脂（国産）、ばれいしょでん粉、醤油、発酵調味料、砂糖、食塩、
にんにくペースト（にんにく（国産））、ごま油、ホワイトペッパー
粉末、皮（小麦粉（小麦（国産））、砂糖、食塩）、（一部に鶏肉・豚肉・
小麦・大豆・ごまを含む）

1539 ミートボール
100g（固形量65g）227円

秋川牧園の鶏肉を使用。味が引き締まったタレ、やさしい甘
さのなかにしっかり醤油の風味が感じられます。
【原材料】鶏肉（国産）、玉ねぎ（国産）、つなぎ（パン粉、鶏卵、ばれいしょ
でん粉、山芋パウダー）、生姜ペースト、砂糖、発酵調味料、食塩、ソー
ス（醤油、砂糖、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、りんご酢）、揚げ
油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・卵・やまいも・大豆・りんごを含む）

1544 焼き鳥もも串
5本150g 679円

【原材料】鶏肉（国産）、タレ（砂糖、醤油、発酵調味料、ばれいしょ
でん粉、精酒、生姜、にんにくペースト）、醤油、発酵調味料、
砂糖（一部に鶏肉、小麦、大豆を含む）

1552 レバー入りミートボール
400g 658円

【原材料】鶏肉（国産）、鶏肝（鶏肝臓、心臓）（国産）、玉ねぎ（国産）、
パン粉、鶏卵、醤油、砂糖、食塩、生姜ペースト、清酒、山芋パ
ウダー、揚げ油（なたね油）

1583 サラダチキン（むね肉プレーン）
100g 386円

【原材料】鶏肉（国産）、チキンスープ、米酢、砂糖、食塩、（一部
に鶏肉を含む）

1588 ささみのハーブカツ
200g 487円

【原材料】鶏肉（国産）､食塩､ホワイトペッパー ､衣（パン粉､チーズ､
小麦粉､鶏卵､ばれいしょでん粉､バジル､オレガノ､パセリ）

1611 牛サーロインステーキ
170g 2,183円

170g×1枚の企画です。

1613 牛モモスライス
180g1,297円

厚さ約2.5ｍｍ。しゃぶしゃぶ、すき焼き用。

1614 牛バラカルビ焼肉用
180g1,312円

厚さ5ｍｍ。

1615 牛特選カルビ焼肉用
180g1,560円

厚さ5ｍｍ。

1617 牛切落とし 180g1,096円
厚さ2.5～ 3mm。

1618 牛ヒレステーキ
110g（55g×2）1,814円

55g×2枚の企画です。

1619 牛挽肉 200g796円
1620 合挽肉 200g 634円
牛：豚=5：5。

瑞穂牛
丹沢農場

１・３週 冷凍 翌々週

瑞穂農場で肥育された牛を丹沢農場さんで精肉した牛肉です。瑞

穂牛はホルスタインと黒毛和種の交雑種。飼料は主に、非遺伝子

組み換えで、ポストハーベスト農薬を使用しないトウモロコシ、

大豆を与えています。出生から全肥育期間にわたり、抗生物質、

ホルモン剤の投与を行っていません。

密飼いを避け、1頭当たり6～７㎡の飼養密度を確保し、牛舎を

清潔に保ち、ストレスが起きないように、牛の生理、健康に留意

した肥育を心掛け、健康な肉用牛を生産しています。

1554 とり天 170g 478円
ふんわりとした衣が新しい食感となります。お好みでぽん酢、
塩、天つゆで召し上がると色々なバリエーションが楽しめます。
【原材料】鶏肉(国産）、醤油、清酒、食塩、衣［小麦粉（国産）、鶏
卵(国産)、ばれいしょでん粉]、揚げ油（なたね油）

得

得
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お総菜・水産物

惣　　菜

1833

大豆たん白を主原料に卵白を加えてお肉
風味のミートローフ風に仕上げた植物た
ん白食品です。お弁当などにおすすめ。
【原材料】大豆たん白、植物油脂、植物性粉末
ブイヨン、卵白粉、砂糖、小麦たん白、植物
たん白酵素分解物、澱粉、香辛料、紅麹色素

三育フーズ（ム）

大豆ローフ
（リッチテイスト）

400g1,026円

３週のみ

翌々週

1849 有機あずき水煮
小豆の粒をしっかり残し、縁起物として小
豆が腹割れしないよう、煮豆と煮汁を別々
にパックしました。家庭の炊飯器で手軽に
おいしいおこわ風の赤飯ができます。もち
米2合使用して出来上がり量は約670gで
す。お茶碗にして4杯分になります。
【原材料】有機小豆（北海道産）、食塩

山清（ム）
小豆煮汁140g、小豆煮豆60g 309円

３週のみ

翌々週

1856 味付けメンマ
やわらかい台湾産メンマを風味
豊かに仕上げた、味付けメンマ
です。そのままおつまみとしてお
召し上がり頂けます。
【原材料】メンマ（台湾産）、しょうゆ、
発酵調味料、ごま油、粗糖、酵母エキ
ス、食塩、唐辛子（島根県）

80g 259円マルアイ

３週のみ

翌々週

1841 玄米いかごはん

エビスパック（ム）

近海産のスルメイカに国内産の有
機玄米を詰め、じっくりと炊き上
げたいかごはんです。
【原材料】スルメイカ（北海道産）、玄米（北
海道産）、醤油、砂糖、醗酵調味料、食
塩（原材料の一部に大豆、小麦を含む）

３週のみ

１杯 480円
翌々週

1834
大豆たんぱくを主原料に卵白を加えて
作られた、ハム風の植物性たんぱく食
品です。サラダ・ハムステーキ・チャー
ハン等にどうぞ。
【原材料】大新粒大豆たん白（遺伝子組換えでな
い）、植物油脂、卵白粉（卵を含む）、砂糖、食塩、
植物たん白酵素分解物、植物性粉末ブイヨン（小
麦を含む）、香辛料、レモン、香料、紅麹色素

三育フーズ（ム）

大豆のハム

400g961円

３週のみ

翌々週

2305
朝獲れの高鮮度のし
らすを大釜で茹で
た、贅沢な逸品です。
秋はカタクチイワシ
で白っぽいしらす、
春先はマイワシで少
し黒っぽいしらすになります。

釜揚げしらす １・３週

かくまつ岩松商店（かもめや）

70g443円冷凍

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

水 産 物

2391
黒変防止剤などの薬品不所要。年に一度
放射能検査を実地しています。バナナ海
老、タイガー海老、エンデバー海老

天然エビむき身

パプアニューギニア海産

120g 819円

１・３週

冷凍

2376
解凍するだけで調理に使えます。和、
洋、中、エスニックと、ジャンルを
問わず広く使えて便利です。
【原材料】ブラックタイガー（養殖）

エコシュリンプむき身Sサイズ

オルタートレード

200g（15～ 20尾）1,361円

２・３週

冷凍

2377
自然の力を生かした養殖方法で育て
られた、環境保全型のエビです。稚
エビ放流後は人工飼料や抗生物質な
ど一切不使用です。
【原材料】ブラックタイガー（養殖）

エコシュリンプ下処理Lサイズ

オルタートレード

140g（7～ 9尾）1,112円

２・３週

冷凍

1851
鰹を煮熟し骨を抜き、表面を薪火で炙って
仕上げた、昔ながらの生節。余計なものは
一切入っていないので、そのままおやつと
しても安心して召し上がれます。包丁やナ
イフでカットでき、手でも簡単にほぐせま
す。
【原材料】鰹（国内産）

かつお生節

竹内商店 1本 421円

３週のみ

2301
国内産殻付しじみ
しっかりとした身入
り。みそ汁やパスタ
などに。
【原材料】しじみ(福岡・
茨城・三重産)

レトルトしじみ１・３週

三徳 110g 372円

2302
国内産大粒殻付あ
さり使用。しっかり
とした身入り。みそ
汁やスープの具材
などに。
【原材料】あさり（愛知・
熊本産）

レトルトあさり１・３週

三徳 120g 388円

2309
瀬戸内海音戸産で水揚げさ
れた鮮度の良い片口いわし
の稚魚を、漁港で釜炊きま
した。、酸化防止剤不使用。
食塩などの味付けは一切無
し。ソフトな食感と程よい
塩味。
【原材料】片口いわし（瀬戸内海音戸産）

音戸ちりめん １・３週

ハヤシ食品工業 40g 518円

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

活で揚がったトロ穴子を無添加のタレでじっくり煮込みまし
た。とろけるおいしさ。
【原材料】マアナゴ（長崎県対馬沖）、醸造調味料、砂糖、醤油、発酵
調味料（一部に大豆、小麦を含む）

無添加のたれでじっくり煮込んだ後カットしました。

煮穴子

対馬水産

2298 フィレＬ

2299 細切カット

１尾（約90g）950円
約80g 497円

冷凍

１・３週

1848
国産のスルメイカを丸ごと塩と砂糖
のみで焼き上げました。旨味のある
いかの皮を残して香ばしく焼き上げ
ておりますので、風味が豊かです。
【原材料】スルメイカ（国産）、砂糖、
食塩

いか丸やき

エビスパック 3尾 853円

３週のみ

翌々週
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土佐佐賀産直出荷組合
2312 きびなごのフライ�120g 599円
１匹まるごとプリプリの子持ちきびなごを、こだわりの材
料を使ってフライにしました頭から尾まで丸ごと食べれま
す。油でからりと揚げて。

2313 きびなごの唐揚げ�140g 544円
2315 あじフライ� 100g 599円
【原材料】あじ、パン粉（小麦粉、生イースト（酵母）、天日塩）、
小麦粉、全卵、天日塩、コショー

2316 鰹の角煮 110g 583円
鰹の旨味がぎゅっと詰まった角煮。
【原材料】かつお（高知県沖）、醤油（大豆、小麦を含む）、味醂、
砂糖、天日塩、ゆず酢

2317 土佐のさば三枚おろし
� 250g（２～５枚）599円
新鮮なサバのフィレ２～５枚入っています。

2318 土佐沖かつお漬け丼
80g 585円

特製たれに漬け込んだ土佐沖捕れ鰹の刺身。
【原材料】かつお（高知県）、醤油（大豆、小麦を含む）、味醂、砂糖

2319 土佐沖きはだまぐろ漬け丼
80g 585円

特製たれに漬け込んだ土佐沖捕れキハダマグロの刺身。
【原材料】キハダマグロ（高知県）、醤油（大豆、小麦を含む）、味醂、砂糖

2320 土佐の生きびなご（バラ凍結）
150g 488円

高知県宿毛湾漁港へ初夏のみに水揚げされる、旬で新鮮
な「子持ちきびなご」を調理しやすく、バラ冷凍しました。

2322 さばふぐ切身 200g 612円
旨味が凝縮した土佐沖獲れ「さばふぐ」の切身。

2323 土佐の天然ぶり 切り身
約150g 639円

2324 土佐藁焼き天然ぶりタタキ
120g 791円

2325 土佐の鰹刺身用ブロック
約100g 907円

土佐の鰹船団が土佐沖にて一本釣り漁で捕って黒潮町に
水揚げした旬の初鰹を、当日さばいて、刺身用ブロック
にしました。まだ脂が乗っていなくて、身は引き締まり、
あっさりとした淡白な味をしています。

2326 豆あじ唐揚げ 100g 568円
一匹丸ごと　頭も食べられます。大きめのあじは頭を落
として食べやすくしてあります。
【原材料】あじ（高知県）、澱粉、塩、こしょう

2327 白身魚のフライ120g 561円
一本釣りの「しいら」を食べやすい大きさにカットしてフ
ライにしました。
【原材料】しいら、パン粉、小麦粉、卵、天日塩、コショー

2331 うるめイワシ（ドレス）� 300g 481円
高知土佐沖のイワシを急速冷凍。鮮度抜群。塩焼きや煮つ
け、天ぷらなどにすぐ使えます。

2332 うるめいわし三枚おろし
150g 494円

2333 土佐の色々セット
� ３種600g以上 1,520円
アジ、サバ、チカメキントキ、イカ、カマス、イワシ類、
チダイなどの旬の魚

2334 土佐の色々セット
� ２種400g以上 1,004円
アジ、サバ、チカメキントキ、イカ、カマス、イワシ類、
チダイ、などの旬の魚から２種。

2335 あじ干物 1枚 410円
ふっくらとした身とほど良く脂ののった、やさしい塩味。
【原材料】あじ（高知県）、食塩

2336 かます干物 1枚 410円
ふっくらとした身とほど良く脂ののった、やさしい塩味。
【原材料】かます（高知県）、食塩

2343 しいらの切り身�150g 528円
高知県幡多郡黒潮町へ水揚げされたしいらを食べやすい大
きさにカットしました。水揚げされてすぐに、さばいて調
理し急速冷凍しているので、鮮度抜群です。

2346 白身魚の梅しそチーズ焼き
4個入（120g）663円

電子レンジで温めるだけ。シイラのさっぱり梅味。
【原材料】しいら（高知県）、マヨネーズ（菜種油、卵、りんご酢、
砂糖、塩、からし粉）、チーズ、しお、梅

2348 冷凍小いか 150g 401円
2349 白身魚のペッパーマヨ

4個入（120g）663円
【原材料】しいら（高知県）、玉ねぎ、マヨネーズ（菜種油・卵・
りんご酢・粗糖・塩・からし粉）、パン粉、塩こしょう

2350 土佐沖天然ぶり漬け丼
80g 585円

土佐沖捕れ。高知県黒潮町で水揚げされた後、すぐにさ
ばいて、身の厚い所のみを柵にして瞬間冷凍させました。
さっぱりとした脂ののりが爽やかな美味しさです。
【原材料】鰹（高知県）、醤油（大豆、小麦を含む）、味醂、砂糖、ごま

2351 野菜とあわせる豆あじ南蛮漬け
130g（固形50g調味料80g）623円
野菜と合わせるだけの簡単調理済お惣菜。
【原材料】あじ（愛媛県）、砂糖、酢、醤油、馬鈴薯澱粉、菜種油、
食塩、こしょう、（一部に大豆、小麦を含む）

2352 土佐のわら焼鰹たたき
約130g 1,058円

一本釣り漁で釣り上げた鰹をわら焼きで焼き上げた特製
の「土佐藁焼鰹たたき」です。

2353 白身魚のケチャップ煮
100g 568円

しいら（高知県）、ケチャップ、砂糖、醤油、味醂、澱粉、菜種油

2354 さばの竜田揚げ 150g 508円
高知県西南部で水揚げされたさばを食べやすい大きさに
きって、自社の調味液に漬け込み、竜田揚げにしました。
【原材料】さば、でんぷん、醤油、味醂、料理酒

2355 土佐沖天然ぶり刺身（ブロック）
120g 684円

土佐沖で捕れた天然ぶりのお刺身。ブロックでのおとどけ。

2356 野菜とあわせるさば南蛮漬け
140g 623円

【原材料】さば（高知県）、砂糖、酢、醤油、馬鈴薯澱粉、菜種油、
食塩、こしょう、（一部に大豆、小麦を含む）

2357 野菜とあわせるブリ甘酢あんかけ
140g（固70g、液70g）623円

野菜と合わせるだけの簡単調理済お惣菜。
【原材料】ぶり（高知県）、醤油、砂糖、酒、酢、馬鈴薯澱粉、
菜種油、（一部に大豆、小麦を含む）

2358 野菜とあわせる白身魚のケチャップ煮
140g 623円

【原材料】しいら（高知県）、ケチャップ、馬鈴薯澱粉、砂糖、
味醂、醤油、菜種油（一部に大豆、小麦を含む）

2359 野菜とあわせるきびなご南蛮漬け
� 140g（固形70g/調味料70g）623円
高知県でとれる身のはったプリプリのキビナゴを使用。
【原材料】きびなご（高知県）、酢、砂糖、醤油（大豆・小麦を含
む）、でん粉、食塩、こしょう、菜種油

2360 野菜とあわせるめひかり南蛮漬け
130g（固形50g/調味料80g）623円

脂がのって、まったりとした味わいのめひかりを使用。
【原材料】めひかり（高知県）、酢、砂糖、醤油（大豆・小麦を含
む）、でん粉、食塩、こしょう、菜種油

高知県黒潮町 土佐佐賀産直出荷組合

鮮　　魚

３週のみ 冷凍翌々週

海　　藻

練 り 物

高橋徳治商店 冷凍
2639 ソフトはんぺん

4枚（200g）424円
卵白と山芋のみで発泡させました。
一般的な茹で上げではなく、蒸し釜
で加熱させることで弾力のある柔ら
かさに仕上がっています。
【原材料】タラすり身、卵白、煮出し汁、
山芋、ヨシキリザメ、馬鈴薯澱粉、砂糖、
食用米油、カツオエキス、清酒、酒かす、
食塩、発酵調味料､レモン汁

１・３週

2631 おとうふ揚げ
5個（175g）318円

豆腐と助宗ダラのすり身を半々に練
り合わせたの練り物。
【原材料】タラすり身（助宗ダラ、砂糖（て
ん菜）、食塩）、豆腐（大豆、にがり）、食用米油、ばれいしょで
ん粉、砂糖（さとうきび）、発酵調味料（米、米麹、食塩、水）、
魚介エキス（カツオ節エキス、糖みつ、食塩）

１・３週

立石海苔店
2703 愛知県産焼きのりきずのり
少々キズ、折れ、欠け、縮みなどがありますがお
手頃価格です。【原材料】乾海苔（愛知県）

全形10枚 321円

2705 鬼崎産おにぎり用のり
愛知県一等浜の鬼崎産原料を使用。手頃な価格で
旨みがのった鬼崎産海苔です。【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
濃い緑色が特長で見た目、風味共に良い。汁物の
仕上げにいれて火を止めて下さい。【原材料】乾ヒ
トエグサ（愛知県渥美）

15g 355円

鬼崎産お徳用寿司はね焼のり2704
愛知県一等浜の鬼崎産原料を使用。少々キズ、折
れ、欠け、穴、縮みなどがあります。【原材料】乾
海苔（愛知県鬼崎）

10枚 387円
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2727

ムソー

北海道産昆布をヤマヒサの醤油、喜界島
の粗糖、沖縄の塩シママースで炊き上げ
た、汐吹昆布です。温かいご飯にのせて、
お茶漬けに、ぜんざいやおしるこに添えて。
【原材料】昆布、醤油、砂糖、食塩

塩吹昆布 １・３週

35g 421円翌々週

2717 きざみ焼のり
みえぎょれんとタイアップして生産か
ら流通・加工までしっかり確認できる
三重県産限定の海苔を細く刻みました。
うどん、そばやちらし寿司に。
【原材料】乾のり（三重県産）

20g 410円ムソー

３週のみ

翌々週

2758
酸処理していない大切に育てられた海苔
を、対馬の釡炊き塩と圧搾製法ごま油の
みで味付けしました。
【原材料】乾のり（鹿児島県産）、ごま油、
食塩

酸処理していない旨しお海苔

ムソー 8切40枚�605円

３週のみ

翌々週

2732
真昆布（1年養殖物）をご利用しやすい大き
さにカットしました。普段使いに。
【原材料】真昆布（北海道函館産）

北海道函館産真昆布

道南 150g 929円

３週のみ

翌々週

2736
最高級品の銘柄である北海道函館市
「白口浜」の真昆布を使用。根昆布粉末
30％入。ふだんの料理に深みをプラ
ス。毎日の料理の味が新しくなります。
【原材料】真昆布（北海道函館市産）

布粉末 根昆布入

道南 50g 540円翌々週

３週のみ

2760
酸処理せず大切に育てられた海苔を使用し
た味付け海苔。小麦・大豆を使った醤油は
使用せず雑穀醗酵調味料を使用。
【原材料】乾のり（鹿児島県産）、雑穀醗酵調味料
（胡麻・食塩・あわ・ひえ・きび）、砂糖、蜂蜜、食塩、
昆布、味醂、鰹節、乾椎茸、帆立煮汁、乾唐辛子

酸処理してない味付のり

ムソー 8切40枚756円

３週のみ

翌々週

2711
道北地方でとれる天然の利尻昆布。上
品なだしがとれます。保存しやすい
チャック付き袋入り。
【原材料】昆布（利尻産）

天然利尻昆布（北海道産）１・３週

日本海物産 60g 918円翌々週

2713
日高地方でとれる天然の日高昆布。煮
崩れしにくいので煮物に最適。昆布巻
きや佃煮にも。
【原材料】みついし昆布（北海道日高産）

日高昆布

道南 80g 864円

３週のみ

翌々週

飛鳥食品の本格点心

1952 カレーシューマイ 
180g（12個入）462円

飛鳥のシューマイにカレー味をつけました。、辛さひかえめです。
冷めても美味しい小ぶりなシューマイはお弁当のおかずにぴっ
たりです。【原材料】玉ねぎ（国産）、でんぷん、大根、しょうゆ（大
豆、小麦を含む）、砂糖、生姜、ごま油、カレー粉、食塩、ポー
クエキス、〈皮〉小麦粉（国産）、食塩、菜種油15

1958 野菜まん� 240g（4個）537円
【原材料】皮[小麦粉（国産）、砂糖、イースト、ほうれん草粉末、ラー
ド(豚）、食塩]、青梗菜（国産）、にんじん（国産）、きくらげ（国産）、
はるさめ（国産）、なたね油、砂糖、長ねぎ、食塩、ごま油、チ
キンエキス、こしょう

1946 黒豚肉の焼餃子 
280g（16個入）665円

黒豚肉と国産野菜を使った焼き餃子です。
【原材料】キャベツ、黒豚うで肉、ニラ、玉ねぎ、豚脂、醤油（国
産）、なたね油、粗糖、にんにく（国内産）、ごま油、生椎茸、生
姜、ポークエキス、オイスターソース、塩�〈皮〉小麦粉（国内産）、
なたね油、塩、水

おいしさはもちろん、安心・安全な製品づくり、そして食べている人が笑顔になる飛鳥食品の
本格点心。手作りにこだわるからこそ味わえる中国本場の家庭の味をご家庭でお楽しみ下さい。

冷凍

1960 海鮮水餃子 
250g（15個入）592円

【原材料】エビ、野菜[白菜（国産）、ニラ（国産）]、豚肉（国産）、
ボイル帆立、春雨、液卵、干し貝柱、しょうゆ（大豆、小麦を含
む）、食塩、オイスターソース（イカを含む）、清酒、砂糖、ごま
油、皮[小麦粉（国産）、ほうれん草粉末、菜種油、食塩]

３週のみ

翌々週

1943 黒豚水餃子
210g（13個入）592円

独特の製法による本場仕込みのおいしさ。飛鳥食品の自慢の製
品です。自社製品の皮と、厳選された材料（黒豚肉、国産海老な
ど）の水餃子を成形後、すぐにゆでます。なめらかな喉越しと、
あっさりジューシーな味わい。【原材料】[具材]キャベツ、黒豚肉、
エビ、なたね油、醤油、長ねぎ、砂糖、天塩、生姜、ごま油清
酒[皮]小麦粉、なたね油、天塩、水

1942 黒豚肉シューマイ 
180g（12個入）511円

ぶりでお弁当にもぴったりです。全体の4割に豚肉を使い配合割
合を増やしジューシーで味わい豊かに仕上げています。
【原材料】〈具材〉黒豚肉、玉葱、でんぷん、大根、醤油、砂糖、
生姜、ごま油、天塩�〈皮〉小麦粉、天塩、なたね油、水

1944 飛鳥のカレーまん 
270g（3個入）536円

10種類の香辛料を使ってじっくり仕込んだ独特のカレーあんを
自家製の皮で一つ一つ手で包んだカレーマンです。カレー味を
無添加の皮に国産黒豚などの具材を入れています。【原材料】[具
材]豚肉、にんじん、玉ねぎ、鶏ガラスープ、カレー粉、発酵マー
ガリン、ケチャップ、砂糖、でんぷん、醤油、松の実、クコの実、
ポークエキス、にんにく、天塩、こしょう[皮]小麦粉、砂糖、
生イースト、ラード、天塩、水

1948 飛鳥のえびシューマイ 
180g（12個入）527円

【原材料】すけそうだら（北海道産）、天然エビ(ベトナム）、でん
ぷん、鶏肉、豚脂、塩、日本酒、砂糖､ポークエキス、コショウ、
菜種油」

1950 飛鳥の帆立シューマイ 
180g（12個入）527円

【原材料】〈具材〉豚肉（国産）、玉ねぎ（国産）、帆立貝、澱粉、醤
油、砂糖、生姜、ごま油、食塩、オイスターソース、貝柱スー
プ�〈皮〉小麦粉（国産）、食塩、菜種油

1951 飛鳥の手作り帆立シューマイ 
192g（6個入）621円

【原材料】ベビーボイル帆立、玉ねぎ、豚肉、鶏肉、干し貝柱、
豚脂、澱粉、醤油、三温糖、ごま油、食塩、魚醤、干し貝柱戻
し汁、こしょう、皮

得

得

得
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豆・雑穀・ごま

シリアル

2815 有機フルーツグラノーラ
有機穀物フレークにフルーツ・ナッツ・シードをブレンドし
香ばしく焼き上げた。食感よく程よい甘さ。
【原材料】有機小麦フレーク、有機レーズン、有機ライ麦フレーク、有機砂
糖、有機オート麦フレーク・大麦フレーク、有機ヒマワリ油、有機イチジ
ク、有機アーモンド、有機ナツメヤシ、有機ひまわりの種、有機りんご

200g 499円オーサワ

３週のみ

2811

2812

使いやすいチャック付き。1週間のうち2、3回で食べ切れる量で
す。ナッツ類と穀物類だけ。昔ながらのハンドメイド製法。
【原材料】オートミール、小麦粉、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモ
ンド、ココナッツ、白ゴマ、ハチミツ、クルミ、食塩

【原材料】小麦粉（国産）、玄米フレーク（玄米、麦芽エキス）、オートミー
ル、植物油脂、砂糖、小麦胚芽、アーモンド、ココナッツ、白ごま、ハチ
ミツ、クルミ、食塩

三育のグラノーラ160g

三育の玄米グラノーラ130g

三育 各 491円３週のみ翌々週

2854
もち種のみで、荒地
でも育つ生命力を
持っています。寒さ
に強い性質で、冷え
性体質の改善にも効
果的です。

ひえ（岩手県産）

ムソー 200g778円

１・３週

翌々週

800g 518円ムソー

2860
国内産大麦の胚芽部分を、
独自の方法で自然のまま
残しました。白米に混ぜて
お召し上がりください。国
内産大麦を使った麦ごは
んは、働き盛りの方、育
ち盛りのお子様、美容と
健康を気にされている方
にぴったりです。
【原材料】大麦（国内産）

胚芽押麦１・３週

翌々週

2863

20g×10P1,134円

カラダキレイ国産
十六雑穀米

ムソー

発芽させた原料を中心に、
国内産の16種の雑穀をブ
レンドしました。
【原材料】発芽もち赤米、黄大
豆、発芽黒大豆、発芽もち玄
米、発芽もち黒米、発芽玄米、
はだか麦、発芽青大豆、もち
麦、ハト麦、もちきび、発芽小
豆、とうもろこし、もちあわ、ひえ

３週のみ

翌々週

2853
再開します！北海道産
100％の原料を使用し産
地製造いたしました。白
米に混ぜて炊いて主食と
してはもちろん、ヘルシー
な料理やお菓子の材料と
してもお使いください。　
【原材料】もちあわ

もちあわ（北海道産）

ムソー 150g 842円
翌々週

１・３週

豆腐・揚げ・豆乳・ゆば
こんにゃく・ところてん

1871
歯応えしっか
り、味染み抜
群。鉱物由来
の石灰不使用
なので、臭みが少ない。
【原材料】有機こんにゃく芋（広島県産）/水
酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

有機生芋板こんにゃく

ムソー 250g 270円

３週のみ

翌々週

1872
歯応えしっか
り、味染み抜群。
鉱物由来の石灰
不使用なので、
臭みが少ない。
【原材料】有機こんにゃく芋（広島県産）/水
酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

有機生芋糸こんにゃく

ムソー 150g 205円

３週のみ

翌々週

ごはん・おかゆ
2821～ 2825「ベビーフードのおかゆ」はP.11に掲載しています。

2908
北海道産小豆使用で上品なやさしい甘
さです。そのまま食べても、ぜんざい
やおしるこなどにも使えます。
【原材料】小豆（北海道産）、麦芽水飴、有機
アガベシロップ（メキシコ産）、食塩（オー
ストラリア産）

オーサワ 350g 464円

オーサワのつぶしあん３週のみ2851
香ばしく食べやすい！料理や飲み物に混
ぜて下さい。外殻・外皮・胚芽などを含
んだ全粒はと麦を、遠赤外線で焙煎し粉
末にしました。鉄含有量は2.4ｍg/10g
です。1日10gを目安にどうぞ。
【原材料】有機はと麦（ラオス産）

オーサワ 150g 2,160円

浄身粉 ３週のみ 2931

厳選した北海道産有機小豆を使用した風
味の良いつぶあん。てんさいを精製した
ビートグラニュー糖のみを使用し、上品
な甘さに仕上げています。
【原材料】有機小豆（北海道産）、砂糖（北海道
産）

つぶあん
（北海道産有機小豆使用）

山清（ム） 200g 441円

３週のみ

翌々週

3334
むかごこんにゃくを
使用した、無漂白の
しらたきです。多孔
質のため食品の「味」
の成分が浸透しやす
い。また、使い分け
に便利な小玉タイプ
です。
【原材料】こんにゃく
粉・澱粉・貝殻カルシウム・水あめ（ジャ
ワ産）

乾燥しらたき １・３週

ベストアメニティ

25g×6621円

4530

4531

4532

あっさりとした白ごまの風味豊かなおいしさ。
【原材料】ごま（輸入）、甘藷でん粉、いりごま、本葛

香ばしい黒ごま風味の豊かなおいしさ。
【原材料】洗いごま（国内製造）、甘藷でん粉、いりごま、本葛

芳しい金ごまのコク深いおいしい。
【原材料】ごま（国内製造）、甘藷でん粉、いりごま、本葛

高野山ごまとうふ・白 120g

高野山ごまとうふ・黒 120g

高野山ごまとうふ・金 100g

聖食品

4533
ごま本来の風味と味わいをア
ルミ袋に閉じ込めました。
【原材料】ごま（輸入）、
甘藷でん粉、いりごま、
本葛

高野山ゴマ豆腐

140g 270円

各162円 ３週のみ 翌々週

ムソー

有機ごまを熱風乾燥させています。ご家庭で炒めるとごま
の香りが豊かに広がります。

有機あらいごま

2914 白 2915 黒 各80g 238円

有機ごまを丹念に焙煎し、香りとうま味を引き出しました。
お料理やお菓子作りに。

有機いりごま

2916 白 2917 黒 各80g 248円

杵つき製法で、ごまがしっとりするまですりつぶしました。
ほんのり甘い胡麻の風味をお楽しみ下さい。

有機しっとりすりごま

2918 白 2919 黒 各80g 367円
翌々週１・３週 【原材料】有機ごま

3305
有機こんにゃく粉を
使用した、なめらか
な食感とあいさの風
味がほどよいさしみ
こんにゃくです。スラ
イスしてあるので水
洗いだけでお召し上
がりいただけます。
【原材料】有機こんにゃ
く粉（国産）、でん紛（さ
つまいも（国産））、あおさ粉（あおさ（国産））、
水酸化カルシウム（蒟蒻用凝固剤）

とろさしみこんにゃく

中尾食品 100g 205円

３週のみ

翌々週

ところてんはP.8に掲載しています。

3165
有機大豆100％使用。すっきりとした味わい。大豆固形分9％以上。
そのまま飲むほか、幅広い料理に。
【原材料】有機大豆（中国･アメリカ産）

有機豆乳（無調整）

マルサンアイ 200ml103円

１・３週

新
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豆腐・豆乳・納豆

消費期限：
製造日より３日 山下ミツ商店の豆腐・揚げ

〈ミツシリーズ〉国産大豆100％原料特定

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。
【原材料】国産大豆・にがり・塩

3122 ミツの堅しょうゆ味（堅豆腐味付）
【原材料】堅豆腐・醤油� 300g 463円
3123 ミツの焼堅（焼き堅豆腐）
【原材料】国産大豆・にがり・塩� 150g 288円
3124 ミツの綿（木綿豆腐） 300g 309円
【原材料】国産大豆・にがり

3125 ミツの絹（絹豆腐） 200g 206円
滑らか絶品絹豆腐です。まずは冷や奴で。湯豆腐、汁の実など
にも。【原材料】国産大豆・にがり

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。
【原材料】国産大豆・にがり

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。
【原材料】国産大豆・にがり

3132 ミツのあげ（揚げ） ２枚 309円
【原材料】国産大豆・にがり・炭酸カルシウム・（揚げ油：菜種油）

3133 ミツの大判あげ（揚げ） １枚 309円
【原材料】国産大豆・にがり・炭酸カルシウム・（揚げ油：菜種油）

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。
【原材料】国産大豆・にがり・（揚げ油：菜種油）

3135 ミツのうすあげ ２枚 270円
【原材料】国産大豆・にがり・（揚げ油：菜種油）

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。
【原材料】国産大豆・にがり・（揚げ油：菜種油）

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

ミツの三角あげ

ミツの絹あげ

ぎんなんがんも

ミツの堅（堅豆腐）

ミツの絹

ミツの朧

ミツのあげ

00010 定期 202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】石川県産有機大豆、納豆菌

90g 288円小杉食品

井村さんの有機納豆 冷蔵

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

納豆・テンペ

椿き家の豆腐
3191 国産有機豆腐

150g144円
【原材料】有機丸大豆（国産、遺伝子組み換えでな
い）/凝固剤（粗製海水塩マグネシウム（にがり））

3192 国産有機木綿豆腐
200g 257円

【原材料】有機丸大豆（国産、遺伝子組み換えでな
い）/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり）

3193 国産有機豆腐トロふわ
130g157円

【原材料】有機丸大豆（国産、遺伝子組み換えで
ない）/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にが
り））

3194 椿き家の日本の絹・ミニ
3P（120g×3）183円

【原材料】丸大豆（国産、遺伝子組み換えでない）
/凝固剤（粗製海水塩化マグネシウム（にがり））

3195 椿き家の塩朧
250g195円

【原材料】丸大豆（北海道産）、海水、凝固剤（塩
化マグネシウム含有物（にがり））

3196 山芋とうふ
250g 270円

山芋独特な風味・粘りが感じられる美味し
い山芋とうふ。国産丸大豆、国産長芋、室
戸産にがり、水のみで作りました。
【原材料】丸大豆（国産、遺伝子組み換えでない）、やま
いも（国産）/凝固剤[粗製海水塩マグネシウム（にがり）]

3197 堅めの絹
300g190円

【原材料】丸大豆（国産、遺伝子組み換えでない）、
海水/凝固剤（粗製糖塩化マグネシウム（にがり））

3201 黒枝豆とうふ
130g183円

【原材料】黒枝豆（北海道、遺伝子組み換えで
ない）、丸大豆（北海道十勝産、遺伝子組み
換えでない）、食塩/凝固剤（粗製海水塩化
マグネシウム（にがり））（一部に大豆を含む）

冷蔵 翌々週

３週のみ

3163
国内産大豆と水だけで作られた豆
乳です。様々な料理に大豆本来の
風味と豊富な栄養をプラスできま
す。
【原材料】大豆（国産）

国産大豆の無調整豆乳

マルサン １ℓ346円

３週のみ

翌々週 冷蔵

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）

みどり有機豆乳（無調整）

九州乳業 1000ml300円
冷蔵

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。
【原材料】北海道十勝産ユキシズカ大豆

得
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梅干・漬物・かつお節・だし・つゆ

かつお節・だし・つゆ

3710
秋田の貴重な食文化。燻製は、大根
を一本一本並べて、焚き木を燃やし
て煙をだし燻します。「サクラ、ナラ、
ケヤキ」などの広葉樹をつかていきま
す。パリパリの食感。
【原材料】大根（国産）、漬け原料（砂糖、
米ぬか、食塩、米酢）

秋田名産いぶりがっこ

マルアイ 100g 486円

３週のみ

翌々週

3974
程よい酸味と米飴のやわらかな甘み
が特長のしば漬です。食感をよくする
ため、きゅうりの切り方にこだわりま
した。ご飯に、お茶請けにぜひ。
【原材料】きゅうり（宮崎産）、なす（徳島産
他）、しょうが（宮崎・大分産）、しそ葉（宮
崎産）、昆布（北海道産）、漬け原材料：
米飴、梅酢、みりん、しょうゆ（茜醤油）、昆布だし、食塩（海
の精）

しば漬

オーサワ 120g 356円

３週のみ

3981
国産のざーさいを風味豊かに
油炒めしたお惣菜です。
【原材料】ざーさい（国産）、粗糖、食
用なたね油、酵母ｴｷｽ、しょうゆ、
梅酢、食用ごま油、食塩、唐辛子（国
産）

国産・味付ざーさい

マルアイ

100g 378円

３週のみ

翌々週

4121 天然だしパック25
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×25849円

２・３・４週

4102 野菜でうまみ（食塩無添加）
食塩無添加、塩分92％カット。優
しい風味で和風にも洋風にも幅広
くご使用いただける万能タイプで
す。
【原材料】でん粉分解物、酵母エキス、
粉末野菜（玉ねぎ、人参、キャベツ、白
菜、セロリ）、甜菜糖、馬鈴しょでん粉

3.5g×6378円ムソー

１・３週

翌々週

4109

4110

いりこだし・だし亭や

いりこだし・だし亭や（徳用）

瀬戸内産・長崎産のいわしと、枕崎産かつお節、
北海道産昆布を使用した、溶けやすい顆粒タ
イプのだしの素です。
【原材料】麦芽糖、食塩、煮干いわし粉末、砂糖、
鰹節粉末、酵母エキス粉、鰹節粉末、昆布粉末

ムソー

8g×8袋 410円

１・３週

１・３週 8g×30袋 1,404円
翌々週

翌々週

4111

4112

かつおだし・だし亭や

かつおだし・だし亭や（徳用）

枕崎産のかつおぶしと北海道昆布を使用し
た、溶けやすい顆粒タイプのだしの素です。
アミノ酸やたんぱく加水分解物は不使用。
【原材料】食塩、麦芽糖、砂糖、鰹節粉末、酵母エ
キス粉、昆布粉末

8g×8袋 410円

8g×30袋 1,404円ムソー

１・３週

１・３週

翌々週

翌々週

野菜が持っている奥深いコクと旨味を充
分に引き出した驚きの味わいです。
【原材料】伯方の塩・澱粉・酵母エキス・ロー
ストオニオン・本醸造醤油・胡椒・セロリ・
人参・ガーリック。

洋風スープの素 野菜のおかげ

ムソー

4100 5g×30
4101 5g×8

1,296円
410円

１・３週

翌々週

4119
4つの素材をミックス「かつお節・む
ろあじ節・煮干・昆布かつお節」。必
要な量だけ使える粉末タイプ素材の
栄養がまるごと摂れます微細な粉末
なのですぐにだしが出ます。
【原材料】かつお節、むろあじ節、煮干、
昆布

まるごと食べるだしの子 １・３週

節辰商店 100g 430円

国産野菜を使った中華だしの素。お湯に
さっと溶ける顆粒タイプ。
【原材料】食塩、甘藷澱粉（国内産）、メープル
シュガー（カナダ産）、醤油、玉ねぎ（国内産）、
酵母エキス、野菜エキス（人参・玉ねぎ・白菜・
セロリ・舞茸：国内産）、生姜（国内産）、ホワイトペッパー（マ
レーシア・インドネシア産）、にんにく（アメリカ産）

オーサワの中華だし

オーサワ

4103 5g×8包
4104 5g×30包

409円
1,371円

１・３週

3852
おにぎり、手巻き寿司に。鶏肉や豚肉の
梅シソ巻きに手作りドレッシング。
食塩相当量：22.3g/100g
【原材料】梅（国内産）、食塩

国産ねり梅

無双本舗 100g 464円

３週のみ

翌々週

3783
国産の有機栽培された生姜を漬け込
み、有機赤しそ及び有機米酢で風味豊
かに漬け上げた生姜漬けです。赤しそ
と梅酢の風味が生姜によく合い、ちら
し寿司やお好み焼など幅広くお使いい
ただけます。
【原材料】原材料／有機しょうが（国産）、有
機しそ葉（国産）、漬け原材料［有機梅酢、
有機米酢、食塩］

梅酢しょうが（国産有機生姜使用）

マルアイ 50g 518円

３週のみ

翌々週

3782
甘味は純米みりん由来で、砂糖などは
入っていません。まろやかでふくよかな
甘味が、カレーライスによく合います。
後口がくどくないので、和え物にも。
【原材料】有機大根、有機なす、有機きゅ
うり、有機しょうが、ごま、干ししいたけ、
昆布、漬け原材料［有機しょうゆ（大豆・
小麦を含む）、純米みりん、梅酢、食塩］
＊すべての原料は国産です。

福神漬け

海の精 80g 518円翌々週

３週のみ

3709
和歌山産農薬不使用梅・紫蘇使用　酸味
まろやかで香り高い。お馴染みの龍神梅
の小容量パックができました。職場や出
かける際にもかさばらず便利です。
【原材料】梅（和歌山産）、食塩（シママー
ス）、しそ（和歌山産）

龍神梅（カップ）

オーサワ 120g 572円

３週のみ

梅干・漬物

3784
海の精の醤油と味噌の濃厚な旨味、純米
みりんのふくよかな甘味、野生梅酢の
さっぱりした酸味が、絶妙に調和。きゅ
うりの歯ごたえも楽しめます。
【原材料】有機きゅうり、漬け原材料［有
機しょうゆ（大豆・小麦を含む）、有機み
そ、本みりん、梅酢、食塩、昆布］

きゅうり諸味漬（有機きゅうり）

海の精 100g 518円翌々週

３週のみ

3704
和歌山県産のやわらかな有機
小梅を使用し、塩味控えめに
漬けた梅干しです。
【原材料】有機梅（和歌山県産）、食塩、
漬け原材料（有機梅酢、有機しそ）

ムソー 100g 864円翌々週

有機小梅（塩分控えめ）１・３週 3707
奈良県産有機栽培の梅と、有
機しそを使用し、伝統製法で仕
上げた梅干しです。
【原材料】有機梅（奈良県産）、食塩、
漬け原材料（有機梅酢、有機しそ）

有機梅干

ムソー 180g 832円

１・３週

翌々週

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

4116
冷しそうめん、冷麦、そば、うどんの
つゆにそのままかけて。
【原材料】しょうゆ（大豆（国産、遺伝子組み換
えでない）、小麦、食塩、米）、米発酵調味料（米、
食塩）、ふし（そうだ節、鰹）、砂糖、乾椎茸、
昆布

そうめんつゆストレートタイプ

イゲタ 360ml486円

３週のみ

翌々週

3983
国内産農薬不使用高菜。高菜独特の
旨みと風味。刻みタイプは簡単に調理
に使えてとても便利です。子供もおい
しいとモリモリ食べてくれています。
【原材料】高菜（鹿児島・宮崎・大分産他）、
梅酢（和歌山産）、うこん（沖縄産）、漬け
原材料［食塩（天日塩）、梅酢（和歌山産）、
麦芽水飴］

高菜漬（きざみ）

マルアイ 150g 270円

３週のみ

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



19

●●●●●●●●●●だし・まぜご飯の素・ふりかけ・みそ汁

まぜご飯の素・ふりかけ・みそ汁

4259 国産野菜の五目ちらしずしの素
国内産の人参、椎茸、干瓢、蓮根、油揚げを
使用したまろやか仕立てのちらし寿司の素で
す。温かいご飯に混ぜるだけで、おいしい五
目ちらしずしが簡単にできます。
【原材料】野菜（人参・れんこん）、砂糖、醸造酢、
食塩、油揚げ（大豆を含む）、かんぴょう、椎茸、
鰹節エキス、醤油（小麦・大豆を含む）、発酵
調味料／豆腐用凝固剤＜小袋＞刻み海苔

2合用 486円ムソー

３週のみ

翌々週

4298 しその粉・ふりかけ
熱風乾燥してミキサーで粉砕する製法に
変更したため、従来のしっとり細かい粉
から、少し粗めのパリッとした粉に変わ
りました。温かいごはんに混ぜたときの
風味は従来と同じです。
【原材料】しそ、梅酢、食塩

ムソー

３週のみ

50g 302円
翌々週

4281

能登製塩

久司道夫のわかめふりかけ

50g 690円

鳴門海峡で育った肉厚で風味豊な
わかめに海のミネラルをまるごと
結晶化した海水塩を微細分加工
し、香ばしい白ごまを加えたふり
かけです。また、湯を注げば美味
しいワカメスープの出来上がり。
【原材料】わかめ、ごま、海塩

１・３週

4308 海鮮ふりかけ・小魚入り
天然真昆布と鰹節でしっかりダシを取り、
吟味した調味料で香ばしく海の幸いっぱい
のふりかけにしました。育ち盛りのお子様
からお年寄りまで幅広くお召し上がりいた
だけます。
【原材料】オキアミ（北海道）、だし（鰹節、真昆
布）、有機白ごま、砂糖、片口いわし（北海道産）、
食塩、醤油（本醸造）、青海苔（岡山県産）、発
酵調味料、米酢

35g 378円ムソー

３週のみ

翌々週

4262
地鶏肉に国内産の人参、ごぼう、まい
たけ、椎茸を合せた炊きたてご飯に混
ぜるだけの地鶏めしの素です。
【原材料】野菜（ごぼう（国産）、たけの
こ、にんじん、しいたけ）、鶏肉、醤
油（小麦、大豆を含む）、砂糖（てんさ
い糖）、鶏脂、清酒、発酵調味料、食
塩

地鶏めしの素

ムソー 2合用（170g）508円翌々週

３週のみ

4155
本枯れ節をソフト削りにしたもの
を小袋パックしたものです。

鰹本節ミニパック１・３週

森田鰹節店 3g×8486円

4131
だしの利いたつゆです。10倍に薄めるだ
けでうどんつゆになります。唐揚げの下
味にも。
【原材料】しょうゆ（国産丸大豆醤油）、粗糖、
食塩、みりん、鰹節エキス、鰹節、煮干し
むろあじ節、昆布、乾しいたけ、醸造酢

鰹白だし

節辰商店 500ml648円

１・３週

4305
静岡県焼津産かつお節使用 か
つおの旨みと天然醸造醤油の
香ばしい味わい サクサクとし
た食感。
【原材料】かつお削りぶし・粗糖(国
産)、醤油、食塩(天塩)、米醗酵調
味料、ごま(国内・ボリビア産他)

かつおふりかけ

新丸正 28g 302円

３週のみ4304
国産農薬不使用生姜使用生姜のシャ
キシャキとした食感と辛みかつおの
風味がごはんによく合う。
【原材料】生姜･かつお節（国産）､漬け
原材料[醤油､麦芽水飴､米酢､粗糖､
醤油もろみ､食塩（再結晶塩）､かつお
だし､昆布だし､本みりん､梅酢]

生姜ごはんの友

マルアイ 80g 432円

３週のみ 4306
国産ひじき・ごま使用　ひじき
の旨みと爽やかな紫蘇の香り。
【原材料】ひじき（国産）、粗糖（鹿児島
産）、食塩（伯方の塩）、いり胡麻［胡麻（国
産）］、醗酵調味料、昆布粉末［昆布（北
海道産）］、赤紫蘇漬［赤紫蘇（国産）］

国産ごまひじき

プロスペリティ

45g 512円

３週のみ

マルサンアイ ３週のみ翌々週

4389
国産じゃがいもと有機大豆を絞った豆乳を
使用し、じゃがいもの旨味と舌触りを活か
した味作りの豆乳スープです。
【原材料】豆乳（大豆を含む）、じゃがいもペース
ト、スープベース（小麦粉、デキストリン、オニ
オンパウダー、チキンオイル、チキンエキスパ
ウダー、香辛料）、砂糖、食塩/重曹

豆乳仕立てのじゃがいもスープ

4390
国産にんじんと有機大豆を絞った豆乳を使
用し、にんじんの風味をいかしたおいしさ
を実現した豆乳スープです。
【原材料】豆乳（大豆を含む）、スープベース（小麦
粉、デキストリン、オニオンパウダー、チキン
オイル、チキンエキスパウダー、香辛料）、にん
じん濃縮汁、砂糖、食塩/重曹、パプリカ色素

豆乳仕立てのにんじんスープ

4391
かぼちゃと有機大豆を使用した豆乳で、ほ
んのりとした甘みの優しい風味のスープで
す。
【原材料】豆乳（大豆を含む）、かぼちゃペースト、
スープベース（小麦粉、デキストリン、オニオン
パウダー、チキンオイル、チキンエキスパウダー、
香辛料）、にんじん濃縮汁、砂糖、食塩/重曹、
カロチン色素

豆乳仕立てのかぼちゃスープ

4392
良質のスイートコーンに豆乳を加え、自然
の風味をそのまま生かした、つぶつぶコー
ン入りスープです。植物性たんぱく質が豊
富です。
【原材料】スイートコーン、豆乳（大豆 ※1）、スー
プベース（小麦粉、酵母エキス、デキストリン、
砂糖、香辛料、チキンオイル、チキンエキス）、
砂糖、食塩、オニオンパウダー、重曹

豆乳仕立てのとうもろこしスープ

各180g172円

4161
鮮度がいい煮干しいりこ。煮干の産地とし
て有名な瀬戸内海で、獲れたばかりの新鮮
なかたくちいわしを釜だきし、乾燥させま
した。　
【原材料】かたくちいわし

煮干いりこ１・３週

ムソー 100g 356円翌々週

4309
香り高い国内産の鰹節とうま味の強い北
海道産の天然真昆布を合わせ、香ばしい
北海道産のオキアミをたっぷり入れて吟
味した調味料で炊き上げました。
【原材料】鰹節（国内産）、醤油（本醸造）、真
昆布（北海道函館産）、有機白ごま、オキア
ミ（国内産）、砂糖、発酵調味料、食塩、米酢、
菜種油（北海道産）（原材料の一部に小麦、
大豆を含む）

おかか・昆布ふりかけ

ムソー 35g 378円

３週のみ

翌々週

4325
国内産のひじきを自家製だしでふっくら
炊き上げ、こだわりぬいた調味料で味付
けし、さわやかな梅しそ風味に仕立てま
した。有機白ごまで香ばしく風味豊かに。
【原材料】ひじき（国内産）、だし（鰹節、真昆
布、椎茸、乾帆立貝柱）、砂糖、有機白ごま、
根昆布（北海道産）、醤油（小麦、大豆を含む）、
乾燥梅肉、食塩、発酵調味料、赤しそふり
かけ、米酢、菜種油（菜種（国産））

梅しそひじきふりかけ

ムソー 35g 378円

３週のみ

翌々週

4326

ムソー

根昆布入りしそわかめふりかけ

35g 378円

北海道産わかめを旨味溢れる美味しいダ
シで味付けし、しその香りを付けて美味
しいフリカケにしました。根昆布入りで
さらに美味しく仕立てております。
【原材料】わかめ（北海道北斗市産）、だし（鰹
節、真昆布、椎茸、乾帆立貝柱）、砂糖、有
機白ごま、根昆布（北海道函館産）、醤油（本
醸造）、食塩、発酵調味料、赤しそ（国内産）、
米酢、菜種油（菜種：北海道産）

翌々週

３週のみ

4336 わかめみそ汁
9g×6p 340円

粉末味噌、わかめ等天然調味料を
フリーズドライ製法で作った即席
みそ汁。
【原材料】白みそ、わかめ、ぶどう糖、食
塩、かつおぶし粉末、酵母エキス、ねぎ

4337 赤だしわかめみそ汁
9g×6p 340円

粉末赤味噌を主原料にした即席み
そ汁。
【原材料】豆みそ、白みそ、わかめ、ぶど
う糖、食塩、かつおぶし粉末、酵母エキ
ス、ねぎ

日食の即席みそ汁１・３週

4346
じっくり炒った有機黒ごまをす
りつぶし、海の精・やきしおと
ブレンドした、まろやかなごま
塩です。塩分約10％。
【原材料】有機黒胡麻（ボリビア産）、
食塩

有機ごま塩

ムソー 50g 281円

３週のみ

翌々週

4379 オーサワのわかめスープ
国内産わかめ、有機白ごま使用。
わかめの食感よく風味豊か。
【原材料】甘藷でん粉（鹿児島産）、食塩
（天塩）、本醸造醤油、わかめ（国内産）、
有機胡麻（中国産）、オニオンパウダー
（北海道産）、ねぎ（国内産）、酵母エキ
ス、白こしょう（マレーシア産）

３週のみ

6.5g×7包 648円

得

得
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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240g 626円⇒613円

焼肉のたれ（醤油）5839
純国産醤油とフルーツの甘味。お肉のうま
みをさらに引き立てる自家製焦がししょう
油を使用しています。純国産醤油とフルー
ツの甘味をご賞味下さい。

冨貴

３週のみ

得200g 394円⇒385円

お米を使った
お好み焼き粉

4756

生産者限定のお米を主原料に膨張剤は
重曹を使用したお好み焼き粉です。小麦、
動物性原料は不
使用です。

桜井

３週のみ

得200g 626円⇒613円

ストロベリー
有機スプレッド

5270

有機いちごを贅沢に使用。すっきりとした
甘酸っぱさ。砂糖不使用の有機ストロベ
リージャムです。

ミトク

３週のみ

得300g 432円⇒423円

冷凍ホールコーン7105
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。とう
もろこし自体がとてもおいしいので、塩こ
しょうでバター炒めにしただけでもおいしい！

フルーツバスケット 得2個 335円⇒327円

甘夏ピールレーズンパン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。

わっぱん

６月のみ

得105g（3切） 762円⇒745円

じっくり熟成紅鮭西京漬け90125
脂のりの良い紅鮭を天塩に漬
け、一昼夜寝かせてうまみを熟成。さらに
酒粕や昆布だし、白味噌などで作ったオリ
ジナルの西京味噌に二昼夜漬け込みまし
た。上品で奥深い味わい。

札幌中一

３週のみ

太陽食品

ハトムギは、良質なアミノ酸を多く含み、新陳代謝を活発にする働きを持ちます。新陳代謝とは、

細胞の生まれ変わりのことです。 肌の古い角質を取り除き、新しい肌細胞を生み出すため美肌

に効果的です。そのほかにも、胃を丈夫にしたり、免疫力を高める効果があるといわれています。

有機果汁に有機レモン果汁を加えて作っ
た、くだものドリンクです。香料や着色料
を使用していないため、安心してフルーツ
本来の味が楽しめます。

豚ヒレひとくちカツ用1261
豚ヒレ肉を一口カツ用にカットしました。

ゴーバル

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 1,020円⇒967円

合挽肉（5：5）1620
牛：豚=5：5の合い挽き肉です。

瑞穂農場 得200g 634円⇒601円

凍

翌々 翌々

１・３週

凍

チラシ

翌々凍

神戸菓匠ふく味庵

国産小麦のたい焼きと回転焼き
２・４週 凍

粒あんたい焼6437
皮が美味しく甘さ控えめの餡です。北海道小
豆たっぷり。 得4個入 551円⇒529円

カスタードたい焼6438
皮が美味しく、上品な
甘さのカスタードです。 4個入 551円

粒あん回転焼き6439
甘さ控えめのあんこが
たっぷり。 4個入 389円

ちゅーちゅードリンク
有機フルーツをつかいました 翌々 不定期！

翌々 不定期！

果実でちゅーちゅー
りんご6923 45ｍ×5 313円

ぶどう6924 45ｍ×5 313円

みかん6925
ムソー

45ｍ×5 410円

１・３週

翌々

季穂糸そば ３週のみ4824
北海道産のそば粉を使用した、風味が格別の細いそば。つ
るつるした食感が、夏場に最適。

車屋そうめん１・３週4830

金子厳選の国産小麦を自家製
粉でブレンド。練り上げてはねか
す製法で、コシのある風味の良い
ひやむぎ。

車屋ひやむぎ4831

各240g 238円

翌々夏に常備したい乾麺

不定期！

金子製麺

得200g 266円⇒260円

ミルククッキー87801
新鮮なよつ葉牛乳が入ったクッキー。

70g 276円

ミルクティクッキー87804
国産紅茶葉べにふうきを入れ、上品な香りの
クッキーに大変身。

70g 332円

ココナッツココアクッキー87806
ココア生地にココナッツオイルを入れ、サクサ
ク食感のクッキーです。

70g 332円

カフェオレクッキー87807
やさしいコーヒー風味。少し大人のクッキー。

70g 332円

ほうじ茶
アメリカンクッキー

87809

島根県のほうじ茶をクッキー生地に入れま
した。

70g 325円

ひまわり
アメリカンクッキー

87810

最高級のひまわりの種を以前よりの増量し
て粒のまま入れました。

70g 332円

にんじんビスケット87814
有機にんじんをたっぷりと使用した、ナチュラ
ルな甘さのビスケットです。たまご・乳製品・
大豆は使用しておりません。

70g 276円

チーズクッキー87815
ほのかな甘みとチーズの風味、そしてほどよ
い堅さの食感が特長です。

60g 356円

ぷくぷくワールドのクッキー
3袋購入ごとに50円引き

手作り中華総菜 飛鳥食品 ３週のみ 翌々凍

帆立シューマイ1950
飛鳥の肉焼売に帆立を加えたら、とってもコク
がでました。

180g（12個入） 527円

カレーシューマイ1952
飛鳥のシューマイにカレー味をつけました。子
供でも食べやすいように、辛さひかえめです。

180g（12個入） 462円

海鮮水餃子1960
豚肉に卵、えび、帆立、干し貝柱などをたっぷり
入れ、味にコクを出しました。

250g（15個） 592円

黒豚肉シューマイ1942
小ぶりでお弁当にもぴったりです。全体の4割
に豚肉を使い配合割合を増やしジューシーで
味わい豊かに仕上げています。

得180g（12個入） 511円⇒500円

黒豚肉の焼餃子1946
黒豚肉と国産野菜を使った焼き餃子です。

得280g（16個入） 665円⇒651円

ハトムギで
きれいに！健康に！
太陽食品

ムソー

遠藤勝敦

オーサワ

プレーン
ハトムギグラノーラ
95007
有機クルミ、有機レーズ
ンを加えグラノーラに。

チョコ95008
有機カカオニブ、有機ココアパ
ウダーなどを加えグラノーラに。

有機はとむぎ茶95009
発芽寸前まで活性したはとむぎ配合。

有機はとむぎ茶+レモングラス95011
有機レモングラスをブレンド。

有機はとむぎ茶+生姜95010 有機生姜をブレンド。

有機はとむぎ茶+チャイ95012
有機生姜、有機シナモン、有機クローブをブレンド。

各16g（2g×8袋） 540円

得各80g 594円⇒582円

得各16g（2g×8袋） 540円⇒529円

国産有機はとむぎ茶シリーズ

浄身粉2851
香ばしく食べやすい！料理や飲み物に混ぜて下さい。
外殻・外皮・胚芽などを含んだ全粒はと麦を、遠赤外
線で焙煎し粉末にしました。鉄含有量は2.4ｍｇ/10ｇ
です。1日10gを目安にどうぞ。

皮ごとはとむぎ（自然栽培）

大2850

石川県産の農薬、化学肥料
不使用で栽培された自然栽
培のはとむぎを焙煎し、殻ご
と粉砕しました。100％全粒
粉です。外皮、薄皮、渋皮、子
実すべて入っています。

小2849

殻付き有機全粒はと麦100％

自然栽培ハトムギ焙煎全粒粉

150g 2,160円

150g 6,480円
35g 2,538円

チラシ不定期！

●無肥料●無肥料

●無農薬●無農薬
●無除草剤●無除草剤

圧搾一番しぼり胡麻油

小6309

大6310

精選された原料のごまをほどよく煎って搾り、豊かな香りを引
き出した圧搾一番しぼりの胡麻油です。

煎らずに搾った胡麻油
精選された原料のごまを焙煎せずに蒸して圧搾した胡麻油。

香り豊かな胡麻油 １・３週 翌々

得165g 648円⇒615円
得910g 2,452円⇒2,328円

小6311

大6312

得165g 659円⇒625円
得910g 2,484円⇒2,359円



20 21

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240g 626円⇒613円

焼肉のたれ（醤油）5839
純国産醤油とフルーツの甘味。お肉のうま
みをさらに引き立てる自家製焦がししょう
油を使用しています。純国産醤油とフルー
ツの甘味をご賞味下さい。

冨貴

３週のみ

得200g 394円⇒385円

お米を使った
お好み焼き粉

4756

生産者限定のお米を主原料に膨張剤は
重曹を使用したお好み焼き粉です。小麦、
動物性原料は不
使用です。

桜井

３週のみ

得200g 626円⇒613円

ストロベリー
有機スプレッド

5270

有機いちごを贅沢に使用。すっきりとした
甘酸っぱさ。砂糖不使用の有機ストロベ
リージャムです。

ミトク

３週のみ

得300g 432円⇒423円

冷凍ホールコーン7105
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。とう
もろこし自体がとてもおいしいので、塩こ
しょうでバター炒めにしただけでもおいしい！

フルーツバスケット 得2個 335円⇒327円

甘夏ピールレーズンパン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。

わっぱん

６月のみ

得105g（3切） 762円⇒745円

じっくり熟成紅鮭西京漬け90125
脂のりの良い紅鮭を天塩に漬
け、一昼夜寝かせてうまみを熟成。さらに
酒粕や昆布だし、白味噌などで作ったオリ
ジナルの西京味噌に二昼夜漬け込みまし
た。上品で奥深い味わい。

札幌中一

３週のみ

太陽食品

ハトムギは、良質なアミノ酸を多く含み、新陳代謝を活発にする働きを持ちます。新陳代謝とは、

細胞の生まれ変わりのことです。 肌の古い角質を取り除き、新しい肌細胞を生み出すため美肌

に効果的です。そのほかにも、胃を丈夫にしたり、免疫力を高める効果があるといわれています。

有機果汁に有機レモン果汁を加えて作っ
た、くだものドリンクです。香料や着色料
を使用していないため、安心してフルーツ
本来の味が楽しめます。

豚ヒレひとくちカツ用1261
豚ヒレ肉を一口カツ用にカットしました。

ゴーバル

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 1,020円⇒967円

合挽肉（5：5）1620
牛：豚=5：5の合い挽き肉です。

瑞穂農場 得200g 634円⇒601円

凍

翌々 翌々

１・３週

凍

チラシ

翌々凍

神戸菓匠ふく味庵

国産小麦のたい焼きと回転焼き
２・４週 凍

粒あんたい焼6437
皮が美味しく甘さ控えめの餡です。北海道小
豆たっぷり。 得4個入 551円⇒529円

カスタードたい焼6438
皮が美味しく、上品な
甘さのカスタードです。 4個入 551円

粒あん回転焼き6439
甘さ控えめのあんこが
たっぷり。 4個入 389円

ちゅーちゅードリンク
有機フルーツをつかいました 翌々 不定期！

翌々 不定期！

果実でちゅーちゅー
りんご6923 45ｍ×5 313円

ぶどう6924 45ｍ×5 313円

みかん6925
ムソー

45ｍ×5 410円

１・３週

翌々

季穂糸そば ３週のみ4824
北海道産のそば粉を使用した、風味が格別の細いそば。つ
るつるした食感が、夏場に最適。

車屋そうめん１・３週4830

金子厳選の国産小麦を自家製
粉でブレンド。練り上げてはねか
す製法で、コシのある風味の良い
ひやむぎ。

車屋ひやむぎ4831

各240g 238円

翌々夏に常備したい乾麺

不定期！

金子製麺

得200g 266円⇒260円

ミルククッキー87801
新鮮なよつ葉牛乳が入ったクッキー。

70g 276円

ミルクティクッキー87804
国産紅茶葉べにふうきを入れ、上品な香りの
クッキーに大変身。

70g 332円

ココナッツココアクッキー87806
ココア生地にココナッツオイルを入れ、サクサ
ク食感のクッキーです。

70g 332円

カフェオレクッキー87807
やさしいコーヒー風味。少し大人のクッキー。

70g 332円

ほうじ茶
アメリカンクッキー

87809

島根県のほうじ茶をクッキー生地に入れま
した。

70g 325円

ひまわり
アメリカンクッキー

87810

最高級のひまわりの種を以前よりの増量し
て粒のまま入れました。

70g 332円

にんじんビスケット87814
有機にんじんをたっぷりと使用した、ナチュラ
ルな甘さのビスケットです。たまご・乳製品・
大豆は使用しておりません。

70g 276円

チーズクッキー87815
ほのかな甘みとチーズの風味、そしてほどよ
い堅さの食感が特長です。

60g 356円

ぷくぷくワールドのクッキー
3袋購入ごとに50円引き

手作り中華総菜 飛鳥食品 ３週のみ 翌々凍

帆立シューマイ1950
飛鳥の肉焼売に帆立を加えたら、とってもコク
がでました。

180g（12個入） 527円

カレーシューマイ1952
飛鳥のシューマイにカレー味をつけました。子
供でも食べやすいように、辛さひかえめです。

180g（12個入） 462円

海鮮水餃子1960
豚肉に卵、えび、帆立、干し貝柱などをたっぷり
入れ、味にコクを出しました。

250g（15個） 592円

黒豚肉シューマイ1942
小ぶりでお弁当にもぴったりです。全体の4割
に豚肉を使い配合割合を増やしジューシーで
味わい豊かに仕上げています。

得180g（12個入） 511円⇒500円

黒豚肉の焼餃子1946
黒豚肉と国産野菜を使った焼き餃子です。

得280g（16個入） 665円⇒651円

ハトムギで
きれいに！健康に！
太陽食品

ムソー

遠藤勝敦

オーサワ

プレーン
ハトムギグラノーラ
95007
有機クルミ、有機レーズ
ンを加えグラノーラに。

チョコ95008
有機カカオニブ、有機ココアパ
ウダーなどを加えグラノーラに。

有機はとむぎ茶95009
発芽寸前まで活性したはとむぎ配合。

有機はとむぎ茶+レモングラス95011
有機レモングラスをブレンド。

有機はとむぎ茶+生姜95010 有機生姜をブレンド。

有機はとむぎ茶+チャイ95012
有機生姜、有機シナモン、有機クローブをブレンド。

各16g（2g×8袋） 540円

得各80g 594円⇒582円

得各16g（2g×8袋） 540円⇒529円

国産有機はとむぎ茶シリーズ

浄身粉2851
香ばしく食べやすい！料理や飲み物に混ぜて下さい。
外殻・外皮・胚芽などを含んだ全粒はと麦を、遠赤外
線で焙煎し粉末にしました。鉄含有量は2.4ｍｇ/10ｇ
です。1日10gを目安にどうぞ。

皮ごとはとむぎ（自然栽培）

大2850

石川県産の農薬、化学肥料
不使用で栽培された自然栽
培のはとむぎを焙煎し、殻ご
と粉砕しました。100％全粒
粉です。外皮、薄皮、渋皮、子
実すべて入っています。

小2849

殻付き有機全粒はと麦100％

自然栽培ハトムギ焙煎全粒粉

150g 2,160円

150g 6,480円
35g 2,538円

チラシ不定期！

●無肥料●無肥料

●無農薬●無農薬
●無除草剤●無除草剤

圧搾一番しぼり胡麻油

小6309

大6310

精選された原料のごまをほどよく煎って搾り、豊かな香りを引
き出した圧搾一番しぼりの胡麻油です。

煎らずに搾った胡麻油
精選された原料のごまを焙煎せずに蒸して圧搾した胡麻油。

香り豊かな胡麻油 １・３週 翌々

得165g 648円⇒615円
得910g 2,452円⇒2,328円

小6311

大6312

得165g 659円⇒625円
得910g 2,484円⇒2,359円
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みそ汁・佃煮・大豆加工食品・乾物

大豆加工食品

佃　　煮

4468
小麦たんぱくと大豆たんぱくを
主に、本醸造醤油、植物油脂、
酵母エキス等を加え、ひき肉
状に加工しました。
【原材料】小麦たん白（国内製造）、大
豆たん白、大豆油、小麦でん粉、しょうゆ、植物たん白
酵素分解物、塩、酵母エキス、砂糖、昆布末

グルテンバーガー

三育 180g 356円

３週のみ

翌々週

4485 ひき肉タイプ
� 215g494円
無添加。遺伝子組換え原料不使用。小麦と大豆グルテンを
使ってひき肉状に加工。肉団子状やハンバーグ状にして!!

4486 ブロックタイプ 200g494円
無添加。遺伝子組換え原料不使用。小麦グルテン100％
を使って肉ブロック状に加工・カツ風や唐揚げに!!

穀物で作った畑の肉 １・３週

オーサワジャパン

4421
小豆島産生のり、小豆島産醤油にこだわっ
た佃煮。化学調味料、合成保存料、酵母
エキス不使用。
【原材料】のり（香川県産）、醤油（大豆、小麦
を含む）、砂糖、発酵調味料、昆布エキス、
寒天

「島っこ」生のり佃煮

ムソー 90g 432円

３週のみ

翌々週

乾　　物

4511

約1.2cm角。戻せば一口サイズになり、切
る手間がかかりません。
【原材料】有機大豆（国産）／豆腐用凝固剤（塩化
マグネシウム）

国内産有機大豆使用
凍み豆腐さいの目

ムソー 50g 346円

３週のみ

翌々週

大分県産の椎茸「どんこ」「香信」を、
天日で熟成させた乾し椎茸です。　
【原材料】しいたけ（原木）

ムソー

大分県産椎茸

4503 大粒どんこ 45g 886円
4504 小粒どんこ 45g 788円

１・３週翌々週

4505 こうしん 80g 1,188円

4491
熊本県の特別栽培れんこんを薄
くスライスして乾燥させました。
保存がきくので常備しておくと
便利です。キンピラや煮物に。
【原材料】乾燥れんこん（熊本県産）

乾燥れんこん

無双本舗 40g 454円

３週のみ

翌々週

4513

4512

国内産丸大豆とにがりを使用した、通常の半分の厚みの凍り豆腐です。
【原材料】有機大豆（国産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）

凍り豆腐です。膨軟剤を使用していないので、多少歯ごたえのある、昔ながらの食感です。
【原材料】有機大豆（国産）／豆腐用凝固剤（塩化マグネシウム）

国内産有機大豆使用 にがり高野豆腐

国内産有機大豆使用 にがり凍み豆腐

信濃雪（ム）３週のみ 翌々週

（厚さ約８㎜）６枚 432円

（厚さ約15㎜）６枚 648円

4510
国内産の馬鈴薯澱粉を使った本くず
入りのくずきりです。
【原材料】馬鈴薯澱粉、本葛

葛きり・国内産

ムソー 100g 378円

３週のみ

翌々週

4509
最高品質といわれる中国山東省龍
口産の緑豆を100％使用。熱に強
く長時間煮ても煮崩れません。

緑豆はるさめ １・３週

オーサワ 100g216円

4506
有機しいたけの栽培農家は、農薬の散布も飛
散もない区域のクヌギを伐採して、有機の種
ゴマを打ち込みます。有機認証をとったこと
で、欧米に出荷され人気を集めています。
【原材料】有機しいたけ（原木）

有機栽培どんこ椎茸・大分産

武久 30g734円翌々週

１・３週

4466
和・洋・中のいずれにも調理に
も合います。（グルテンカツ、グ
ルテンミートの中華風炒め）。
【原材料】小麦たん白、しょうゆ（大豆
を含む）、食塩（粗精塩）、コンブエキス、
大豆油、砂糖（三温糖）、植物たん白酵
素分解物、酵母エキス

グルテンミート

三育 170g 346円

３週のみ

翌々週

4467
このまま食べてもおいしいですが、
油で炒め、醤油やソースをかけて食
べたり、２～３cmに切り、野菜サラ
ダとまぜるのもおいしいです。　
【原材料】なたね油（国内製造）、繊維状
大豆たん白、粉末状大豆たん白、卵白
粉（卵を含む）、植物 性粉末ブイヨン（小
麦を含む）、塩、砂糖、植物たん白酵素分解物、香辛料／紅麹
色素、レシ チン、香料

リンケッツ

三育 190g（12本）405円

３週のみ

翌々週

３週のみ 翌々週

4417

4420

北海道産の昆布に、香ばしい香りの胡麻
を加えた佃煮です。こだわりの調味料で
じっくり煮焚き込み、素材の味を大切に
仕上げました。
【原材料】昆布（北海道産）、醤油（小麦・大豆
を含む）、砂糖、水飴、胡麻

北海道産の昆布に、風味と食感が楽し
める国内産の生姜を加えた佃煮。こだわりの調味
料でじっくり煮焚き込み、素材の味を大切に仕上げました。
【原材料】昆布（北海道産）、椎茸（国内産）、醤油、砂糖、水飴

胡麻昆布佃煮 75g

椎茸昆布佃煮 60g

ムソー 各281円

4522
北海道産小麦粉使用。風味よくしっかりとした
食感。好みの大きさにカットして様々な料理に
お使いいただけます。油で揚げればコーンフレー
クのような軽い口ざわりになり、おつまみにも。
【原材料】小麦粉(北海道産)、小麦グルテン(アメリ
カ・カナダ・オーストラリア産)、天然重曹

オーサワ 5枚（90g）394円

オーサワの庄内板麩 ３週のみ

4519
国内産片口いわし使用。程よい塩味。酸化
防止剤不使用。よく乾燥させているので、
食感も良く、そのままおやつやおつまみと
して食べても美味しいです。サラダやパス
タ、冷奴にかけたり、炒飯に混ぜたり。
【原材料】片口いわし（国内産）、食塩

国内産ちりめんじゃこ

マルカイフーズ 25g 378円

３週のみ

ココナッツミルクを使った濃厚で甘味のあるニンジンポ
タージュ。飽きのこない、クセになる味わいです。
【原材料】有機人参、有機ココナッツミルク、有機米粉、食塩、
有機オニオンパウダー、有機香辛料（ガーリックパウダー、パ
セリ、生姜）

4285 AUGA OGキャロットスープ

９種類の有機野菜が一度に摂れる旨味の詰まったスープ。
ハーブの香りが引き立つ濃厚な味わい。
【原材料】有機野菜（人参、キャベツ、ポテト、いんげん、えん
どう豆、パプリカ、玉ねぎ、西洋ネギ）、有機トマトペースト、
有機菜種油、食塩、有機砂糖、有機米粉、有機香辛料（ガーリッ
クパウダー、バジル、マジョラム、オレガノ、黒コショウ）

4286 AUGA OGミネストローネスープ

甘みの強いバターナッツ・スクワッシュ（かぼちゃ）とサ
ツマイモをピューレにして、ココナッツクリームで濃厚
に仕上げました。口当たりまろやかなﾎポタージュスープ
です。
【原材料】有機バターナッツピューレ、有機サツマイモピュー
レ、有機ココナッツクリーム、有機コーンパウダー、食塩、
有機オニオンパウダー、有機香辛料（ガーリックパウダー、生
姜）

4294 AUGA OGバターナッツスクワッシュスープ

甘みのあるコーンにココナッツクリームとスパイスを加える
ことで、コーンの旨味がより感じられる味に仕上がりました。
粒の食感も残り、食べ応えも十分。
【原材料】有機とうもろこし、有機ココナッツクリーム、有機
コーンパウダー、食塩、有機西洋ネギ、有機オニオンパウダー、
有機黒こしょう

4296 AUGA OGコーンスープ
バジルやオレガノのスパイスも爽やかトマトスープ。口
当たりももろやかでクリーミーな味わいです。
【原材料】有機野菜（人参、トマト、玉ねぎ、パプリカ、西洋ネギ）、
有機トマトペースト、有機菜種油、有機米粉、食塩、有機砂糖、
有機香辛料（黒コショウ、バジル、ベイリーフ、オレガノ）

4283 AUGA OGトマトスープ

色鮮やかな赤色が特長のビーツ（甜菜大根）を中心に、じゃ
がいもや人参などの有機野菜が入り、トマトの旨味で食
べやすく仕上げました。
【原材料】有機野菜（ビーツ、じゃがいも、人参、玉ねぎ）、有
機トマトペースト、有機菜種油、有機てんさい糖、有機米粉、
有機香辛料（黒胡椒、パセリ）

4282 AUGA OGビーツスープ

むそう 各400g（約2人前）430円

欠品になる可能性があります ３週のみ 翌々週

旨みのあるマッシュルームを贅沢に使ったポタージュ
スープです。ココナッツミルクでコクを出し、マイルド
に仕上げました。
【原材料】有機マッシュルーム、有機ココナッツミルク、有機米、
食塩、有機オニオンパウダー、、有機香辛料（ガーリックパウ
ダー、パセリ、ベイリーフ、オールスパイス、黒コショウ、
ナツメグ）、有機西洋ネギ

4284 AUGA OGマッシュルームスープ
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●●●●●●●●●●乾物・小麦粉・パン粉・粉類・乾麺

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。

小麦粉・パン粉・粉類

乾　　麺

4917 有機スパゲティ 500g 335円
4918 有機有機ペンネ 250g 286円
4919 有機フズィリ 250g 286円

BIOCAのパスタ

本場イタリア産の有機パスタ！伝統的なブロンズダイス製法です。パス
タ表面をザラザラに仕上げる「ブロンズダイス製法」で作られているため、
パスタソースがよくからみます。イタリア・ラテマール山の天然水と、
山脈のきれいな空気で作り上げた、こだわりの逸品です。
【原材料】有機デュラム小麦セモリナ粉 BIOCA

１・３週

4749
北海道の契約農家で契約栽培された馬鈴薯を、
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。

片栗粉

桜井食品 200g 248円

4710
秋田県産もち米使用の白玉粉です。水稲もち米
を100％使用していますので、冷やしても固くな
りません。

純白玉粉 １・３週

ムソー 150g 302円翌々週

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
4722
材料にまぶして揚げるだけで美味しい
唐揚げが出来上がります。有機小麦粉・
国産片栗粉に香辛料を程よくブレンド
しました。
【原材料】小麦粉（有機）、卵白粉、でんぷん、
食塩、オニオンパウダー、ガーリックパ
ウダー、ブラックペッパー、ガラムマサラ、
ナツメグ

無農薬からあげ粉 １・３週

ムソー 120g 302円
翌々週

4761
岐阜県産のお米の粉を主原料に、北海道
産契約栽培の馬鈴薯でん粉、有機チク
ピー豆を粉末などを使用した天ぷら粉で
す。小麦や卵は使用しておりません。桜
井食品社の小麦を使った天ぷら粉と比較
して、衣の油吸収は約60％カットになり
ます。サクサク、カラッと揚がります。
【原材料】米粉、馬鈴薯でん粉、有機チクピー豆粉末、食塩、
膨張剤（重曹）

お米を使った天ぷら粉 １・３週

桜井食品（ム） 200g346円翌々週

4756
生産者限定のお米を主原料に膨張剤は重
曹を使用したお好み焼き粉です。小麦、
動物性原料は不使用です。
【原材料】米粉、有機チクピー豆粉末、馬鈴
薯でん粉、昆布パウダー、食塩、椎茸パウ
ダー、膨張剤（重曹）

お米を使ったお好み焼き粉

桜井 200g 394円

３週のみ

翌々週

4661
国内産裸麦をじっくり焙煎したはったい
粉（むぎこがし）です。砂糖や塩を加えて
そのまま、またはお湯で練ってお召し上
がりください。
【原材料】はだか麦（国産）

はったい粉（国内産裸麦使用）

ムソー 120g162円

３週のみ

翌々週

4753
シンプルな原材料と、シンプルな配合で
素材の良さが感じられるパンケーキミッ
クスです。バターミルクパウダーを配合
することで、しっとりとした食感と軽い
口溶けのパンケーキに仕上げました。
【原材料】小麦粉(北海道産）、砂糖（北海道
産）、バターミルクパウダー（北海道産）、
食塩、ベーキングパウダー

よつ葉バターミルクパンケーキミックス

よつ葉乳業 450g 527円

１・３週

4755
生産者限定、岐阜県の片岡さんのお米を
使用した小麦粉を使用していなしホット
ケーキミックス粉です。しっとりもっち
りとした食感が特徴。２枚程作れます。
【原材料】うるち米（岐阜県産）、砂糖（ビー
ト糖）、塩、重曹

お米のホットケーキミックス

桜井食品（ム） 200g302円

３週のみ

翌々週

4712
国内産の有機のそばの実を石臼で挽きまし
た。手打ちそばやそばがきはもちろん、そば
粉クレープ等お菓子作りにも。
【原材料】有機そば(国内産）

有機国内産そば粉・石臼挽き

桜井 200g 653円

３週のみ

翌々週

4726
有機JAS認定の天然酵母です。ご家
庭で有機のパンをお召し上がりく
ださい。有機穀物使用予備発酵不
要の天然酵母。
【原材料】有機とうもろこし・小麦・馬鈴
薯でん粉（ドイツ産）、酵母

有機穀物で作った天然酵母

風と光 3g×10包 615円

１・３週

4925
北海道の農家で契約栽培された小麦粉で
製造しました。デュラム小麦粉を使用し
たマカロニと比較するとソフトな食感で
す。
【原材料】小麦粉（北海道産）、小麦グルテン（国
内産）

国産エルボパスタ

桜井食品 300g 421円

３週のみ

翌々週

4926
北海道で栽培された小麦粉と国産グルテ
ンでつくったツイスト型パスタ。日本人
好みの風味と食感です。サラダ、グラタン、
スープなど、いろいろとお使いください。
【原材料】小麦粉、小麦たん白

国産ツイストパスタ（マカロニ）

桜井食品 300g421円翌々週

３週のみ

4536
国内産の有機馬鈴薯澱粉を使い、昔なが
らの技法で作り、無漂白に仕上げました。
はるさめサラダ、炒め物、酢の物などに。
【原材料】有機ばれいしょでん粉（国内産）、か
んしょでん粉（国内産）

国内産春雨

ムソー 100g 292円翌々週

１・３週

4861

4862

国内産二八そば

国内産十割そば

食塩をまったく使用せずに作った、北海道産そば粉
80％と国内産小麦粉20％を使用した二八そばです。
【原材料】そば粉（北海道産）、小麦粉（国内産）

200g 463円

200g 540円ムソー 翌々週

３週のみ

３週のみ
十割そばを35年以上販売している実績を活かし、そ
ば粉を北海道産のみで作り上げた国産の十割そば。通
常の十割そばより麺を細くし、食べやすくしました。
【原材料】そば粉（北海道産）

農薬、化学肥料不使用で作ったお米を
使っています。お米ならではのプリプ
リの食感を楽しんでいただけます。和
洋中問わずお使いいただけます。
【原材料】米（富山県産）、北海道産馬鈴薯

米からCOMEN １・３週

トリニティ

4852 白米 1個

4854 玄米 1個

4853 白米 3個

4855 玄米 3個

120g 324円
120g×3966円
120g 324円

120g×3966円

4672
岩手産小麦100％。パン、麺、
お好み焼きなどに。
品種：ナンブコムギ
【原材料】小麦（岩手産）

オーサワの南部地粉（中力粉）

オーサワ 1kg 481円

３週のみ

4905
北海道産小麦100%でつくったスパゲッティです。小麦のうま味が引き立つように、数
種類の北海道産小麦を専用にブレンド。太さ1.7mm、ゆで時間7-8分。

【原材料】道産ハルユタカ・ホクシン・ホロシリブレンド

江別パスタ（スパゲティタイプ）

江別製粉

１・２・３週

500g 490円

新
得
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金子製麺の麺類は翌々週のお届けです！

金子製麺の麺翌々週

5203 地粉シューマイの皮 １・３週
長野県産シラネ地粉に北海道
産強力粉をブレンド。手づく
りのシューマイをお楽しみく
ださい。【原材料】小麦粉（全
粒粉）、食塩、打ち粉[馬鈴薯
澱粉（国内産）、甘藷澱粉（国
内産）]

金子製麺

6.5㎝角30枚 229円
翌々週冷蔵

5201 季穂地粉餃子の皮 １・３週
長野県産シラネ地粉に北海道
産強力粉をブレンド。手作り
の餃子をお楽しみください。
小麦粉（地粉）、食塩、打ち粉[馬
鈴薯澱粉（国内産）・甘藷澱粉
（国内産）]

金子製麺

10㎝円形20枚244円
翌々週冷蔵

5204 地粉春巻の皮 １・３週
長野県産シラネ地粉に北海道産
強力粉をブレンド。手作りの春
巻きをお楽しみください。【原材
料】小麦粉（地粉）、食塩、打ち粉[馬
鈴薯澱粉（国内産）、甘藷澱粉（国
内産）]

金子製麺 翌々週冷蔵

18㎝角10枚入340円

5202 季穂全粒粉餃子の皮 １・３週
小麦の粒をまるごと挽いた
全粒の餃子皮。風味と食感
が格別です。【原材料】小麦粉
（地粉）、食塩、打ち粉[馬鈴
薯澱粉（国内産）・甘藷澱粉（国
内産）]

金子製麺

10㎝円形20枚 276円
翌々週冷蔵

5205 地粉ワンタンの皮 １・３週
国産小麦農林61号と北海道
産強力粉にモンゴルかん水で
作るコクのある皮かんすいと
地粉の食感がモチモチして
います。一味違う美味しい手
づくりワンタンとをご家庭で
どうぞ。

金子製麺

８㎝角20枚入244円
翌々週冷蔵

5206 もちぷり餃子の皮 １・３週
国産小麦粉強力粉で作った、も
ちもちぷりぷりの厚めの皮。伸
びがあり破れにくく包みやすい
ので、お子様でも楽しくお手伝
いできるのもおすすめ。水餃子
や蒸し餃子に。

金子製麺 翌々週冷蔵

10㎝円形20枚入260円

4801 越前地粉富うどん １・３週
農林61号小麦の中心粉を
使用して作られる饂飩で
す。喉越し良く・コシがあ
り絶品の饂飩です。ざる饂
飩、釜揚げ饂飩がおすすめ
です。【原材料】小麦粉（国
内産）、食塩

金子製麺 200g 283円翌々週

5120 神名のせいろ麺（ソースなし）１・３週

小麦の美味しさがお口に
広がる職人こだわりの無
添加蒸し焼きそばです。力
強い風味と、歯切れのよ
い適度な粘りの食感が楽
しい逸品です。【原材料】小
麦粉、かんすい、食塩

金子製麺

150g×2295円
翌々週冷蔵 生麺

4822 足柄利助そば １・３週
創業以来の定番商品でそば粉の割合は
３割ですが昔の味わいのする蕎麦で
す。自然乾燥麺ですから穀物のもつ本
来の味わいが楽しめます。
【原材料】小麦粉、そば粉、食塩

金子製麺 250g 311円翌々週

5110
野菜炒め等を載せて食べますとよ
り一層美味しいです。
【原材料】小麦粉、食塩、かんすい、
加工澱粉、水、（スープ）味噌、醤油、
動物油脂、砂糖、野菜、肉エキス、
酵母エキス、胡麻油、食塩、豚肉、ごま、香辛料

味噌・日本の中華麺

金子製麺

120g×2 427円

３週のみ

生麺冷蔵 翌々週

5112
後味がすっきりしていてもたれな
い絶妙な味が評判です。
【原材料】小麦粉、食塩、かん水、
加工澱粉、水（スープ）醤油､ガラ
スープ、肉エキス、動物油脂、砂糖、
野菜、食塩、酵母エキス、魚醤、ごま油、香辛料

醤油・日本の中華麺

金子製麺

120g×2395円

３週のみ

生麺冷蔵 翌々週

5111
オリジナル無添加スープ付き。ピ
リッと辛いタンメン風です。
【原材料】小麦粉（北海道、群馬、栃木、三
重）、食塩、天然かん水、サゴ椰子澱粉
（マレーシア）、馬鈴薯澱粉（北海道）、
スープ［チキンブイヨン、ポークエキス、食塩、豚脂、甜菜糖、酵
母エキス、魚介エキス、植物油脂、香辛料］

塩・日本の中華麺

金子製麺

120g×2 427円

３週のみ

生麺冷蔵 翌々週

5121
無添加オリジナルスープと厳選した
素材で作ったピリ辛の具でいただく
本格派の坦々麺です。
【原材料】小麦粉（北海道、群馬、栃木、三重）、再製
塩、天然かん水、サゴ椰子澱粉（マレーシア）、馬
鈴薯澱粉（北海道）/スープ:醤油、ねりごま、菜種
油、ラー油、再製塩、甜菜糖、にんにく、生姜、ご
ま、チキンブイヨン、ポークエキス、コチジャン、
魚介エキス、
香辛料、酵母
エキス、澱粉

坦々麺・日本の中華麺（たれ付）

金子製麺

2食分 416円
生麺冷蔵 翌々週

３週のみ

5105

１分の茹で時間で出来る、簡単調理
の本格極太うどん。「ふわっふわ」の
柔らかさと、「もっちもち」のコシ。さ
らに「むっちり」と粘りがあります。
【原材料】小麦粉、食塩、小麦たんぱく

金子製麺

200g×2297円

ふわふわもちもち
むっちりうどん

生麺冷蔵 翌々週

１・３週

5119 江戸風鰹醤油つけ麺 
まろやかなコクと風味。麺とスープの味が
絶妙な大人味のつけ麺です。【原材料】麺/小
麦粉、かん水、食塩、加工デンプン　スー
プ/肉エキス（ポークエキス、チキンエキス）、
醤油、豚脂、砂糖、酵母エキス、食塩、に
んにく、ごま、いわし煮干、鰹節粉末、澱粉、
香辛料（原材料の一部に小麦、乳を含む）

金子製麺

150g×2スープ付 443円
翌々週冷蔵 生麺

１・３週

5122
ぷりぷりの麺を、すっきりとしたオリ
ジナル醤油スープでいただく風味豊
かな中華麺。
【原材料】（麺）小麦粉食塩デンプン町水
かんすい（スープ）しょうゆガラスー肉エ
キス動物油脂砂糖野菜食塩酵母エキス魚
醤ごま油香辛料

全粒粉生ラーメン醤油

金子製麺

麺120g×2、スープ47g×2

408円

３週のみ

冷蔵 翌々週 生麺

5123
あっさりながらもコクのあるスープが
魅力。昔ながらの風味を味わう味噌
ラーメン。
【原材料】（麺）小麦粉食塩デンプン町水
かんすい（スープ）味噌しょうゆ動物油脂
砂糖野菜肉エキス酵母エキス胡麻油食塩
豚肉ごま香辛料

全粒粉生ラーメン味噌

金子製麺

麺120g×2、スープ47g×2

424円

３週のみ

冷蔵 翌々週 生麺

5124
ぷりぷりの麺を、沖縄産の塩を使った
スープでいただくタンメン風塩ラーメ
ン。
【原材料】（麺）小麦粉食塩デンプン町水
かんすい（スープ）チキンブイヨン肉エキ
ス食塩動物油脂砂糖酵母エキス魚介エキ
ス植物油脂香辛料加水

全粒粉生ラーメン塩

金子製麺

麺120g×2、スープ47g×2

424円

３週のみ

冷蔵 翌々週 生麺

冷蔵

5117 歯切れのイイ中華冷麺（スープ付）
「歯切れが良い、食べやすい」新食感の冷
麺です。マイルドな酸味の特製さっぱり
ダレが、モンゴル産かん水が引き出す
シャキッっとした食感にマッチします。
【原材料】小麦粉、澱粉、小麦たんぱく質、食
塩、かんすい、加水澱粉、町水、スープ（砂糖、
醤油、リンゴ酢、食塩、ビーフヘキス、澱粉、牛
脂、香辛料、加水でんぷん

金子製麺

120g×2 417円
翌々週 生麺

３週のみ

4830
金子厳選の国産小麦を自家製粉でブレ
ンド。 練り上げてはねかす製法で、コ
シのある風味の良いそうめん。
【原材料】小麦粉（国内産）、食塩

車屋そうめん

金子製麺 240g 238円

１・３週

翌々週

4824 季穂糸そば 
北海道産のそば粉を使用した、風味が
格別の細いそば。つるつるした食感が、
夏場に最適。
【原材料】小麦粉、そば粉、食塩

金子製麺 200g 266円翌々週

３週のみ

得
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4927 きつねうどん
� 77.3g×2袋 454円
【原材料】味付け油揚げめん〔小麦粉、パーム油、
馬鈴薯でん粉、食塩、しょうゆ（大豆、小麦を含
む）、オニオンバウダー〕、食塩、砂糖、油揚げ、魚
醤粉末、乳糖、酵母エキス、ねぎ、わかめ、混合節粉末（カツオ節、
サバ節）、ごま油

4928 山菜そば 78g×2袋 454円
【原材料】油揚げめん（小麦粉、そば粉、パーム油、馬鈴薯でん粉、
食塩）、砂糖、食塩、魚醤粉末、酵母エキス、山菜ミックス（ワラビ、
ゼンマイ、タケノコ、キクラゲ）、乳糖、ねぎ、混合節粉末（カツオ
節、サバ節）、麦芽エキス、ごま油

4929 カレーうどん
86.8g×2袋 454円

【原材料】味付け油揚げめん（小麦粉、パーム油、馬鈴薯でん粉、食
塩、醤油、オニオンパウダー）、砂糖、馬鈴薯でん粉、食塩、カレー
粉、小麦粉、ラード、粉末醤油、コーン、酵母エキス、ポークエキ
ス、かつお節粉末、ソテーオニオン、人参、ねぎ、ほたてエキス、チ
キンエキス、パーム油、バター、にんにく　（原料の一部に大豆、
小麦、乳を含む）

4930 醤油味 78g×2袋� 454円
【原材料】味付け油揚めん〔小麦粉、パーム油、馬鈴薯でん粉、
食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕食塩、砂糖、粉
末しょうゆ（大豆、小麦含む）、酵母エキス、ごま、ねぎ、乳糖、
香辛料（小麦を含む）、わかめ、ごま油、麦芽エキス

4931 塩味 78.5g×2袋 454円
【原材料】味付け油揚げめん〔小麦粉、パーム油、馬鈴薯でん粉、
食塩、ホワイトペッパー、オニオンパウダー〕、食塩、砂糖、
チキンエキス、ごま、酵母エキス、コーン、わかめ、人参、デ
キストリン、香辛料（大豆を含む）、ねぎ、魚醤粉末、ほたてエ
キス、乳糖、ごま油

4932 納豆そば 78.5g×2袋 454円
【原材料】油揚げめん（小麦粉、そば粉、パーム
油、馬鈴薯でん粉、食塩）、納豆、食塩、粉末
醤油（大豆、小麦を含む）、砂糖、酵母エキス、
ねぎ、混合節粉末（カツオ節、サバ節）、魚醤
粉末、ほたてエキス、椎茸エキス、麦芽エキス、
ごま油

ムソーのどんぶり麺
どんぶりに入れて熱湯を注ぐだけで手軽に食べら
れる「ノンカップメン」。麺は国内産小麦粉を使用し、
揚げ油は植物油を使用しています。

4袋入りは注文書に記載してあります

３週のみ
翌々週

ジャム・ペースト・シロップ

5269
有機オレンジを贅沢に使用。爽
やかな甘みと果皮の程よい苦み。
【原材料】有機オレンジ(スペイン産)､
有機濃縮果汁[グレープ･レモン（イタ
リア産)]､ゲル化剤【ペクチン[りんご
由来（フランス産)]】

有機オレンジジャム

ミトク 200g 605円

３週のみ 5270
有機いちごを贅沢に使用。すっ
きりとした甘酸っぱさ。砂糖不
使用。
【原材料】有機いちご(スペイン産)､有
機濃縮果汁[グレープ･レモン（イタリ
ア産)]､寒天(アイルランド産)、ゲル
化剤【ペクチン[りんご由来（フランス
産)]】

有機ストロベリージャム

ミトク 200g 626円

３週のみ

5354
厳選されたピーナッツを100%
使用してペースト状にした、品
質、風味とも最高のピーナッツ
バターです。乳化剤、安定剤、塩、
砂糖などは一切加えていません。
【原材料】落花生

三育ピーナッツバター（無糖）

三育フーズ（ム）

150g 486円

３週のみ

翌々週

5358
アーモンドペーストに、砂糖とハチ
ミツを加えました。１瓶中、アーモ
ンド粒が71個分含まれています。そ
のままパンにつけてお召し上がりく
ださい。お料理にもお使いいただけ
ます。
【原材料】アーモンド、砂糖、植物油脂、
はちみつ、塩

アーモンドクリーム

ムソー 150g 572円

３週のみ

翌々週

5146
香川県産の小麦「さぬきの夢2000」と食
塩だけで作った讃岐生まれ、讃岐育ちの
冷凍さぬきうどん。原料小麦の品種「さ
ぬきの夢2000」はうどん向けに香川県で
研究・改良された小麦です。沸騰したお
湯で１分茹でるだけで、つるりとした喉
ごし、モチモチとした歯ごたえとコシの
ある本場の味が楽しめます。
【原材料】小麦粉、食塩

さぬきうどん（冷凍）

ムソー 200g×3309円

２・３週

冷凍

生麺

5271
有機ラズベリーを贅沢に使用。砂糖不
使用。ポリフェノール含有量：190㎎
/100g。ラズベリーのフレッシュ感を残
し、粒々とした種子の食感も楽しめる。
【原材料】有機ラズベリー (スペイン産)、有
機濃縮果汁[グレープ・レモン(イタリア
産)]、寒天、ゲル化剤[ペクチン(りんご由
来)]

有機ラズベリースプレッド

ミトク 200g 648円

３週のみ

5272
濃厚な甘みとほのかな酸味砂糖
不使用。
【原材料】有機ブルーベリー (スウェー
デン・ボスニアヘルツェゴビナ産)､有
機濃縮果汁[グレープ･レモン(イタリ
ア産)]､ゲル化剤[ペクチン(りんご由
来)]

ブルーベリー有機スプレッド

ミトク 200g 648円

３週のみ

5129
国内産小麦と食塩だけでつくっ
た、全粒粉入りノンフライ麺で
す。ソースなどは入っておりま
せん。
【原材料】小麦粉（小麦（国内産））、小
麦全粒粉、食塩

焼そば（全粒粉入）

ムソー 90g×2 410円

３週のみ

翌々週

5144
蕎麦と小麦と海水塩だけでつく
るシンプルな蕎麦です。蕎麦、
小麦はすべて石川県産オーガ
ニック。塩は奥能登海水塩を使
用しています。
【原材料】有機小麦（石川県）、有機そば
（石川県）、食塩（石川県）

能登そば

金沢大地 100g×2562円生麺

１・３週

生　　麺

5125
国内産のそば粉と小麦粉を使用し、
麺に緑茶を練りこんでいますので、
ほのかに香るお茶の風味をお楽しみ
いただけます。着色料不使用で緑茶
で自然のお茶の色を出しています。
【原材料】めん：小麦粉（小麦（国産）)、そ
ば粉(そば(国産))、緑茶(島根県産)、食塩　つゆ：しょうゆ(本
醸造)(大豆・小麦を含む)、みりん、砂糖、鰹節エキス、食塩、
鰹削り節、宗田鰹削り節、昆布

国産茶そば つゆ付

本田商店 280g 648円生麺

３週のみ

翌々週

4859
厳選された国内産小麦粉を100％使用
し、熟達した製法で丁寧に仕上げ、長
時間乾燥させたそうめんです。
【原材料】小麦粉、食塩

そうめん

桜井 220g 243円翌々週

１・３週4856
麺は北海道産契約栽培小麦を使用し、熱
風乾燥で仕上げました。さっぱり味のスー
プ付です。かんすい・酸化防止剤等は使
用していません。
【原材料】めん（小麦粉　、でんぷん、食塩）、
しょうゆ、砂糖、醸造酢、食塩、ごま油　、かつ
おエキス、酵母エキス、紅しょうが（しょうが、
食塩、赤梅酢）、ごま、青さ、焼のり（原材料の一
部に大豆含む）

桜井の冷やしらーめん １・３週

桜井 123g178円翌々週

国内産の10種の穀物を配合した作られた
ノンフライ麺です。主原料の小麦粉は北
海道で特別栽培された小麦を使用し。
スープは化学調味料を使用していませ
ん。遺伝子組み換え原料不使用。【アレ
ルギー8品目該当品目】小麦・大豆

十穀らーめん

桜井食品

4952 しょうゆ味 4953 しお味

各88g 211円

３週のみ

翌々週

4849

国産小麦粉を使用し、塩、油にこだわり、手
間暇惜しまず職人が手造りで12工程約40時間
かけて作った、昔ながらの製法の手延べそう
めんです。
【原材料】小麦粉（国内産）、食塩（国内産）、食
用こめ油（国内産）

淡路島手延べそうめん
うずしおの華

平野製麺所 200g 463円翌々週

１・３週

得

得

得 得
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5410
九州の山間部で採取した安心できる
自然の蜂蜜100％です。水飴で増量
され、熱処理で酵素が破壊された『ま
がい物のはちみつ』との違いを是非
ご確認ください。

もちの木蜂蜜１・３週

ばんじろう村

600g瓶 2,790円

5502 おふくろの塩
再結晶塩の決定版。メキシ
コの岩塩と中国産にがりを
平釜で合わせ、薪をたいて
手作業で塩作りをする本格
派です。

イカリ商事

１kg414円

１・２・３週

砂糖・水飴・甘味料

5560 マスコバド糖
自然の力を活かして栽培した砂
糖キビを収穫して新鮮なうちに
搾ったジュースを煮詰めて濃縮
し、攪拌しながら乾燥させてつ
くった粉末の黒砂糖です。

オルタートレードジャパン

500g 400円

１・３週

5554 種子島きびさとう
黒砂糖独特のくせを抑えつつ、
ミネラル分をたっぷり残した
お砂糖です。
【原材料】種子島産さとうきび100％

白石糖粉商店・新光糖業

１㎏ 509円

１・２・３週

蜂蜜製品

5576 オーガニックシロップ
有機砂糖から作られた、便利な
ポーションタイプのシロップで
す。素材が持つ自然の甘さはコー
ヒーや紅茶の味を一層おいしく
マイルドにします。
【原材料】有機栽培砂糖

サクラ食品工業（ム） 15g×8227円

１・３週

翌々週

5557 有機シナモン
ココナッツシュガー

ムソー

有機栽培されたココナッツシュガーとシナモ
ンパウダーを絶妙なバランスでブレンドしま
した。シナモントースト以外にも珈琲や紅茶、
焼きりんごなどに利用頂けます。
【原材料】有機ココヤシシュガー、有機シナモ
ンパウダー

35g 486円

３週のみ

翌々週

5559 てんさい含蜜糖・粉末
北海道産てんさい原料から作られ
た、蜜分・オリゴ糖を含んだ「てん
さい含蜜糖」の粉末タイプです。あ
ん、ケーキ、クッキーなどのお菓
子作りに最適です。
【原材料】てん菜（ビート）

500g 410円ムソー

３週のみ

翌々週

5582
種子島産サトウキビを100％使用。鹿
児島県産（種子島）サトウキビの風味と
旨味とミネラル分を大切にするため原
料糖の精製度を抑え、昔ながらの大釜
で炊き上げて作った三温糖です。
【原材料】サトウキビ（鹿児島県産）

鹿児島県産三温糖

ムソー 500g 540円

３週のみ

翌々週

5570 OGメープルシロップ
カナダの大自然で有機栽培されたサトウカ
エデ樹液のみを使用したメープルシロッ
プ。樹齢40年以上の樹から春の限られた期
間にしか収穫できないうえ、40リットルの
樹液を煮詰めて1リットルしかとれないと
れない貴重な甘味料です。
【原材料】オーガニック砂糖楓の樹液

１・３週

330g1,274円ムソー 翌々週

普段使いに最適。粗塩を乾燥させ
て細かくした塩です。粒子が小さ
く水分が少ないため、すべての料
理にお使いいただけます。「とが
り」が少なく味わい深いのが特徴。
【原材料】海水

ATJ

5523 容器入
5524 袋入

125g 691円
500g 842円

ゲランドの塩細粒塩 １・３週

韓国、黄海に浮かぶ塩田の島で、微生物
の力も借りて天日結晶された、超高ミネ
ラル塩を高温焼成した、還元力（抗酸化力）
の極めて強い究極の塩。活性酸素による
体の酸化を強く抑制するなど、身体に計
り知れない効果をもたらします。

キパワーソルト １・３週

ハイメール（ム）

5520 袋250g 5521 容器入230g
各1,620円

翌々週

5556
沖縄産さとうきび100％。くせがな
くすっきりとした味わいです。
【原材料】粗糖（さとうきび（沖縄産））

さとうきびの詩（粗糖）

シュアナチュラル

300g 270円

３週のみ

5566
北海道産てんさい100%使用。
ミネラル分を残して仕上げた
てんさい含蜜糖。てんさい特有
の風味とコクのある甘みです。
【原材料】てんさい(北海道産)

北海道オホーツクビート含有糖

日本甜菜製糖

300g 302円

３週のみ

自然海塩では唯一の焼き
塩。食卓塩としてマイルド
な自然の味を。

海の精（やきしお）

オーサワ

5507 瓶入り
5508 詰替用

60g瓶454円
60g 259円

１・３週

海の精・有機ペッパーソルト１・３週
「海の精 やきしお」に、有機JAS認証を取得した黒と白のコショウを、25％もブレンドした胡
椒塩です。生の粒のコショウを自社工場で焙煎し、煎りたて挽きたてをパックしました。コショ
ウの新鮮な香りと美味が自慢です。
【原材料】やきしお（海の精）、有機黒胡椒・白胡椒
（スリランカ産他）

海の精

5510 ビン
5511 詰替

55g518円
55g346円

5495
赤穂に伝わる差塩（苦汁を加える）
製法で自然環境に配慮し、オース
トラリア産天日塩とにがりを原料
にして国内製造しています。
【原材料】天日塩（オーストラリア・シャ
クベイ）、粗製海水塩化マグネシウム
（にがり）

赤穂の天塩〈粗塩〉

天塩 1kg 410円

３週のみ

翌々週

塩・加工塩

5363
こくとまろやかさがおいしい。1瓶に約56000粒分のセサミンとカルシ
ウムが入ったクリームです。
【原材料】黒ゴマ、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩

黒ゴマクリーム

三育フーズ 190g 551円翌々週

３週のみ 5364
すりつぶした煎り白ごまに、粗糖と蜂蜜で甘味を付けました。パンに塗
りやすいソフトタイプです。
【原材料】炒り白ゴマ（中南米、アフリカ産）（国内製造）、砂糖（日本産他）、
植物油脂、はちみつ（アルゼンチン産）、塩

白ゴマクリーム

三育フーズ 190g 551円翌々週

３週のみ
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醤油・味噌・マヨネーズ・ケチャップ・ドレッシング

5765
金沢大地産の有機米で仕
込んだ米糀と、能登製塩
「奥能登海水塩」で作った
塩糀。旨みたっぷりの塩
糀は、お塩と同じように
気軽に使える万能調味料。
【原材料】有機米、食塩

有機米でつくった塩糀

金沢大地 200g 718円冷蔵

２・３週

醤油・味噌

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

5701 大･天祐醤油（濃口）

1.8ℓ1,764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。
【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

5728

オーサワジャパン

国内産大豆・唐辛子・味噌、塩を
発酵させてつくった発酵調味料も
ちろん唐辛子や味噌も国産です。
ただ辛いだけでなく、旨みが濃厚
なのも特徴です。
【原材料】味噌（国内産）、大豆（国内産）、
唐辛子（福島産）、食塩（天塩）、酒

豆板醤 ３週のみ

85g 401円

5714 海の精･玄米みそ
完全栄養食の玄米を大豆､神泉水で
仕込み､１年以上長期熟成させた国
産･無添加、非加熱の玄米生味噌。
普通の味噌と同様に。甘口で香り
高くあっさり風味。
【原材料】有機大豆（秋田・青森産）、有機米（埼
玉産）、食塩（海の精）

オーサワ 1kg1,566円

１・３週

比較的タンパク質が
多く芳香な味に熟成
する。「新潟県産エ
ンレイ大豆」を使用。
大豆のおいしさを豊
熟させた香り豊かで
芳香なお味噌です。

炭水化物が多くまろ
やかな味わいに熟成
する「秋田県産リュ
ウホウ大豆」を使用。
だしと具の味を引き
出すまろやかな味と
香りのお味噌です。

丸しぼり

越後一

5681 赤みそ 5682 白みそ

１・３週 【原材料】大豆、米、食塩

各650g710円冷蔵

5688
天然醸造、糀菌が生きている非加熱無
添加の生味噌です。ご家庭に届いた後
は冷蔵庫で保管してください。ゆっく
り熟成させることで旨味が増した美味
しいお味噌です。アルコールの添加は
ありません。
【原材料】大豆、米、食塩

つくっちゃいました味噌

足立醸造 1kg 999円

１・３週

冷蔵

5733
甘辛い唐辛子みそでまろやかな
辛みと甘み、コクのある味わい
有機甘酒入り。韓国料理やさま
ざまな料理の薬味として。
【原材料】麦芽水飴、味噌、有機甘酒、
唐辛子（韓国）、りんご酢

オーサワのコチュジャン

オーサワ 85g 507円

３週のみ

ムソー

5704

創業120年余りの味噌蔵で熟成され
た職人の下、長野県産契約栽培米「コ
シヒカリ」でつくった米糀と長野県産
の解約栽培大豆「ナカセンナリ」沖縄
の塩「シママース」を、自然の温度の
ままゆっくりと熟成させた生味噌です。酒精不使用。
【原材料】米（長野県）、大豆（長野県）、食塩

無双信州味噌

450g 734円翌々週

5712

マルクラ食品（ム）

国産米・国産大豆でつくりました。
添加物は一切使用しておりませ
ん。
【原材料】白米、大豆（遺伝子組み換えで
ない）、食塩

白みそ（マルクラ）

250g 270円

１・３週

翌々週

マヨネーズ・ケチャップ

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
5817

卵は元気な鶏が産んだ有精卵を使用
し、原材料に徹底して「自然」を追求し
たカラダにおいしいマヨネーズです。
サラダはもちろん、サンドイッチ・フ
ライ・魚のオイル漬け等いろいろな料
理にご使用いただけます。
【原材料】なたね油、卵、有機りんご酢、果実酢（レモン
果汁）、砂糖、食塩、香辛料

平飼い鶏の有精卵
のマヨネーズ

ムソー 290g 508円

３週のみ

翌々週 冷蔵

5811

パスタソースとして、またはオムレツ
やリゾット、スープ、グラタンなどに
もお使い下さい。開封後は保存がきき
ません。
【原材料】有機トマト、有機米酢、有機たま
ねぎ、糖類（有機砂糖、麦芽水飴）、食塩、
有機ニンニク、香辛料、有機生姜

ヒカリOGトマトソース
あっさり味

光食品 365g 486円翌々週

３週のみ

5803

国産きゅうりと
淡路島産玉ねぎ、
2種のピクルス入
り。化学調味料
はもちろん、酵
母エキスも不使
用です。白身魚
やエビフライに
ぴったりです。
【原材料】なたね油、
ピクルス（きゅうり
酢漬け、たまねぎ酢漬け）、卵、有
機りんご酢、砂糖、食塩、香辛料

平飼い有精卵の
タルタルソース

ムソー 155g 594円

３週のみ

翌々週

5683
有機原料にこだわり、有機国産（滋賀県
産、熊本県産）の米、有機国産（北海道）
の大豆を使用し、丁寧に仕込んだ御膳
みそ。味、香り、甘味と旨味があります。
【原材料】有機米（国産）、有機大豆（国産）、
食塩

有機米みそ

かねこ 750g1,296円翌々週

３週のみ

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

ドレッシング・たれ

１・３週

グラッツェミーレ

野菜で野菜を食べるドレッシング
5793 人参ドレッシング
高知県産の人参をたっぷりつかったドレッシン
グです。
【原材料】人参、食用植物油脂、醤油（小麦・大豆を含む）、
玉ねぎ、醸造酢、砂糖、ごま、にんにく

5797 ごぼうとごまドレッシング
日本で唯一の「ごぼうとごまのドレッシング」が
できました。ごぼうの繊維と香りを最大限に引
き出し、和食料理や、お鍋にもぴったりです。
【原材料】ごぼう、食用植物油脂、醤油(小麦・大豆を
含む)、醸造酢、玉ねぎ、ごま、砂糖、酒精、味噌(大
豆を含む)

各200ml400円
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ドレッシング・たれ・レトルト・ソース・調味料

ソース・調味料

5904 ウスターソース
有機野菜・果実の本
来の甘さを引き出
し、ソースにぴった
り合う贅沢な有機純
リンゴ酢を使用し
た、さっぱり味の有
機ウスターソースで
す。
【原材料】有機野菜・
果実（有機たまねぎ、
有機トマト、有機み
かん、有機にんにく、
有機にんじん）、米酢
（米（国産））、糖類（砂
糖、有機糖みつ）、食
塩、香辛料

光食品
360㎖378円

１・３週

翌々週

5909 やきそばソース
国産有機野菜・果
実が持つ自然の甘
さを生かしたやき
そばソース。
【原材料】有機野菜、果
実（たまねぎ、トマト、
人参、みかん、にんに
く、レモン、ゆず、しい
たけ）、糖類（有機蜂
蜜、砂糖）、醸造酢（米
酢）、食塩、さいしこみ
醤油（大豆、小麦を含
む）、香辛料、オイス
ターエキス、魚醤（イ
カ含む）、こんぶ、かつ
お節、有機米醗酵調味
料

光食品
290g421円

３週のみ

翌々週

中濃ソース

5905 中濃ソース
香辛料をきかせた
少し辛口の中濃
ソースです。有機
野菜・果実が原材
料の約半分を占め
るほど、贅沢に野
菜・果実を使用！
【原材料】有機野菜、
果実（にんじん、トマ
ト、たまねぎ、その
他）、有機醸造酢（リ
ンゴ酢）、糖類（有機
糖みつ・有機砂糖）、
食塩、香辛料、でんぷ
ん、有機醤油（大豆・
小麦を含む）、こんぶ

光食品
360㎖378円

１・３週

翌々週

5918 オイスターソース
国内産の新鮮な
牡蛎をデキスト
リンや酵素を添
加せず、自己消
化酵素のみで分
解したエキスが
ベースになって
います。
【原材料】カキエキ
ス（カキ（広島県）、
食塩）、砂糖、醤油
（大豆、小麦を含
む）、食塩、みりん、
有機ばれいしょでんぷん、魚醤（い
かを含む）、有機レモン

光食品

115g486円
翌々週

１・３週

5920

国内産有機野菜、果
実を使用し、昆布・
かつおだし風味の
関西風お好みソー
ス。マイルドな甘口
に仕上げているの
で、たこ焼き・焼きそ
ば・とんかつ等にも。
【原材料】有機野菜・果
実（有機たまねぎ、　有
機にんじん、有機みかん、有機トマト、有
機レモン、有機にんにく、有機ゆず、有機
しいたけ）、糖類（砂糖（タイ製造、国内製
造）、有機糖みつ、醸造酢（米酢）、食塩、で
ん粉、醤油（大豆・小麦を含む）、オイス
ターエキス、魚醤（イカを含む）、こんぶ、

香辛料、みりん、かつお節

お好みソース
関西風・チューブ

ヒカリ 300g367円

３週のみ

翌々週

5910

新鮮な野菜と果
物を使い、ソー
ス造りの基本に
忠実に、木桶で
じっくり寝かせ
て造られたソー
スです。
【原材料】砂糖、野
菜（たまねぎ、トマ
ト、にんじん、に
んにく、セロリ）、醸造酢、食塩、
香辛料、レモン果汁、昆布、か
つお節

トリイの
ウスターソース

鳥居食品

200ml490円

１・３週

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、醸造という日本の
伝統的な技のみで引き
出した本格みりんで
す。飲めるほどにおい
しいです。
【原材料】もち米、米こう
じ、本格焼酎

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

5911

ウスターソース
をベースに「あま
み」と「とろみ」を
加えました。
【原材料】野菜・果
実（たまねぎ、リン
ゴ、トマト、にん
じん、にんにく）、
砂糖、ウスターソー
ス、醸造酢、食塩、
醤油（大豆、小麦を含む）、でん
ぷん、香辛料、酵母エキス、昆
布だし、かつおだし

トリイの
中濃ソース

鳥居食品

200ml490円

１・３週 5912

トマト、リンゴ、玉
ねぎ等、こだわりの
野菜・果実に原形の
ままの香辛料、粗糖
自家製醸造酢、塩等
を加えて造りました
ロールキャベツはこ
のソースにコンソメ
を加えるだけで作る
ことができ、万能
ソースになっています。
【原材料】野菜、果実(トマト、リ
ンゴ、たまねぎ、にんじん、に
んにく、その他)

トリイの
完熟ソース

鳥居食品

200ml521円

１・３週

5876
トマトと玉葱をたっ
ぷり使用して野菜の
甘味を生かした優し
い味の中華です。
【原材料】トマトピュー
レ（国内製造）、砂糖、
たまねぎソテー、もち
米飴、ねぎ油、りんご
酢、米麹調味料、米で
ん粉、食塩、豆板醤（大
豆を含む）、しょうが

中華チリの素

冨貴食研

130g（2～ 3人前）356円

３週のみ

翌々週

5877
昆布と椎茸の自家製
だいの旨味にネギ油
が香ばしい優しい味
の中華です。
【原材料】しょうゆ（小
麦・大豆を含む）（国
内製造）、もち米飴、
ねぎ油、本みりん、米
麹調味料、砂糖、米で
ん粉、エノキタケ、食
塩、昆布だし、米酢、
しょうが、干し椎茸、香辛料

中華うま煮の素

冨貴食研

130g（2～ 3人前）356円

３週のみ

翌々週

5878
醤油と味噌をベースに
丁寧に炒めた香味野菜
で香りをつけた優しい
味の中華です。
【原材料】しょうゆ（小麦・
大豆を含む）（国内製造）、
もち米飴、みそ（豆みそ、
米みそ）、砂糖、米でん粉、
ねぎ油、ごま油、なたね
油、昆布だし、米酢、に
んにく、粒状大豆たん白、しょうが、干し椎
茸、唐辛子、花椒粉

麻婆豆腐の素

冨貴食研

130g（2～ 3人前）356円

３週のみ

翌々週

5879
甜麺醤と味噌のコクに
炒めネギペーストの甘
味を合わせた優しい味
の中華です。
【原材料】みそ（豆みそ、
米みそ）（大豆を含む）（国
内製造）、砂糖、もち米飴、
甜麺醤（小麦を含む）、
しょうゆ、ごま油、米で
ん粉、ねぎ、米酢、粒状
大豆たん白、昆布だし、しょうが、なたね油、
米糀調味料、干し椎茸、食塩

ジャージャー麺の素

冨貴食研

130g（2～ 3人前）356円

３週のみ

翌々週

5908 お好みソース
国内産有機野菜、
果実から作ったマ
イルドな甘口の中
濃ソースです。お
好み焼きに。たこ
焼き、焼きソバに
も合います。
【原材料】有機野菜・
果実（有機たまねぎ、
有機みかん、有機にん
じん、トマト、レモン、
ゆず、にんにく、しい
たけ）、糖類（砂糖（タ
イ製造、国内製造）、有
機糖みつ）、有機米酢、
食塩、でんぷん、醤油（大豆・小麦を
含む）、魚醤（いかを含む）、香辛料、
こんぶ

光食品
360㎖378円
翌々週

１・３週

レトルト

5847
こだわりの原料
だけで作った
「麻婆の素」で
す。豆腐とお肉
を準備して炒め
るだけで、おい
しい麻婆豆腐の
できあがり。
【原材料】醤油（大
豆、小麦を含む）、
米味噌、本みり
ん、でんぷん、
砂糖、しょうが（有機）、にんにく（有
機）、たまねぎ（有機）、食塩、昆布、
米酢（有機）、魚醤（いかを含む）、
唐辛子、オイスターエキス

麻婆の素

ヒカリ 225g 454円
翌々週

３週のみ

5869

北海道産の有機
牛肉と有機野菜
使用の有機キー
マカレー。化学
調味料不使用で
カレースパイス
まで有機にこだ
わりました。
【原材料】野菜（有
機たまねぎ（国産）、有機ニンジン）、
有機牛肉、有機ウスターソース（小
麦、大豆、りんごを含む）、有機トマ
トペースト、有機トマトケチャッ
プ、有機ばれいしょでん粉、有機香
辛料、有機砂糖、食塩、有機にんにく
ピューレ

有機キーマ
カレー（中辛）

ヒカリ

140g（1人前）421円
翌々週

３週のみ

5835

ノンオイルタイプ。
砂糖、動物性原料
不使用です。保存
料や香料、着色料
等の添加物は一切
不使用。本醸造醤
油、りんご酢を原
料に刻んだ青じそ
が入った香りの高
さです。
【原材料】発酵調味料
（味の母）・本醸造醤
油・りんご酢・青ジ
ソ・赤梅酢・酵母エキス

いんやんうまあじ
青ジソドレッシング

いんやん倶楽部（オ）

220g瓶 626円

３週のみ

5837

ごまの豊かなコ
クと風味をお楽
しみください。
【原材料】食用植物
油脂（国内製造）、
しょうゆ（小麦・大
豆を含む）、米酢、
砂糖、黒ごま、卵
黄（卵を含む）、香
辛料

黒ごま
ドレッシング

富貴食研

200ml540円

３週のみ

翌々週

5839
純国産醤油とフルー
ツの甘味。お肉のうま
みをさらに引き立てる
自家製焦がししょう油
を使用しています。純
国産醤油とフルーツの
甘味をご賞味下さい。
【原材料】しょうゆ（小
麦・大豆を含む）（国内
製造）、砂糖、リンゴ
ピューレ、りんご果汁、
チャツネ、小麦醸造調
味料、米でん粉、りん
ご酢、にんにく、米麹調味料、食
用植物油脂（ごま油、菜種油）、レ
モン果汁、いわしエキス、ごま、
香辛料（胡椒、唐辛子）

焼肉のたれ・醤油

富貴食研（ム）

240g瓶 626円

３週のみ

翌々週

得
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調味料・みりん・料理酒・酢・油

油

6116

鳥取・日食

日食りんご酢
低農薬のりん
ご果汁が原料
の全てです。
日食独自の発
酵法で醸造。
すし、酢の物、
漬け物、はち
みつを加えて
バーモントド
リンクとして
も。
【原材料】りん
ご果汁

１・３週

600㎖ 754円
6126

ビオカ

有機バルサミコ
ビネガー

有機ワインビネ
ガーと有機ぶどう
果汁をオーク・栗
など数種類の異な
る木の樽に移し替
えながら熟成させ
たイタリアの伝統
的な調味料です。
【原材料】有機濃縮
ぶどう果汁、有機
ワインビネガー

１・３週

120㎖ 562円

6118

BIOCA

ビオカ有機レモン
ストレート果汁

イタリアシチリ
アで有機栽培さ
れたレモンを丁
寧に手摘みで収
穫し新鮮なうち
に搾ったスト
レート果汁です。
【原材料】有機レ
モン

１・３週

150㎖ 313円

6102 純米富士酢

900㎖1,188円

明治二十六年の創
業よりかわらぬ製
法で造っていま
す。酢1リットル
につき200ｇ（JAS
規格の「米酢」表示
基準の5倍量）と、
たっぷりのお米を
原料にしているた
め、うまみが強く
濃厚な味わいが特
長です。
【原材料】米

飯尾醸造

１・３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

6119 OGレモン
100％しぼりたて

有機レモンのスト
レート果汁を100％
使用。焼魚やお刺
身に生レモンと同
様に、またレモネー
ドや、焼酎などを
割っても美味しく
お飲みいただけま
す。
【原材料】オーガ
ニックレモン

180㎖ 518円
ムソー

３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

6104 富士すし酢
炊きたてのご飯に
合わせるだけで、
簡単に「お寿司や
さんのすし飯」が
出来上がります。
蜂蜜と粗糖を甘味
に使用しています
から、コクと旨味
があって、しかも
ご飯が翌日まで
しっとり柔らか。
【原材料】米酢、蜂
蜜、砂糖（粗糖）、
塩

飯尾醸造
360㎖ 648円

１・３週

翌々週

6103 富士玄米黒酢
健康を気づかう方
に。原料は地元・
宮津の棚田で農薬
を使わずに栽培し
た玄米と良質の水
のみ。昔ながらの
古式「静置発酵」と
「長期熟成」で造っ
た玄米黒酢です。
アミノ酸含有量は
100ml当 た り 約
1000mg。水で５
～８倍に薄めてお
飲みください。

飯尾醸造

500㎖1,728円

１・３週

翌々週

5949 蔵の素料理酒
旨み成分である
アミノ酸の量を
さらに高め（通
常の日本酒の約
３倍）、料理酒と
しての機能を飛
躍的に向上させ
た料理酒です。
【原材料】麹米・掛
米(契約栽培米）

大和川酒造店

720㎖1,210円

5950 都の料理酒
奥出雲産の無
農薬米から
作った日本酒
に自然海塩
「海の精」を加
えた料理専用
酒。
【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・
有機米こうじ・自社
有機米仕込み本格焼
酎

500㎖瓶1,144円
角谷文治郎商店

酢・果実酢・加工酢

6098
有機JAS認定商品で
す。国産の有機玄米
のみを使用して、酒
（酢もろみ）から自社
で製造した黒酢です。
黒酢独特のクセのあ
る香りが少なく、すっ
きりとした味わいが
特長です。香りが良
いので、飲用はもち
ろん中華料理の隠し
味や炒め物などにも
お使いいただけます。
【原材料】有機米（玄米）国産

美濃有機玄米黒酢

内堀
360ml756円

３週のみ

翌々週

6099 富士酢プレミアム

360㎖1,188円

京都・丹後の農
薬不使用の新米
を米酢と表示で
きる量の8倍使
用。やさしい香
り、穏やかな酸
味、円熟の旨味
が堪能できる極
上の純米酢。

飯尾醸造

３週のみ

翌々週

精選された原
料のごまを焙
煎せずに蒸し
て圧搾した胡
麻油です。
【原材料】食用ご
ま油（ごま：ナ
イジェリア、タ
ンザニア、ブル
キナファソ他）

煎らずに搾った胡麻油

ムソー

6311 小

6312 大

165g 659円

910g 2,484円

１・３週精選された原料
のごまをほどよ
く煎って搾り、
豊かな香りを引
き出した圧搾一
番しぼりの胡麻
油です。
【原材料】食用ご
ま油（ごま：ナイ
ジェリア、タン
ザニア、ブルキ
ナファソ他）

圧搾一番しぼり胡麻油

ムソー

6309 小

6310 大

165g 648円

910g 2,452円

１・３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

6316
ペットボトル

オーサワのなたねサラダ油

オーサワ

600g 724円

1360g 1,258円

6336

6337

地中海沿岸部の畑で育てたコロネ
イキ種だけを収穫後24時間以内に
搾汁した贅沢なオリーブオイルで
す。若草のような爽やかさ、ハー
ブのようなすっきりとした後味。
サラダやパンなど冷たいお料理
に。華やかな香りがいきる。

タイゲトス山麓の畑で育てたコロ
ネイキ種だけを収穫後24時間以内
に搾汁した贅沢なオリーブオイル
です。果実を思わせる甘い香り。
フルーティーでコクがあり、味わ
い深い。温野菜やグリルなど温か
いお料理。うま味がいきる。

そらみつ 各750㎖1,620円
１・３週

海のオリーバ

山のオリーバ

得 得

得 得
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お 菓 子

アレルギー表示は、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原材料のご

確認をお願い致します。

6366 北海道2色の煎り大豆
原材料は大豆と昆布のみ。油の
食塩も一切使っていません。素
材の味とサクサク食感をお楽し
みください。
【原材料】大豆（北海道産）、黒大豆（北
海道産）、昆布（北海道産）

70g 237円ムソー

３週のみ

翌々週

6397

6396

国内産小麦粉・全粒
粉使用でノンシュ
ガー。膨張剤等一切
無添加。

【原材料】小麦(岩手産)、落花生(中国産)、食
塩(伯方の塩)

【原材料】小麦(岩手産)、
ごま(中国産)、食塩(伯方
の塩)

南部せんべい

オーサワ ８枚入 454円

８枚入 442円

３週のみ

ピーナッツ

ごま

6361
梅肉エキスのすっぱさと黒糖の素
朴な甘さが絶妙な、甘酸っぱくて
おいしいドロップです。個包装し
てますので、ドライブ、ご旅行、
ハイキングにも。
【原材料】水飴、砂糖、梅肉エキス、黒糖、
オリゴ糖

梅エキスドロップ

田上元商店 65g 324円

３週のみ

翌々週

6362
北海道町村農場の濃厚なミルクの
ビスケットです。北海道牛乳100％
使用。
【原材料】小麦粉（国内製造）、砂糖、牛乳、
食用植物油脂、米粉、食塩、パン酵母

町村農場ビスケット

ノースカラーズ 100g 238円

３週のみ

翌々週

翌々週

6375
北海道らしく、かぼちゃ・ほう
れん草・ミルクの3色タイプ。
【原材料】ばれいしょでん粉（遺伝子組
み換えでない）、てんさい糖、水あめ、
卵、脱脂粉乳、全粉乳、かぼちゃ粉末、
ほうれん草粉末

純国産北海道ぼーろ

ノースカラーズ

100g 226円

３週のみ

6389

北海道産の原料のみで作りました。
トランス脂肪酸を多く含むマーガリ
ンやショートニングは使用せず、膨
張剤・乳化剤・香料などの添加物も
不使用です。
【原材料】小麦粉、バター、砂糖大根
糖、卵、食塩

純国産北海道
バタークッキー

ムソー 2枚×5包302円

３週のみ

翌々週

6370
メープルシロップやフルーツ
を添えて、朝にもどうぞ。　
国産小麦由来の小麦粉主原料
の生地をふんわりと焼き上げ
ました。
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、鶏卵、
水飴／膨張剤（重曹）

パンケーキ

サンコー 1個119円

３週のみ

翌々週

「自分の子供に自信を持って薦める事が出来るもの」を
モットーに、原材料は加工助剤まで調査し、食品添加物
を可能な限り使用しない厳選原料を使用しております。

米粉入りお魚チップス

別所蒲鉾

【原材料】魚肉すり身、馬鈴薯澱粉、食用なたね
油、かぼちゃペースト、米粉、砂糖、食塩、魚粉（ア
ジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし、かつおだし

6521 かぼちゃ

【原材料】魚肉すり身、馬鈴薯澱粉、食用なたね
油、米粉、オニオンソテー、砂糖、食塩、魚粉（ア
ジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし、かつおだし

6522 オニオン

【原材料】魚肉すり身、馬鈴薯澱粉、食用なたね油、
ほうれん草ペースト、米粉、砂糖、食塩、魚粉（ア
ジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし、かつおだし

6523 ほうれん草

３週のみ

各40g 281円翌々週

6347
新鮮な瀬戸内産のいりこにさっぱ
りと三温糖で味付しました。その
まま、お召し上がり下さい。
【原材料】片口いわし（瀬戸内産）、砂糖
（三温糖）、水飴、ごま

サンコー

3g×12346円

ごま入り味付けいりこ

翌々週

３週のみ

お 菓 子

ノルマンディの老舗ベーカリーのレシピを
受け継いだ、フランス産バタービスケット。

OGバタービスケット

ムソー

発酵バターの香りが高く、あきのこない
オーソドックスなバタービスケット
【原材料】小麦粉、砂糖、バター、全卵粉末、
食塩、脱脂粉乳/バニラ香料、膨張剤

6342 プレーン
5枚入×4（125g）

そば粉のホロっとした食感のやさしいビ
スケット。
【原材料】そば粉、小麦粉、砂糖、バター、
全卵粉末、食塩、脱脂粉乳/膨張剤

6344 そば粉
5枚入×3（125g）

翌々週 各 486円

３週のみ

6391
オーガニックで栽培された小麦を使
い、全粒粉でつくったクッキーです。
【原材料】有機小麦全粒粉（オーストラ
リア製造）、コーンスターチ（とうもろ
こし（遺伝子組み換えでない））、てん
菜糖（てん菜（遺伝子組み換えでな
い））、食用植物油脂、食塩

オーガニック全粒粉のクッキー

ノースカラーズ 70g 248円

３週のみ

翌々週

砂糖の代わりに低GIの有機アガベシロップを使用。国産
果実をふんだんに使用した食べ応えのある、甘さすっき
りゼリーです。

アガベシロップと
国産果実の贅沢ゼリ－

アルマテラ

真っ白な肉質に育てるため、一つ一
つ袋掛けをして、樹熟させた白桃を
使用。
【原材料】白桃(国産)、有機アガベシ
ロップ、寒天 / 酸味料

6493 もも

真っ赤にたわわに実ったりんごをゴ
ロっと入れ、シャクシャクとした食
感を そのまま閉じ込めました。
【原材料】りんご（山形県産）、有機ア
ガベシロップ(メキシコ)、寒天 / 酸
味料

6495 りんご

厳しい基準を無事クリアしたラ・フ
ランスはとても香り高く、唸る美味
しさです。
【原材料】ラフランス（山形県産）、有
機アガベシロップ、寒天 / 酸味料

6496 らふらんす

甘みと酸味が凝縮された温州みかん
１粒１粒を楽しんでいただけます。
【原材料】みかん（国産）、有機アガベ
シロップ、寒天 / 酸味料

6499 みかん

各145g 322円

３週のみ

6465

3種「みかん・りんご・ぶどう」がア
ソートに。体に優しい天然素材・寒
天とこんにゃく粉で、ヘルシーに仕
上げています。また、香料や着色料
は一切使用していないので、くだも
のそのままの香りや味をお楽しみい
ただけます。食感は柔らかめ。小さ
なお子様からお年寄りの介護食まで
ご利用いただけます。
【原材料】りんご[りんご果汁（りんご（青森県産））、砂糖、
寒天、レモン果汁、こんにゃく粉]、ぶどう[砂糖（ビート（北
海道産））、ぶどう濃縮果汁、レモン果汁、寒天、こんんにゃ
く粉]、みかん[うんしゅうみかん果汁（うんしゅうみかん
（国産））、砂糖、レモン果汁、寒天、こんにゃく粉]

ミニカップゼリー徳用３種
（みかん・りんご・ぶどう）１・３週

フルーツバスケット

22g×45個（各15個）1,215円

6385
国産温州みかんの濃縮果汁を50％
（生果汁換算）使用しています。ゲル
化剤、酸味料、着色料、香料不使用。
【原材料】砂糖（てん菜（国産））、濃縮
うんしゅうみかん果汁（うんしゅう
みかん（国産））、レモン果汁（レモン
（国産））、寒天

やわらか寒天みかんゼリー

サンコー 110g 259円

３週のみ

翌々週

6386
国産いちごの濃縮果汁を20％（生
果汁換算）使用しています。ゲル化
剤、酸味料、着色料、香料不使用。
【原材料】砂糖（てん菜（国産））、濃縮
いちご果汁（いちご（国産））、寒天

やわらか寒天いちごゼリー

サンコー 110g 259円

３週のみ

翌々週
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お 菓 子

6789
食べきりサイズ。ちょっと食べ
たいときに便利なサイズです。
やさしい自然な甘みで美味し
いです。
【原材料】有機栗（中国産）

おいしいむき甘栗（有機栽培栗）

岡三食品 50g140円

３週のみ

国産小麦粉、国産バターと有機シュガーを使用し、ひとつひ
とつ手作りで丁寧に焼き上げた香り豊かなワッフルです。

【原材料】小麦粉、砂
糖、卵、牛乳、バター、
蜂蜜、パン酵母、食塩

【原材料】小麦粉、砂糖、卵、牛乳、バター、
ココアパウダー、蜂蜜、パン酵母、食塩

国産小麦のベルギーワッフル

クロスロード

6485 バター

6486 ココア

各1個194円

３週のみ

翌々週

【原材料】魚肉すりみ、馬鈴薯澱粉、食用な
たね油、砂糖、食塩、魚粉（アジ）、魚醤（イ
ワシ、食塩）、昆布だし、かつおだし

6517 プレーン

【原材料】魚肉すりみ、馬鈴薯澱粉、食用な
たね油、砂糖、あおさ（粉末）、食塩、魚粉
（アジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし、
かつおだし

6518 あおさ

【原材料】魚肉すりみ、馬鈴薯澱粉、食用
なたね油、甘えび（頭・殻粉末）、砂糖、食
塩、魚粉（アジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆
布だし、かつおだし

6519 甘えび

「自分の子供に自信を持って薦める事が出来るもの」を
モットーに、原材料は加工助剤まで調査し、食品添加物
を可能な限り使用しない厳選原料を使用しております。

お魚チップス

別所蒲鉾

３週のみ

各40g 270円翌々週

6421

北海道産とうもろこし使用。う
す塩味で軽い食感。
【原材料】とうもろこし（北海道産）、
米油、食塩（オホーツクの塩）

北海道産こめ油使用
ポップコーン（うす味）

深川油脂 60g 227円

３週のみ6400
シンプルな材料のみで職人がひとつ
ひとつ丁寧に焼き上げました。食べ
やすいサイズの個包装。
【原材料】鶏卵（国産）、てんさい糖（てんさ
い（遺伝子組み換えでない））、小麦粉、み
ずあめ、はちみつ、（一部に卵、小麦を含む）

OG小麦の蜂蜜カステラ

ノースカラーズ 5個626円翌々週

３週のみ 6401
ふっくら生地に、じっくり丁寧
に炊き上げた北海道産小豆の
粒あんをサンドしました。
【原材料】つぶ餡（砂糖、小豆（北海道
産）、水あめ、寒天）（国内製造）、
有機小麦粉、砂糖、鶏卵、水あめ/
膨張剤

OG小麦のどらやき

ノースカラーズ 1個173円翌々週

３週のみ

6790
大粒の完熟丸粒栗が1パックに約
6粒。ホクホクとした食感で、食
べきりサイズの小袋が５コ入って
ます。
【原材料】有機栗(中国河北省遷西産)

有機天津むき甘栗

ジェイ・ファーム
225g（45g×5）605円

３週のみ

6543
有機コーヒーの旨味と苦みを寒天
でぎゅっととじこめたゼリーで
す。
【原材料】水飴、砂糖（てんさい含蜜糖）、
寒天、有機インスタントコーヒー、オ
ブラート、甘藷澱粉、大豆レシチン

寒天ゼリー・コーヒー味

サンコー 135g 270円

３週のみ

翌々週

6546
本くず使用のくず餅です。なめ
らかな口あたりで、雪のような
本くず粉の自然の甘味が奏で
るやさしい味わいです。
【原材料】〔くず餅〕砂糖、さつまい
もでん粉、麦芽糖、本葛粉〔黒糖み
つ〕黒糖〔きな粉〕大豆　　

本くず餅

廣八堂 73g 216円

３週のみ

翌々週

6547
本わらび使用のわらび餅です。
蕨の根から採れるわらび粉は
早春の野の息吹を醸すとろけ
るような味わいです。
【原材料】〔わらび餅〕砂糖、さつま
いもでん粉、麦芽糖、本蕨粉〔黒糖
みつ〕黒糖〔きな粉〕大豆　

本わらび餅

廣八堂 73g 216円

３週のみ

翌々週

6481
どなたにも食べやすい一口タイ
プの水ようかんです。良質の飴
と三温糖の甘さが特徴です。
【原材料】砂糖（三温糖）、生あん、水飴、
蜂蜜、寒天、食塩

小粒水ようかん

サンコー 16g×12個324円

３週のみ

翌々週

6445
寒天に甘味のある有機栽培小
豆を合わせ、有機きび糖と本
葛を使用したやさしい甘味。
【原材料】有機きび糖、有機小豆（北
海道産）、寒天、本葛粉、食塩

とろふるあずき

だいずデイズ 110g 270円

１・３週 6446
寒天にふっくらやわらかな北
海道産黒豆を合わせ、沖縄産
黒糖と本葛を使用したコクの
ある味わい。
【原材料】有機きび糖、黒大豆（北海
道産）、寒天、本葛粉、黒糖、食塩

とろふるくろまめ

だいずデイズ 110g 270円

１・３週

こんにゃくわらび餅 １・３週 試作を重ねました！わらび餅のような食感です。

80g+きな粉20g 207円

6558 プレーン
有機こんにゃく芋を使いました。赤穂の天
塩でつくったきなこです。
【原材料】【こんにゃく】有機こんにゃく粉（国
産）、でんぷん/水酸化カルシウム（蒟蒻用凝固
剤、【きな粉】大豆（北海道産）、非遺伝子組み
換え）、砂糖（非遺伝子組換え）、食塩

80g+きな粉20g 227円

6559 抹茶
有機こんにゃく芋を使いました。抹茶の品種と
配合し吟味し、度重なる試作を繰り返しました。
【原材料】【こんにゃく】有機こんにゃく粉（国産）、
でんぷん、抹茶/水酸化カルシウム（蒟蒻用凝固剤、
【きな粉】大豆（北海道産）、非遺伝子組み換え）、砂
糖（非遺伝子組換え）、食塩

80g+きな粉20g 252円

6560 豆乳
有機こんにゃく芋を使いました。豆乳を配
合、わらび餅のような食感に仕上げました。
【原材料】【こんにゃく】豆乳（大豆（非遺伝子組
換え）を含む、国産）、有機こんにゃく粉（国産）、
でんぷん/水酸化カルシウム（蒟蒻用凝固剤【き
な粉】大豆（北海道産、非遺伝子組換え）、砂糖
（非遺伝子組み換え）食塩

３週のみ6531
しなやかな食感でコシのある国内産
寒天と、北海道産赤えんどう使用の
豆かんてんです。黒蜜をかけてお召
し上がりください。
【原材料】天草（国産）、黒糖みつ（黒
糖）、赤えんどう、醸造酢

豆かんてん黒蜜

太洋 155g 313円翌々週

３週のみ6532
甘さ控えめで、うま味とコクのある
味に仕上げました。
【原材料】天草（国産）・黒糖みつ（黒
糖）・きな粉（国産大豆）・醸造酢

きな粉黒みつ寒天

太洋 160g 313円翌々週

6538
本葛を使用し、口あたりなめら
かで甘味を抑えた水ようかん
です。
【原材料】ビートグラニュー糖（国内
製造）、小豆（北海道）、本葛粉（宮崎
県、鹿児島県）、寒天

本葛仕立水ようかん

廣八堂 85g 259円翌々週

３週のみ
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●●●●●●●●●●珍味・ドライフルーツ・飲み物・ジュース・缶詰・冷凍素材

飲み物・ジュース

6896 ３個組 125㎖×３399円
6960 36個組 125㎖×36 4,670円

ブリックパックジュース国産ふじりんご100%

ナガノ（ム）

１・３週

1988年の発売以来20年以上に渡って愛され続けてきたロン
グセラー商品ふじりんごならではのやさしい味わいをお楽し
みください。透明フィルムパックで３個ずつパックしてあり
ます。少量パックなので小さいお子様にも好評。

6810 有機フルーティーミックスジュースプラス野菜
果汁を85％使用した、甘めで程よく飲みごたえのある、砂糖・食塩不使用の
有機JAS認定ミックスジュースです。
【原材料】有機ぶどう、有機りんご、有機バナナ、有機レモン、かぼす、有機すだち、
有機トマト、有機にんじん、有機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、有
機モロヘイヤ、有機玉ねぎ、有機青紫蘇）

6814 有機果実と野菜のジュース
有機JAS認証がとれた究極の生100％ミックス。
【原材料】果実(有機りんご（輸入）、有機オレンジ、有機レモン)、野菜(有機トマト、
有機にんじん)

195g×2366円

190g×2366円

光食品缶ジュース

ヒカリ箱企画は注文書のみに記載

３週のみ 翌々週

缶詰・冷凍素材

国産契約栽培野菜をベースにした本格野菜スープを使い、まぐろの
旨味をひきたてた贅沢なノンオイルのツナフレークです。
【原材料】�まぐろ、野菜エキス

まぐろ水煮ツナ缶

7108 1缶 80g 224円
7109 4缶 80g×4缶 890円

１・２・３週

かもめ屋

化学調味料による味付けは一切せず、国産契約栽培野菜をベースに
した本格野菜スープを使い、まぐろの旨味を引き立てた贅沢なツナ
フレークです。
【原材料】�まぐろ、菜種油、野菜エキス、
食塩

ライトツナフレーク缶（オイル）

7110 1缶 80g 224円
7111 4缶 80g×4缶 890円

１・２・３週

かもめ屋

アーモンドからつくられた植物性ミルク。濃いアーモンドミルク１・３週

筑波乳業

アーモンドからつくられた植物性ミルク。1パックに12.5粒も使用。
濃厚なコクと風味。
【原材料】アーモンド（アメリカ産）

6931 砂糖不使用

１パックに11粒も使用。濃厚なコクとてんさい糖のやさしい甘味。
【原材料】アーモンド（アメリカ産）、てんさい含蜜糖（北海道産）

6932 てんさい糖入

各125ml149円

6834
国産有機しょうがやスパイスの味わいに有機果汁でさわやかな風
味をプラスした、濃縮タイプの有機クラフトコーラ。
【原材料】糖類（有機砂糖、有機糖みつ）、有機しょうが、有機りんご果汁、有
機だいだい果汁、有機レモン果汁、香辛料

OGクラフトコーラシロップ

ヒカリ 150ml540円翌々週

３週のみ

6937

有機オーツ麦からつく
られた穀物ミルク甘み
があり、まろやかな味
わい。
【原材料】有機オーツ麦(イタ
リア・フランス産)、有機食
用ひまわり油、有機紅花油、
食塩(海塩)

OGオーツドリンク
（ナチュラル）ブリッジ

ミトク 1000ml648円

３週のみ

6938

有機オーツ麦からつく
られた穀物ミルクほん
のり甘くコクがあり、
すっきりとした後味。
【原材料】有機オーツ麦(デン
マーク・フィンランド産)、
有機食用ひまわり油、有機
紅花油、食塩(海塩)

OGオーツドリンク
（グルテンフリー）ブリッジ

ミトク 1000ml648円

３週のみ

6906

6962

熟れたみかんの落ち着いた
風味。酸味は少なくて飲み
やすいジュースです。
【原材料】温州みかん（愛媛県産）

温州みかんジュース

1本

6本

無茶々園

720ml800円

720ml×64,700円

１・３週

6910

6966

無茶々園では河内晩柑をジュー
シーフルーツと呼んでいます。
グレープフルーツのようなほの
かな苦味が持ち味です。
【原材料】河内晩柑（愛媛県産）

ジューシーフルーツジュース

1本

6本

無茶々園

720ml800円

720ml×64,700円

１・３週

ドライフルーツ

6786
カリフォルニアで有機
栽培されたダジャン種
のプルーンから作りま
し�た。どなたでも食べ
やすいやわらかなオー
ガニックプルーンのお
いしさをお楽しみくだ
さい。
【原材料】オーガニック
プルーン

OGダジャンプルーン

雄山 100g 497円

３週のみ

翌々週

珍　　味

6645

国産原料からとった天然
だしで上品に味付けし
た、柔らか食感の皮つき
さきいか。
【原材料】いか、砂糖大根、食
塩、さんま魚醤、昆布だし、
かつおだし、しいたけだし

純国産北海道
皮付さきいか

ノースカラーズ 40g583円
翌々週

３週のみ

6647

卓前昆布を使用した天然
だしで味付け、パリパリ食
感がやみつきになる一品。
【原材料】昆布、砂糖大根、
米黒酢、さんま魚醤、昆布
だし、かつおだし、しいた
けだし

純国産北海道
パリポリ昆布

ノースカラーズ 35ｇ561円
翌々週

３週のみ 3種のナッツをブレンドほ
のかな甘みと香ばしさ。ノ
ンオイル、食塩、添加物不
使用。そのまま食べるほか、
さまざまな料理に。
【原材料】有機アーモンド・く
るみ（アメリカ産）、有機カ
シューナッツ（インド産）

有機ミックスナッツ

オーサワ

6728 70g 605円
6729 190g1,242円

３週のみ

6800
はらんなか農園の雪下にんじん99％に、レモン１％とクエン酸を少々を加え
て、食物繊維いっぱいのジュースにしました。雪下にんじんだけのすっきりし
た爽やかな甘味と、トマトジュース並みの濃厚なのどごしををお楽しみ下さい。
【原材料】雪下にんじん、国産レモン果汁、クエン酸

雪下にんじんジュース

はらんなか農園 1Ｌ1,264円

１・３週

6827
6929

信州の豊かな大地で育ったプ
ルーンをぎゅっと搾りました。
プルーン特有の爽やかな甘
酸っぱさをお楽しみいただけ
るジュースです。酸化防止剤
不使用。
【原材料】プルーン（長野産）

信州まるごとプルーンジュース

2本
30本

長野興農

160g×2388円

160g×305,820円

３週のみ

翌々週

6828
6930

酸化防止剤不使用。安全安心
で、りんご本来の甘さとおい
しさあふれるジュースです。
ふじりんごの淡い香りと濃厚
な甘みが味わえます。酸化防
止剤不使用。
【原材料】りんご（長野県）

信州まるごとりんごジュース

2本
30本

長野興農

160g×2280円

160g×304,200円

３週のみ

翌々週
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●●●●●●●●●●缶詰・カレー・シチュー・パスタソース

カレー・シチュー・パスタソース

7378

7379

7380

タイ料理の中でも特に人気のあるグリー
ンカレー。青唐辛子とハーブの爽やかで
刺激的な味わい。辛さレベル★★★
【原材料】なすび、たけのこ、有機ココナッツミ
ルク、鶏肉、有機グリーンカレーペースト（有
機青唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、
有機シャロット、食塩、有機コリアンダーシー
ド、有機ガランガル、有機カフィアライム、有
機フェンネル）、植物油脂、有機砂糖、ナンプ
ラー、赤唐辛子／クエン酸

グリーンに比べ比較的辛さもマイルドなタイ料理定番の
レッドカレー。赤唐辛子とハーブが絶妙に絡みあうフルー
ティな味わいです。辛さレベル★★
【原材料】人参、たけのこ、有機ココナッツミルク、鶏肉、有機レッドカレー
ペースト（有機赤唐辛子、有機レモングラス、有機にんにく、有機シャロット、
有機ガランガル、食塩、有機コリアンダーシード、有機フェンネル、有機カ
フィアライム）、植物油脂、有機砂糖、ナンプラー）、赤唐辛子／クエン酸

どなたでも食べやすいマイルドなイエローカレー。植物
性原料を使用し、ココナッツミルクの香り引き立つコク
のある味わいです。辛さレベル★
【原材料】たまねぎ、じゃがいも、いんげん、有機ココナッツミルク、有機イ
エローカレーペースト（有機シャロット、有機レモングラス、塩、有機にん
にく、有機赤唐辛子、有機コリアンダーシード、有機ガランガル、有機生姜、
有機フェンネル、有機カレー粉）、植物油脂、酵母エキス、食塩／クエン酸

タイ・レッドカレー

タイ・ベジタブルカレー

各170g 497円ムソー ３週のみ

タイ・グリーンカレー

翌々週

7125
7126
有機栽培の小豆と砂糖を使用した有機JAS認定のゆであ
ずきです。赤飯用は砂糖不使用。煮汁付きなので、誰で
も簡単に美味しく炊けます。
【ゆであずき原材料】有機砂糖（ブラジル産）、有機小豆（中国産
他）、食塩（天然の塩）
【赤飯用原材料】有機小豆（中国産他）、食塩（天然の塩）、レモ
ン果汁、塩化カルシウム

オーガニックゆであずき
オーガニック赤飯用あずき

遠藤製餡（ム）

250g缶 378円
230g 292円

３週のみ 翌々週

7105
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

7121

有機スペイン産
オリーブオイル
に付け込んだ広
島産カキが一缶
に10 ～ 15粒 と
たっぷり入って
います。燻製していないので色々な料理
に使えます。
【原材料】かき（広島産）、オリーブ油、食塩

オイスター
オリーブオイル漬け

100g 837円
千葉産直サービス（ム）

３週のみ

翌々週

7122
適度に脂ののった旬
鯖使用。しっかり味
なので1缶でおにぎ
り12個が作れちゃい
ます。まるで焼き鮭
フレークのよう。朝
食おかず・お茶漬け・
にも使えます。
【原材料】さば（銚子港）、酒「米（日本）、米糀（日
本）、酒かす（日本）」、食塩（伊豆大島）

焼き塩さば

100g 400円
千葉産直サービス（ム）

３週のみ

翌々週

7123
適度に脂ののった
銚子産マイワシ使
用。そのまま食べ
てもおいしいくせ
のない味わいある
国産オイルサー
ディンです。
【原材料】まいわし
（銚子港）、なたね油、ローリエエキス、食塩

オイルサーディン

100g 410円
千葉産直サービス（ム）

１・３週

翌々週

7118
とれたての厳選
されたイワシと
粗製糖と醤油の
みを原料に、缶
詰にしました。
【原材料】いわし
（銚子港）、砂糖、
醤油（小麦・大豆
を含む）

ミニとろイワシ味付缶

千葉産直サービス

100g 324円翌々週

３週のみ

【甘口】小麦粉、食用油脂（豚脂）、果実・野菜（りんご、トマト、玉ねぎ、にんにく）、
砂糖、カレー粉、食塩、チャツネ、醗酵乳、畜肉エキス（チキン、ポーク）、ココナッ
ツミルク、酵母エキス【中辛】小麦粉、食用油脂（豚脂）、果実・野菜（トマト、りん
ご、玉ねぎ、にんにく）、カレー粉、食塩、砂糖、チャツネ、発酵乳、蓄肉エキス（チ
キン、ポーク）、酵母エキス【辛口】小麦粉、食用油脂（豚脂）、果実、野菜ペースト、
（トマト、りんご、玉ねぎ、にんにく）、カレー粉、食塩、砂糖、チャツネ、醗酵乳、畜
肉エキス（チキン、ポーク）、酵母エキス、ココナッツミルク、ココアパウダー

直火焙煎カレールゥ１・３週

ムソー 各170g（約７皿分）421円翌々週

7324 中辛7323 甘口 7325 辛口

7376
小麦粉の代わりに玄米粉でつくった植物
性シチュールウ　クリーミーでコクのあ
る美味しさ。米粉を農薬・化学肥料不使
用の玄米粉にし、さらに深いコクとク
リーミーなルウに仕上げました。
【原材料】有機パーム油、玄米粉、大豆粉・コー
ンパウダー、馬鈴薯でん粉、メープルシュ
ガー、食塩、酵母エキス、オニオンパウダー

まろやかシチュールウ

オーサワ 120ｇ453円

３週のみ7322
国内産小麦粉、国内産玉ねぎを使
用し、直火の釜で丹念に焼き上げ
たコクのあるシチュールゥです。
【原材料】小麦粉、食用油脂（豚脂）、玉
ねぎ、粉乳、砂糖、食塩、ナチュラルチー
ズ、酵母エキス

クリームシチュールゥ直火焙煎

ムソー 120g 410円

３週のみ

翌々週

7321 直火焙煎ハヤシ＆シチュールゥ
国産トマトをたっぷり使い、赤ワインでま
ろやかな味に仕上げた本格志向のハヤシ＆
ビーフシチュールゥです。化学調味料・カ
ラメル色素不使用。
【原材料】小麦粉、食用油脂（豚脂）、トマトピュー
レ、ナチュラルチーズ（乳成分を含む）、砂糖、食
塩、発酵乳（乳成分を含む）、酵母エキス、オニオ
ンパウダー、畜肉エキス（豚肉、鶏肉を含む）、ワ
イン、香辛料、キャロットパウダー、にんにく

155g 432円ムソー 翌々週

３週のみ

7308
ココナッツミルクと混ぜて煮るだけ。
炒飯や炒め物などに使ってエスニック
メニューも楽しめる。4～ 5人前が目
安。
【原材料】青唐辛子（タイ産）､ガーリック（タ
イ･中国産）､レモングラス･食塩･ガランガル
･シャルロット･カフェライム･ペッパー ･
ターメリック（タイ産）

王国のグリーンカレー

ヤムヤムジャパン 50g 432円

３週のみ

7298 果実と野菜の本格カレーペースト

ムソー

小麦粉、油脂類、化学調味料を使用
せず、果実、香味野菜をたっぷり使用。
ペースト状なので、肉や魚に塗って
焼いたり、パスタや炒め物など、様々
な料理に使えます。
【原材料】りんごピューレ、ソテーオニオ
ン、トマトピューレ、にんじん、カレー粉、
砂糖、ポークエキス、チキンエキス、セロリ、チャツネ、食塩、発
酵乳、ごまペースト、おろしにんにく

180g 799円翌々週

３週のみ

7311

7312

7313

小麦粉本来のほのかな甘みと香ばしさがあります。鹿肉
と相性が良いとか。
【原材料】小麦粉、植物性油脂、砂糖、食塩、トマト、畜肉エ
キス、酵母エキス、香辛料

230g 476円
日食ハヤシルー

日食ホワイトシチュー

自然農法産の小麦粉と植物性油脂。動物性油脂不使用。
【原材料】麦粉、植物性油脂、脱脂粉乳、酵母エキス、食塩、
砂糖、香辛料

鳥取・日食

230g 445円

１・３週

職人魂が凝縮されたカレーの風味
とコク。定番のカレールウとして
大推薦します！
【原材料】小麦粉、植物性油脂、カレー粉、食塩、砂糖、トマト、
畜肉エキス、酵母エキス

230g 445円
日食カレールー

収穫後24時間以内に加工するので果肉は厚くジューシー。
完熟トマト使用により、酸度調整のためのクエン酸は使用し
ていません。完熟トマト本来の強い甘味と程よい酸味が楽
しめます。自社または契約農家のトマトだけを使用。
【原材料】有機トマト、有機トマトジュース

有機トマト缶 １・３週

アルマテラ

7133 ホール 7134 カット
各400g194円

7297
国内産小麦粉、国産はちみつなどを素材にした、子供から大人までの食べやすいコクと香りの中辛タイプの
カレールゥ（辛みスパイス付）
【原材料】小麦粉（国内産）、植物油脂（パーム、菜種、ラード）、食塩、玉ねぎパウダー、トマトペースト、砂糖、ハチミ
ツ、カレー粉、生うこん、香辛料、ポークエキス、にんにく〈辛みスパイス〉ターメリック、陳皮、コリアンダー、クミン、
フェネグリーク、赤唐辛子、シナモン、クローブ、その他香辛料

コクと香りのカレールゥ・まろやか中辛

ムソー 80g×2 400円翌々週

３週のみ

得
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カレー・シチュー・パスタソース・香辛料・お茶

お茶・紅茶

香 辛 料

7564
有機栽培原料スーペリアクラスを
100％使用。市場ではじめての水
出しもできるルイボスティーです
滋養強壮、アレルギー・冷え性・
不眠症・不妊症・肌荒れの改善が
期待できるといわれています。
【原材料】有機ルイボス

小川生薬

有機ルイボスティー

2ｇ×24P518円

１・３週7562
貴重な国産ウラジロガシを100％使用し
ました。採取者を限定したので、さら
に安心です。ノンカフェインなので、小
さなお子様にもお飲み頂けます。無漂
白ティーパックを使用。主な効能は結
石溶解、抗酸化、抗炎症、抗アレルギー
などです。
【原材料】国産ウラジロガシ（香川産）

ウラジロガシ茶 １・３週

小川生薬 100g（20袋）800円

7565
トレーサビリティの確立された国産原料
のみをブレンドした健康茶です。100％
国内産原料を使用したブレンド健康茶を
完成させました。
【原材料】大麦、玄米、はと麦、ハブ茶、
どくだみ、柿の葉、浜茶、ビワの葉（す
べて国産）

国産ブレンド茶１・３週

小川生薬 8g×30P 518円

7592
大変稀少な北海道産の農薬・化学
肥料不使用の韃靼そばの実を100％
使用し、丁寧に煎り上げ、香ばし
く甘みのあるお茶に仕上げました。

韃靼そば茶（北海道産）

オーサワ 100g 648円

３週のみ

7568
希少な国産の有機小豆100％。あず
き本来のほんのりした甘味をお楽し
みいただけます。
【原材料】有機小豆（国産）

国産有機小豆茶

菱和園

100g（20袋）864円

３週のみ

翌々週

7504
【原材料】水飴、西洋わさび、本わさび、天
日塩、植物油脂、食物繊維、りんご酢、着
色料（紅麹､クチナシ）、香辛料抽出物

生わさび（チューブ）

7506
【原材料】しょうが、水飴、でん粉、りんご
酢、天日塩、レモン果汁、植物繊維

生しょうが（チューブ）

7505
【原材料】水飴、からし、植物油脂、天日塩、
食物繊維、香辛料抽出物、着色料（ウコン）

からし（チューブ）

ムソー 各40g356円１・３週 翌々週

7527
広大な畑で栽培した西洋わさび。無着
色のまま粉末に。香りがいい。
【原材料】西洋わさび

わさび向井の香辛料

向井 20g 270円

３週のみ

翌々週

7528
日本向けに栽培した純粋のからし種100％
を加工したもので、強い辛味の中にも、な
めらかな舌触りと風味があります。保存料、
合成着色料、香料などの添加物は不使用。
【原材料】からし粉（カナダ製造）　

からし向井の香辛料

向井 20g 270円

３週のみ

翌々週

7529
手に入りにくい最良の原料を大量生産せず
少量ずつ手作りし、作りたての味と香りを
そのままパックしています。
【原材料】黒コショウ（マレーシア産）

粗挽黒コショー向井の香辛料 １・３週

向井 20g 367円翌々週

7550
国内でも少量生産の特に大粒のぶどう山椒
の種を抜き、荒挽きにして芳香を保ってい
ます。
【原材料】和歌山産ぶどう山椒（大粒・種抜）・山
椒の葉

山椒向井の香辛料

向井 10g 518円翌々週

３週のみ

7316 有機ミートソース・ヒカリ１・３週

スカイフード

北海道産有機牛肉と有機野菜をブレンド
し、コトコト煮込み、化学調味料を使用
せず、素材そのままの味を生かした、野
菜たっぷりの有機ミートソースです。
【原材料】野菜（有機たまねぎ、有機にんじん、
有機トマト、有機にんにく）、有機牛肉、有機
トマトペースト、有機トマトケチャップ、有
機ウスターソース、ばれいしょでんぷん、食
塩、有機砂糖、有機オリーブオイル、香辛料（原
材料の一部に小麦、大豆、りんごを含む）

140g（一人前）313円
翌々週

7314
無農薬栽培の玉ねぎ・にんじんと
国内産（牛・豚・鶏肉）をトマトソー
スで充分煮込んだ本格的なミート
ソースです。
【原材料】たまねぎ、にんじん、食肉（牛
肉、豚肉、鶏肉）、トマト、小麦粉、砂糖（粗
精糖）、食塩、香辛料、酵母エキス

日食ミートソース袋入

日食 140g 292円

１・３週

7318
植物性油脂と、厳選したスパイスを使用し
た、あっさりタイプのカレーです。動物性
の原材料は含まれておりませんので、ベジ
タリアンの方に適しています。
【原材料】小麦粉、パーム油、砂糖、ピーナッ
ツペースト、食塩、純カレー、発酵調味料、
酵母エキス、玉ねぎ、ココアパウダー、にん
にく��

ベジタリアンのためのカレールゥ

桜井食品 翌々週 160g 416円

３週のみ

7319
厳選された材料を使用したシチュールー。
動物性の原材料不使用。ベジタリアンの
方や健康を気にしておられる方に最適。
【原材料】小麦粉（国内産）、パーム油、メープ
ルシュガー、粉末豆乳、ピーナッツペースト、
食塩、発酵調味料、酵母エキス、野菜エキス、
ココナッツパウダー、粉末昆布、こしょう

桜井食品

ベジタリアンのためのシチュールゥ

翌々週 120g 454円

３週のみ

7338 ベジタリアンのためのグラタンミックス
一つのお鍋で手軽に作れるマカロニグラ
タンです。国内産のマカロニのソフトな食
感と、動物性原材料を一切使用していない
ホワイトソースが美味しいグラタン。
【原材料】［マカロニ］小麦粉［ソースミックス］
小麦粉・パーム油・メープルシュガー・食塩・
粉末豆乳・発酵調味料・ピーナッツペースト・
野菜エキス・酵母エキス・粉末醤油・ココナッ
ツパウダー・粉末昆布・こしょう

桜井食品（ム） 105g 373円翌々週

３週のみ

7575 煎茶朝宮の里
100g 648円

煎茶の普及タイプ。上級２番茶を丁寧に
仕上げ加工した煎茶で独特のうま味と渋
みのある爽やかなお茶です。

7576 煎茶しがらきの峰

100g 864円
煎茶の上級タイプ。5月中旬に爽やかな香
りのあるヤブキタ種と、やや濃のある味の
サヤマミドリ種の一番茶荒茶を混合し、丁
寧に精製したお茶で、飲み口の良い特徴の
ある煎茶です。

かたぎ古香園のお茶 １・３週 7578 特上ほうじ茶
200g 756円

５月に摘み採った新茶ののこり芽と、熟成した
親葉と一緒こ加工した親子番茶をドラム焙じ
機でほうじてあります。

7580 かりがねほうじ茶
200g 864円

２番茶の荒茶と抹茶原料の碾茶カリガネ又
青柳から抜き出したカリガネ（茎茶）とをド
ラムほうじ炒り機で丁寧に炒り上げました。

7375
小麦粉の代わりに玄米粉でつくった植物性
デミグラスルウ　深いコクで、素材の旨み
を引き立てる。米粉を農薬・化学肥料不使
用の玄米粉にし、さらに深いコクと香り高
いルウに仕上げました。
【原材料】有機パーム油、玄米粉、粉末野菜［ト
マト、玉ねぎ、にんにく・生姜、セロリ］、メー
プルシュガー、酵母エキス、食塩、馬鈴薯で
ん粉、りんご果汁、有機豆味噌、赤ワイン、
麦芽エキス、有機ココア、有機黒こしょう

コクと旨みのデミグラスルゥ

オーサワ 120g 507円

３週のみ

得



35

お茶・紅茶・コーヒー

コーヒー

7620 有機抹茶･缶
有機のお茶製造のパイオニア、名古屋・
菱和園が有機緑茶を原料に非常に高品
質の抹茶を製造しました。有機認定で
最も厳しいといわれるJONAの認証を受
けています。
【原材料】有機栽培緑茶（京都産）

名古屋・菱和園（オ） 30g1,080円

１・３週

奈良県産農薬、肥料不使
用茶葉100％。香ばしくま
ろやかな味わいです。茎
50％、葉50％。1年以上
育成した茎と葉を晩夏か
ら冬にかけて収穫し丸ご
と使用しました。薪火焙
煎してあります。
【原材料】茶（奈良産）

7697 オーサワの三年番茶
100g 540円

7698 オーサワの三年番茶
500g1,836円

オーサワ

３週のみ

7610
鳥取県産はとむぎ茶を100％使用し
て、はとむぎ本来の風味に仕上げ
ました。煮出しても水出しでもご
利用いただけます。ノンカフェイ
ンです。
【原材料】はと麦（鳥取県産）

鳥取はとむぎ茶

ゼンヤクノー
7g×24 540円

３週のみ

翌々週

7599
希少な有機ごぼうを小川生薬伝統の加
工技術で飲みやすく仕上げました。ご
ぼう茶の効果は、便秘の解消、若返り、
むくみの改善、冷え性の緩和、美肌を
作るなどが言われています。
【原材料】有機ごぼう（北海道産）

有機ごぼう茶

小川生薬 45g（30袋）1,296円

３週のみ

翌々週

7622
生後１ヵ月からお使いいただ
けます。年齢を問わずどなた
でも安心してお飲みいただけ
ます。お風呂上り、日光浴、
散歩などの後、水分補給にど
うぞ。
【原材料】有機緑茶（国産）

有機赤ちゃん番茶〈T.B〉

ムソー 2g×18 410円翌々週

３週のみ 7623
成熟した茶の枝葉が原料です。熟成に
よる旨味と丁寧に焙じた香ばしさと艶
のある色合いが特長の番茶です。
【原材料】緑茶（国産）

無双番茶・徳用

ムソー 450g 972円翌々週

３週のみ

森のコーヒー
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。
7760
日東コーヒー

豆

各200g799円

7761 粉

有機デカフェ
（カフェインレスコーヒー）

7659

水と微粒子フィ
ルターによるス
イスウォーター
プロセス製法
で、溶剤を一切
使用せずに生豆
からカフェイン
を除去しました。
マンデリンコー
ヒーのおいしさはそのまま、カ
フェイン含有量0．1％以下を実
現しました。【原材料】有機コー
ヒー豆（インドネシア）

10g×5袋 648円

３週のみ

ムソー 翌々週

7751

標高1460ｍにあ
るキブ湖を見下ろ
す 標 高1500 ～
1900ｍの高地で
生産者協同組合
COOPACにより栽
培されました。火
山灰土壌で育まれ
た良質のコーヒー
です。深い味わい
と鼻にぬけるよう
な甘さが特徴です。クリーミー
な口当たりとビターチョコのよ
うな風味。
【原材料】コーヒー豆（ルワンダ
共和国産）

粉ルワンダ
ストレートコーヒー

ATJ 200g832円

１・３週

ろばやの紅茶 １・３週

7582 アールグレイ

50g605円
インドのダージリンのシンゲル茶園で有機
栽培された茶葉に、有機認定のベルガモッ
トオイルで香りづけした紅茶。独特のスモー
キーな香りが特長で、ストレートだけでな
く、アイスティーやミルクティーにも合う。

7583 やさしい紅茶（カフェインレス）

50g 583円
原料の茶葉は海外の有機認証を受けています。ファニング
スという細かい茶葉のため、３分ほどの蒸らし時間で、渋味
が少なくまろやかな風味の紅茶が楽しめます。食事にも合
わせやすく、妊娠中・授乳中など、カフェインを控えてい
る方にも安心してお飲みいただけます。

7584 スパイスオレンジ 50g583円
有機栽培紅茶に、香辛料としてジンジャー、カルダモン、
シナモン、クローブ、ブラックペパーとオレンジオイルを
加えた紅茶。

7587 アッサム� 50g497円
インド・アッサム州カルビアングロンにあるバナスパティ
茶園で有機栽培された紅茶。茶葉のグレードは最高品質で
す。やわらかな渋みと甘さをあわせもち、さわやかな香り
が楽しめます。

7588 ダージリンシンゲル茶園

50g605円
有機栽培原料100％使用。香りも味もいい夏摘み茶で、茶
葉のグレードは最高品質です。さわやかな香りと甘みが特
徴で、軽くすっきりした味。

【有機栽培原料100％使用】【有機JAS認証】

7585 セイロン･ウバ
50g 437円

スリランカ・ウバ地区バドゥッラのハプタ
レーにあるグリーンフィールド農園の紅
茶。まろやかで、甘味のあるお茶。茶葉の
グレードは従来より茶葉のサイズがやや
大きくなっています。

7601
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。
【原材料】有機六条大麦（石川県産）

金沢大地

10g×16包入 410円

水出･有機六条大麦茶TB

7591 スパイスチャイ
50g562円

インド北西部ドアルスのプタルジョラ農
園で有機栽培された紅茶（CTC）に、有機
認定されたスパイスを加えた紅茶。濃い
味とスパイシーな香りが特長で、煮出し
てミルクを入れるチャイに最適。

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

7632

国内産有機玄
米・緑茶使用。
爽やかな煎茶
の旨みと玄米
の香ばしさ。
【原材料】有機玄
米、緑茶（国内産）

オーサワの
有機玄米茶

オーサワ

150g 454円

３週のみ
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コーヒー・機能性食品・石けん製品・スキンケア・デンタルケア

デンタルケア

7792

強肝作用のあ
るタンポポの
根を焙煎した
コーヒー風味
のノンカフェ
イン飲料。含
有されるビタ
ミン･ミネラル
･バイオアク
ティブ要素が、
体力・抵抗力を維持・向上持し
てくれる強壮飲料。
【原材料】たんぽぽ根

たんぽぽコーヒー
ティーパック

ゼンヤクノー（ム）

3g×30包1,836円

１・３週

7789 オーガニック
大豆珈琲

金沢大地有機
大豆を使用
し、焙煎度合
いを変えた２
種類をブレン
ドし、微粉砕
しました。カ
フェインが
入っていない
穀物珈琲とし
てお楽しみい
ただけます。
【原材料】石川県産有機大豆

金沢大地
150g 916円

３週のみ

機能性食品

7816
栄養たっぷり緑黄色野菜のケール使用。
お料理に混ざりやすく、消化吸収の良
いマイクロパウダー製法。水のきれい
な愛媛県西条市で無農薬でつくった
ケールを使用しています。
【原材料】有機ケール

フジワラの青汁

フジワラ 90g（3g×30包）3,498円
翌々週

３週のみ

7866
腸内フローラの専門家も愛用。マ
イ乳酸菌を増やして、腸活生活。
【原材料】乳酸菌生成エキス（大豆醗酵抽
出物）､クエン酸（甘藷でん粉､黒麹由来）､
乳酸（砂糖大根由来）

植物性乳酸菌生成エキス

オーサワ 5ml×30包 4,860円

３週のみ

7951 パックス化粧石けん
合成酸化防止剤（BHT、
エデト塩酸）を使用せ
ず、天然ビタミンEを
配合した肌にやさしい
石けんです。

【成分】石ケン素地、グリセリン、トコフェロール（天然ビ
タミンＥ）

太陽油脂（ヒ） 95g×3330円

１・３週

ハンド＆フェイスソープ

7974
キメ細かい泡でしっかり洗える、泡状
ポンプタイプのハンドソープ。トレハ
ロース（保湿成分）配合で、汚れはしっ
かり落としつつ、手洗い後の手肌を健
やかに保ちます。ラベンダー、ゼラニ
ウム（ニオイテンジクアオイ）、オレン
ジのやさしい香りで気分もすっきり。

詰替・お肌しあわせハンドソープ

太陽油脂（ヒ）

300㎖ 330円

１・３週

7981
ムクロジエキスを配合し、キメの細かい泡
が汚れをしっかり落とします。オリーブオ
イル由来のスクワラン、保湿成分のグリセ
リンを配合。ウイキョウエキスで、洗顔後
のお肌を清潔に保ちます。シェービング用
としても。

詰替・オリー・フェイスフォーム

太陽油脂（ヒ）

140㎖ 660円

１・３週

8050
合成界面活性剤やサッカリンを使わない。清涼
剤に天然ハーブエキスを使用。甘味があいので
爽やかな使用感が得られます。
【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、石
ケン素地、ハッカ油、ユーカリ油、カラギーナ
ン

石けんはみがき１・３週

パックス 120g 462円

8051
歯茎を引き締める塩入り薬用。塩が歯茎を引き
締め歯槽膿漏、歯肉炎を予防します。
【原材料】重質炭酸カルシウム、無水ケイ酸、精
製水、濃グリセリン、塩化ナトリウム、石けん
用素地、キサンタンガム、ハッカ油、ユーカリ油、
塩化マグネシウム

ソルティー石けんハミガキ１・３週

パックス 120g 462円

8054
電動歯ブラシにも使える。発泡剤、研磨剤不
使用。透明なジェル歯磨きです。
【原材料】水、ソルビトール・グリセリン、アルギ
ン酸Na、キシリトール、チョウジエキス・セージ
葉エキス・クマザサ葉エキス、ハッカ油・ユーカ
リ油、ローカストビーンガム、エタノール

ジェルはみがき１・３週

パックス 90g 660円

スキンケア

8009
自然由来原料100％で、肌をワントーン明る
く、透明感を与えてくれるハンドクリームで
す。ベルガモット＆オレンジのみずみずしさ
と華やかさが合わさった、上品な香りです。
【原材料】水、グリセリン、プロパンジオ−ル、スクワ
ラン、ホホバ種子油、ハイブリッドヒマワリ油、シ
リカ、パルミチン酸、ステアリン酸、カリ石ケン素
地、ペンチレングリコール、ベヘン酸、酸化チタン、
マイカ、ベヘニルアルコール、アスコルビルグルコ
シド、ヒアルロン酸Ｎａ、PCA-NA、スフィンゴ糖脂
質、ベルガモット果実油、、オレンジ油、レモン果皮
油、マンダリンオレンジ果皮油、ローマカミツレ花
油、セイヨウネズ果実油、センチフォリアバラ花
油、アルテミシアパレンス花／葉／茎油、水酸化K、
トコフェロール、ヘクトライト、酸化スズ

トーンアップハンドクリーム
１・３週

パックス 40g1,320円

8012
鹿児島産ゲットウ蒸留水とタンカン蒸留水が
ベース。自然由来成分100％でしっかり肌荒
れを防ぎます。アダルトシトラスなアロマと
上質なオイルで仕上げました。
【原材料】タンカン果実水、レモングラス葉水、シ
ア脂、グリセリン、ヒマワリ油、ホホバ種子油、
ツバキ油、水添レシチン、キサンタンガム、カミ
メボウキエキス、ゲットウ葉エキス、ジャスミン油、
マンダリンオレンジ果皮油、マンダリンオレンジ
果実エキス、ビターオレンジ果実エキス、オレン
ジ果皮エキス、トコフェロール、ヒノキチオール　

ハーバルモイスト ハンドクリーム

ボタニカノン 50g1,100円

３週のみ

翌々週

8013
ホーリーバジルのインフューズドオイル
と植物油からできたミツロウバームに、
ホーリーバジルエキスを20％配合した植
物バームで肌荒れをしっかり保護。
【原材料】ホホバ種子油、ミツロウ、カミメ
ボウキエキス、ゴマ種子油、スクワラン、
シア脂、ツバキ種子油、アルガニアスピノサ核油、マンダリ
ンオレンジ果実エキス、ビターオレンジ果実エキス、オレン
ジ果皮エキス、グリセリン

インフｭーズドバーム ホーリーバジル

ボタニカノン 25g 2,750円

３週のみ

翌々週

7781 OGインスタント
コーヒー

有機JAS認
証。 ピ ク
ニックや職
場などへの
携帯に便利
な分包タイ
プ。粒一粒
手摘みで収穫された生豆で作る
フリーズドライコーヒーは、ス
ムーズな口当たりと深みのある
豊かな風味が特徴です。【原材
料】オーガニックコーヒー生豆
（コロンビア産）

ムソー

2g×15 616円

３週のみ

翌々週

石けん成分だけでウイルスを退治
するハンドソープです。新型インフ
ルエンザ、ノロウイルスなどのウ
イルスを洗い流して退治します。
【原材料】水、カリ石ケン素地

バブルガード

シャボン玉

7983 本体

7984 詰替

300ml660円
250ml462円

３週のみ

翌々週
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デンタルケア・洗濯石けん・台所石けん・洗剤

8080

8081

200番食器洗剤

詰替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

台所用石けん

洗濯石けん

歯磨きが苦手なおこさまにも使いやすいよう
に、清涼剤としてハッカ油の他にオレンジ油
＆グレープフルーツ果皮油などを配合したフ
ルーツ味になっています。楽しいハミガキタ
イムで、ムシ歯ゼロを目ざしましょう。
【原材料】水、ソルビトール、グリセリン、アル
ギン酸、キシリトール、カンゾウエキス、クマ
ザサエキス、ハッカ油、オレンジ油、グレープ
フルーツ果皮油、ラベンダー油、ローカストビー
ンガム、エタノール、ベニバナ黄

8052

太陽油脂（ヒ） 50g 330円

こどもジェルはみがき １・３週

8116

8117

柔軟仕上げ剤ハッピーエレファント
敏感肌にもやさしい食品成分100％せんい表面
をなめらかに仕上げ、摩擦による肌ストレスを
低減しました。自社製品において、最上級の安
心処方。

サラヤ（オ）

本体
600㎖ 880円
詰替
540㎖ 660円

１・３週

8101

8102

液体ハッピーエレファント
酵母から生まれた天然洗浄成分配合で洗浄成分
の残留が気にならず、敏感肌の方や赤ちゃんの
肌着にも安心して使えます。

サラヤ（オ）

本体
600㎖ 880円
詰替
540㎖ 660円

１・３週

8061
なすびの黒焼きを原料し
とた自然派ハミガキ。塩
分が歯ぐきをひきしめ、
なすびの黒焼が口臭を防
ぎ、むし歯を予防します。
【原材料】水（溶剤）、炭（清浄剤）、塩化Na
（収斂剤）、エタノール（溶剤）、セルロー
スガム（粘結剤）、メントール（香味剤）

デンシー練り歯みがき

ムソー 80g 506円

３週のみ

翌々週

8062
山形産農薬不使用なすのヘタの黒焼きと天
日塩を配合口臭予防や歯茎のひきしめに。
【原材料】水（基材）、食塩[天日塩（香味剤）]、
グリセリン（湿潤剤）、炭[なすの黒焼き（清
掃剤）]、キサンタンガム（粘結剤）、石けん
素地（洗浄発泡剤）、ハッカ油（香味剤）

なすの黒やき塩ハミガキ

いんやん倶楽部 100g1,320円

３週のみ 8063

【原材料】炭酸Ca（研磨剤）、水（溶剤）、
グリセリン（湿潤剤）、ソルビトール（湿
潤剤）、キサンタンガム（粘結剤）、石
ケン素地（発泡剤）、カラギーナン（粘
結剤）、メントール（香味剤）、スペア
ミント油（香味剤）、香料

ファミリーはみがき １・３週

エスケー 140g 385円

発泡剤として配合されることの多い合成界
面活性剤を使用していません。パラベン、
サッカリン、CMCは使用していません。

毎日の歯みがきに体への優しさ
を重視する方。歯茎がデリケー
トで歯肉炎をおこしやすい方。
歯石や歯垢、歯の黄ばみが気に
なる方。天然のハッカの香りが
お好きな方におすすめ。

ビオホワイトデンシー S

リマナチュラル

8055 本体

8056 詰替

20g 1,980円
20g 1,650円

３週のみ

翌々週

8057

パウダー歯みがき「ビオ・ホワイ
トデンシーＳ」の姉妹品として、
より「効果を実感されたい方」のた
めにさらに機能性を高めたプレミ
アムな練り歯磨きです。

リマナチュラル

デンタルホワイト
（練り歯みがき）

翌々週

60g 2,530円

３週のみ

8087
食器洗いをする手肌への負担が少
ないせっけん。汚れをしっかり落
とすとともに泡切れが良く、すす
ぎが簡単。粘度があるタイプなの
で、スポンジに直接つけてご使用
ください。

詰替ナチュロン台所の石けん

太陽油脂（ヒ）

450㎖ 385円

１・３週

8064
歯垢を除去し口臭を防ぐ。緑茶エキス、天草エキス、天然ビタミンＥ配合。
【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、石ケン素地、スペアミント油、ハッ
カ油、ユーカリ油、トコフェロール、茶エキス、甘草エキス、カラギーナン

ナチュロン緑茶ハミガキ １・３週

パックス 120g 880円

8065
歯垢を除去し口臭を防ぐ。緑茶エキス、天草エキス、天然ビタミンＥ配合。
【原材料】炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、石ケン素地、スペアミント油、ハッ
カ油、ユーカリ油、トコフェロール、茶エキス、甘草エキス、カラギーナン

ナチュロン緑茶ハミガキミニ

パックス 20g 330円

１・３週

8097
大きいので適当なサイズに切ってお
使いください。網の目で骨格構造の
ため、せっけんが少量ですばやく泡
立ちます。塩化ビニールは使用して
おりませんので、燃やしても有害な
ガスは発生しません。
【原材料】軟質ポリウレタンフォーム（ポリエステル）

エスケー食器洗い用スポンジ

エスケー 1個176円

１・３週

8100

天然酵母から生まれた洗浄成分
と、食品成分だけでできた、肌
と地球にやさしい、未来型エコ
洗濯パウダー。優れた洗浄力で
安全性も高く、排水は速やかに
分解されて自然に還ります。
【成分】洗浄助剤（ソホロリピッド）・
アルカリ剤（炭酸ナトリウム）・水軟
化剤（クエン酸ナトリウム）・pH調
整剤（炭酸水素ナトリウム）

洗濯パウダー
ハッピーエレファント１・３週

サラヤ（オ） 1kg 855円

植物性洗浄成分100％使用。環境に
やさしいトイレ用洗剤。便器内や便
座、壁、床等のお掃除が一本ででき
る手肌にも環境にやさしい洗剤で
す。

ハッピーエレファント
トイレクリーナー

サラヤ

8148 本体

8149 詰替

400㎖550円
350㎖330円

１・３週

植物性洗浄成分100％使用。ハッ
ピーエレファントシリーズのお風呂
用洗剤。皮脂汚れや石けんカスを
しっかり落とします。手肌と環境に
やさしい洗剤。

ハッピーエレファント
バスクリーナー

サラヤ

8150 本体

8151 詰替

400㎖550円
350㎖330円

１・３週

その他暮らしの洗剤
ハッピーエレファント 食器用洗剤

グレープフルーツ
グレープフルーツの爽やかな香り。
【原材料】界面活性剤（11％、アルキルエー
テル硫酸エステルナトリウム、アルキルポ
リグリコシド、ソホロリピッド）、エタノー
ル（防腐剤）、クエン酸塩（安定剤）、キサン
タンガム（増粘剤）、グレープフルーツ油（香
料）、クエン酸（pH調整剤）

ハッピーエレファントシリーズの食器用洗剤です。石
油系原料不使用の手肌と環境にやさしい洗剤です。

サラヤ

１・３週

8091 本体 300㎖440円
8092 詰替 500㎖440円



38

●●●●●●●●●●洗剤・入浴剤・雑貨・日用品

雑貨・その他日用品

入 浴 剤

8140 酸素系漂白剤
スタンドパック

酸素の漂白作用で黄ば
みを防止。気泡で石鹸
カスや汚れを落としま
す。 衣服の黄ばみ・
黒ずみ・しみの漂白。
赤ちゃんの肌着・おむ
つの漂白と除菌・除臭。
食器にも使えます。
【成分】過炭酸ナトリウ
ム（酸素系）

太陽油脂（ヒ） 500g 473円

１・３週

8221 天ぷら油・かたづけポイ

服部製紙

愛媛県の服部製紙でトイレットペーパー
製造の際の端材をラミネート加工した再
生紙でパッキングした再生紙100％のエ
コ天ぷら油処理袋。
たっぷりの500㎖
処理が２コ入。

500㎖×2198円
１・２・３週

8232
汚れた油をリフ
レッシュ コス
ロン専用濾過
紙。１個で２～
３回使えます。

オーサワ ８個入 418円

コスロン濾紙

コスロン本体は１週のみ

１・３週

8218 セスキ炭酸ソーダ
重曹より強いアルカ
リパワーで、油汚れ
を中和します。換気
扇やガスレンジなど
キッチンのベトベト
油汚れや手垢、皮脂
汚れにも。
【成分】セスキ炭酸
ソーダ

ムソー 300g 330円

３週のみ

翌々週

8212

1開け口に段差をつけている
ので茶葉を入れやすい。2
底にマチをつけているので
従来品よりも安定。
【原材料】無漂白パルプ・ポ
リプロピレン・ポリエステ
ル

無漂白パルプ使用
お茶パック

ゼンミ 60枚入 286円

３週のみ

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

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

8369

オーサワ

天然素材100%使用。台
所、トイレ等につく水あ
かなどの汚れに最適。消
臭にも効果があります。
重曹ではとりにくい、ア
ルカリ性の汚れをしっか
り落とします。お湯に溶
かせばリンスになり、髪
がしっとり、しなやかに
なります。【原材料】さつ
まいも・とうもろこし・
麹菌

クエン酸

300g 486円

１・３週 8372
モンゴル奥地シリンゴ
ル高原の鉱床から採掘
した天然石からつくっ
た重曹です。中和、研
磨、消臭、吸湿等のす
ぐれた作用で、家の中
の汚れ落としや除菌消
臭だけでなく、野菜の
アク抜き、お菓子作り
等にも威力を発揮しま
す。
成分/炭酸水素ナトリウム

重曹１・３週

オーサワ 600g 432円

8131
植物油（パーム、パー
ム核）を主原料とし
た液状石けんを使
い や す い 泡 ス プ
レー式にしまし た。
オレンジの皮から
搾ったオレンジオイ
ルを使用していま
す。

詰替・お風呂洗い石けん

太陽油脂（ヒ）450㎖ 440円

１・３週

8133
上向きでも、逆さに
しても泡状で噴射
できる、使いやすい
スプレーを使用。便
器の裏、奥まで泡を
吹きつけ、すみずみ
まできれいにしま
す。炭酸塩を配合し、
一層汚れを落とし
やすくしました。

詰替・トイレ洗い石けん

太陽油脂（ヒ）350㎖ 330円

１・３週

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

8146

お掃除や食器洗いだけでなく、お料
理（ベーキングソーダ）にもご利用い
ただける、食用グレードの重曹です。
【成分】炭酸水素ナトリウム

食用グレード
パックス重曹F

１・３週

太陽油脂（ヒ）

2㎏ 864円

8223
天然メントール配合の冷感シート。優れた貼り心地。100％天
然だから、かぶれることが少ないです。
【原材料】メントール、スチレン・イソプレン・スチレンブロッ
クポリマー、酸化亜鉛、ポリイソプレン、ポリブテン、ＢＨＴ、
生ゴム、流動パラフィン

貼るミント

吉田養真堂 10枚（10×14cm)748円翌々週

１・３週

8235
長年愛される確かな品質の
たわしです。家庭の水回り
はもちろん、プロが認める
業務用としても長く愛され
ています。適度な硬さを持っ
ているパーム（ヤシ）素材は
繊維の頭部分で「掻き出す・
こすり取る」洗浄が得意。野
菜洗い、頑固な汚れ、鉄の
フライパン、ザルお風呂のタイルに。
【原材料】材質：パーム

パームちびっこたわし

亀の子束子

幅5cm×長さ7cm

429円

３週のみ

8237
ねんざ、肩こり、ぎっ
くり腰などに、里芋粉
で作る天然シップ。国
産原料100％。マクロ
ビオティックの手当
て法の里芋パスタが
手軽に作れます。
※食用ではありません
【原材料】里芋･小麦粉
･生姜（国産）

里芋粉

ツルシマ 200g734円

３週のみ

8181 ゆず湯
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）

きとう村 30g袋×５（150g）800円

３週のみ

8246

住まいの除菌・消臭ス
プレーです。食品添加
物グレードのアルコー
ル製剤が雑菌類を減ら
して消臭。さらに、ラ
ベンダーやユーカリな
どの精油をブレンドし
た、青みのある香りが
爽やかに香ります。
【原材料】エタノール（58％）、水、香料、乳酸

天然ハーブの除菌
消臭スプレー詰替

石けん百科

1000ml1,430円

３週のみ

翌々週
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ユーカリ製品

家庭菜園

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

きとうむら

６本入箱・木頭村の山の湧水

1.8ℓ×６ 2,300円

有機の肥料と土

ばんじろう村

9811
専業農家にも喜ばれる植物活性剤です。発芽、成長、味がよくなり
病害虫予防にも役立ちます。市販の活性剤と比較すると効果は同じ
で価格はお安くなっています。100％天然成分。1000倍に薄めて使用。

植物活性剤Ａ 500ml2,090円

9812
無農薬栽培用の土。袋のままで苗植えもできます。培養土です。

花と野菜の土 20ℓ1,386円

9813
オリジナル完熟腐葉土。安全で良質な完全植物性。混ぜ物なしの天然100％。

完熟腐葉土 40ℓ1,386円

9814
バランスが良いので病害虫が発生しにくい。N：P：K=4：8：5。有機の
肥料です。

完全有機肥料 20kg 6,182円

３週のみ

8430
着色料・染料・防腐剤・香料・燃焼剤など市販の
お線香に使われている添加物を一切使用していま
せん。仏壇用・神事用として、またはアロマ用のお
線香として最適です。

くすの木せんこう

りんね舎 70g 約220本1,034円

３週のみ

翌々週

8493 純天然のアルカリイオン水「金城の華」
昔から良質の温泉地帯として知られる島根県金城町。その地下
300ｍの花崗岩下から噴出した、アルカリ度ph8.2、硬度50（軟
水）と程よいミネラル成分のアルカリ天然水です。豊かな自然
が育んだ美味しさと成分を損なわないよう非加熱のままボトリ
ングしました。

500㎖ 138円ムソー

３週のみ

翌々週

ユーカリオイルの洗浄・消臭、防虫、抗カピ・ウイルス、ヒョウ
ダニ忌避、アロマテラピー効果を生かした生活ケア製品です。臭
いの気になる室内や衣類、布団、ぬいるみなどの消臭・除菌にど
うぞ。窓ガラスや鏡、家具、床、食器、キッチン周りの汚れ落と
しにも。アルコールや界面活性剤などの化学合成物一切不使用。
【原材料】高密度安定純水（99.95%）、オーストラリアン天然ユーカリオ
イル（0.05%）

ユーカリプタススプレー １・３週

オーブス

8943 本体

8944 詰替

330ml1,078円
600㎖1,540円

気になるときに気軽に使える、ふき取りタイプのスプレー
式洗浄剤です。99.9％除菌、99.99%以上ウイルス不活性
化。アルコールだけでは落ちない汚れもすっきり洗浄。
【原材料】純石けん分（脂肪酸カリウム）

ふきふきせっけんバブルガード

シャボン玉

8253 本体
8254 詰替

300ml880円
250ml572円

翌々週

３週のみ

9819
土に混ぜるだけ。マイナスイオン効果でスクスク育ち
ます。小粒タイプ。有機野菜はもちろん、部屋の空気
清浄にも。3～ 5ｍｍの粒タイプ。

竹炭

ばんじろう村 1kg 473円

３週のみ

除虫草と除虫菊を原料にした、虫よけ効果と芳
香性のある、身体ににもやさしいお線香です。

8432 菊花せんこうレギュラー（6時間）30巻 1,034円
【原材料】除虫草（シソ科ハーブ）、薄荷（ハッカ　シソ科ハーブ）、除虫菊末（北海道滝上産その他
中国産　キク科、総ピレトリン量約０．１％）、白樺木粉（北海道産）、タブ粉（国産）、澱粉 ※着
色料、防腐剤使用せず ＊ブリキ製線香立具付き

8433 角型ミニ菊花せんこう（3時間） 32巻 836円
【原材料】除虫草（シソ科ハーブ）、薄荷（北海道滝上産ハッカ）、除虫菊末１０％（北海道滝上産・
中国産総ピレトリン０．１％）、白樺木粉（北海道産）、タブ粉、澱粉 ※着色料、防腐剤、農薬類　
不使用　 ＊ブリキ製線香立具付き

8434 長時間用菊花せんこう（9時間） 20巻 1,188円
【原材料】除虫草（シソ科ハーブ）、薄荷（ハッカ　シソ科ハーブ）、除虫菊末（北海道滝上産その他
中国産　キク科、総ピレトリン量約０．１％）、白樺木粉（北海道産）、タブ粉（国産）、澱粉　 ※
着色料、防腐剤使用せず　 ＊ブリキ製線香立具付き

8435 mone蚊取りせんこう（4.5時間） 20巻 946円
【原材料】除虫菊末、植物混合粉 ※着色料、防腐剤、農薬類 不使用＊ブリキ製線香立具付き

8436 菊花の防虫スプレー 180㎖ 1,485円
100％植物成分のみを使用。
【原材料】精製水、薄荷脳、ヤシ油由来乳化剤、ジョチュウギクエキス、ヒノキチオール

菊花虫よけ・蚊取り

りんねしゃ

翌々週１・３週

トップシートも吸収体も天然素材のナチュラルな生
理用品です。お肌にやさしく、とても温かな肌触り。
通気性もいいので敏感肌の方にもやさしいナプキン
です。ムレにくく、肌ストレスを軽減します。

グリーンパックス

生理用品「ナチュラムーン」シリーズ 翌々週

ナチュラムーン おりもの専用シート 
【原材料】トップシート：オーガニックコットン100％（未漂白）　吸収シート：バージン
パルプ100%

8290 レギュラー
8291 ロング

40個入（6.0×15.5㎝）660円
36個入（7.0×17.5㎝）748円

１・３週

ナチュラムーン 生理用ナプキン
【原材料】トップシート：コットン100％　吸収シート：バージンパルプ100％　防水シー
ト：ポリプロピレン・ポリエチレン

8292 多い日昼用（羽付き） 16個入（15×23.5cm）

8293 普通の日昼用（羽なし） 24個入（7.5×21cm）

8294 多い日昼用（羽なし） 18個入（8.5×23.5cm）

8295 多い日夜用（羽なし） 12個入（9.5×29㎝）

8296 多い日夜用（羽付き） 10個入（15×29cm）

各 521円

１・３週

ナチュラムーン タンポン
【原材料】吸収体：オーガニッ
クコットン アプリケーター：
ポリエチレン 紐：ポリエス
テル、ビスコース

8297 レギュラー
8298 スーパー

6個入 484円
6個入 539円

３週のみ

女性用経度尿吸収製品。トップシートはオーガニックコットン100%のメッシュタイプ
不織布を採用。メッシュシートが水分を素早く吸収し、表面さらさらをキープ。吸水量
5cc。
【原材料】オーガニックコットン、吸収シート、パルプ

8299 吸水パンティライナー

30個660円

３週のみ 新
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6月26日㈰の週 お届けカレンダー

   火 水 木 金

提出日 21 22 23 24
配送日 28 29 30 7/1

全て税込み価格です

北陸では「おちらし粉」と言われるもので
すが、母が食べたがっています。

会員の声

焙煎した麦の香ばしい風味「はったい粉」焙煎した麦の香ばしい風味「はったい粉」

国内産裸麦をじっくり焙煎したはったい粉です。砂糖や塩
を加えてそのまま、またはお湯で練ってお召し上がりくださ
い。パン・クッキー作りに、小麦粉に混ぜて使うのもおす
すめです。 【原材料】はだか麦（国産）

子供のおやつとして親しまれていました

はったい粉（国内産裸麦使用）4661

３週のみ

120g 162円ムソー

リッチなテイスト「豆乳グルト」リッチなテイスト「豆乳グルト」

豆乳を植物性乳酸菌で発酵させたプレーンタイプの発
酵豆乳商品です。国産大豆100％の豆乳を使用し、大豆
固形UPにより高級感のある風味や食感が楽しめるリッ
チテイストです。

400g 302円

植物乳酸菌で発酵させました

マルサン

国産大豆の豆乳使用豆乳グルト3206

甘さ控えめのいなりあげ甘さ控えめのいなりあげ

ご自宅で簡単においなりさんが作れます。肉厚で柔らか
い油揚げを、ご飯に合うよう甘さ控えめに味を付けてあり
ます。

6枚 367円

国内産大豆使用の豆腐でつくった油揚げ使用

丸和

味付けいなりあげ1853

北海道産の塩吹昆布北海道産の塩吹昆布

北海道産昆布を天然醸造醤油、喜界島の粗糖、沖縄の塩
シママースで炊き上げた、塩吹昆布です。温かいご飯に
のせて、お茶漬けに、ぜんざいやおしるこに添えて。

食品添加物一切不使用

ムソー

塩吹昆布2727

わっぱんのバナナケーキわっぱんのバナナケーキ

タイ産の農薬不使用バナナ『ホムトンバナナ』
をふんだんに使い、濃厚で芳香な味わいの
ケーキに仕上げました。

【原材料】バナナ（農薬不使用）、卵、小麦粉、粗糖、バ
ター、レモン（果汁）、ベーキングパウダー、りんご果汁

2個 370円

ふんだんにバナナを使いました

わっぱん

バナナケーキ1178

素早く吸収するパンティライナー素早く吸収するパンティライナー

女性用経度尿吸収製品です。トップシートはオーガニック
コットン 100% のメッシュタイプ不織布を採用。メッシュシー
トが水分を素早く吸収し、表面さらさらをキープします。吸水
量 5cc。

【原材料】オーガニックコットン、吸収シート、パルプ

30個 660円

肌にやさしく、かぶれにくい

グリーンパックス

吸水パンティライナー8299

保存料、着色料を使用しておりま
せん。

90g（2本入） 297円

おさかなソーセージ1846

国産のタラと、国産のアジを使用し、
魚肉の旨味を最大限に引き出したぷ
りぷり食感の一口サイズです。

魚っ子ウインナー1840

こだわりの無リン魚肉すり身にイカと
ネギを練りこみ、つまみやすいちぎり
タイプの天ぷらにしました。

100g 486円

イカちぎり天1842

イカとホタテをたっぷり練りこみ、海
鮮のうま味とネギの風味を加え、国
産の一味唐辛子でピリ辛にしまし
た。

100g 486円

ピリ辛海鮮揚げ1843

全く澱粉を使用しないで、魚本来の
味をお楽しみいただけるように仕上
げたプリプリ食感の蒲鉾です。

無澱粉蒲鉾・魚旨1844

リニューアル！リニューアル！

無添加の練り物
別所蒲鉾

翌々凍 不定期！

世界のおいしさを日本の食卓へ

タイを代表する料理「トムヤンクン」。刺
激的な辛味にココナッツミルクのまろ
やかさを加えた、複雑で奥深い味わ
い。

160g×2 704円

アジア薫る「タイ」トムヤンクン

87601

酸っぱくて辛い、中国の四
川料理を代表するスープ

「酸辣湯」。とうがらしやこ
しょうの辛味と、酢やトマト
の酸味が調和したバラン
スの良い味に仕上げまし
た。茹でた温かい中華麺

にかけると、酸辣湯麺
として食べられます。

食べる酸辣湯スープ87619

国産春雨のもちもち食感
に、干しエビ・にんじん・ねぎ
を具材にして、ナンプラー・
オイスターソースでエスニッ
クの風味をつけて、黒こしょ

うでスパイシーに仕上
げました。じんわりと辛
さが広がります。

230g 563円

ベトナム風
スパイシー春雨

87621

国産の小麦粉と野菜を使
用して、丁寧に焼き上げま
した。外パリパリ、中もちも
ちのチヂミ本来の食感を
お楽しみください。

2枚 558円

コリアンチヂミ
（たれ付）

87622

メキシコの主食トルティーヤと、家庭料
理のチリコンカンのセット。ちょっぴり辛
くしっかりした味付け。

チリコンカン150g、トルティーヤ5枚（65g） 672円

メキシカントルティーヤ&チリコンカンセット

87603

韓国の伝統食、参鶏湯をアレンジ。ほ
ぐした国産鶏肉にもち米を加えボ
リュームたっぷりの、食べるスープに仕
上げました。

300g×2 704円

食べる参鶏湯風スープ

87605

国産の牛肉と玉ねぎのうま味がきいた
濃いめのソースは、コクの中にも酸味
がある独特の味わいです。

ロシアン「ビーフストロガノフ」

87616

国産もち米に鶏肉・ごぼう・にんじん・し
いたけなどを混ぜ、醤油やオイスター
ソースなどで味付けしたおこわを竹皮
で包みました。

320g（4個） 721円

鶏五目中華ちまき

87618

サムゲタン

サンラータン

カラミノフーズ
世界各国の美味しい食べ物を、国内製造で国産を主原料とし、化学調味料不使用でつくっています。
本場の味に忠実でありながら、日本人に受け入れられるテイストを目指しています。

翌々冷 不定期！

翌々冷 不定期！

翌々冷 不定期！

めらかなカスタードプリンめらかなカスタードプリン

飛騨酪農の遺伝子組み換え飼料不使用
の低温殺菌牛乳を使用した、牛乳本来の
優しい甘味が生きているカスタードプリ
ンです。

【原材料】牛乳、液卵、粗糖、カラメルシロップ
（砂糖）

90g×3個 367円

健康な牛の良質な生乳の風味とコク

飛騨酪農

飛騨カスタードプリン0607

翌々冷 不定期！

不定期！

翌々

翌々

国内産小麦を使ったお菓子

国内産小麦を主原料に牛乳で
練った生地を、かわいい英字の
形に焼き上げました。じっくり発
酵させたサクサク食感のビス
ケットです。

70g 227円

英字ビスケット6384

国内産小麦を主原料に小麦全粒
粉を加え、プレーンタイプのク
ラッカーに焼き上げました。さっ
ぱり塩味です。

100g 270円サンコー

全粒粉クラッカー6385

ジューシーなハンバーグジューシーなハンバーグ

国産牛・国産やまと豚・国産玉ねぎ使用。直
火で焼き上げ肉汁と甘みを封じ込めたふっくら
ジューシーなハンバーグ。

各140g 410円

直火で焼き上げました

フリーデン

デミソース付・ハンバーグ1861
おろしソース付・ハンバーグ1862

不定期！翌々冷

３週のみ 翌々

80g 367円⇒359円 得

75g 389円⇒380円 得

35g 421円⇒412円 得

１・３週 翌々

不定期！冷
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タイの屋台で大人気の定番ガパオラ
イス。甘辛く味付けした鶏肉とバジル
の爽やかな香りが食欲をそそります。

アジア薫る「タイ」ガパオ丼

87602 目
玉
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外パリパリ、
中もちもち

醤油＆生姜ベースで
食べやすい！

田村おす
すめ！

220g（110g×2） 725円⇒710円 得

100g×2 572円⇒560円 得

763円 得

鶏肉の旨みがきいたタイ風
チキンライスです。炊飯器
さえあれば簡単に出来ま
す。国産の香米と炊き込み
ご飯の素を入れて後は待
つだけ。細長くてパラパラ

した食感の香米(新潟
産)を使っています。

1,625円
650g（3～4人前） 

タイ風チキンライス
カオマンガイセット

87620袋ごとボイル 炊飯器

袋ごとボイル

袋ごとボイル

袋ごとボイル 袋ごとボイル 電子レンジ

袋ごとボイル 生地：トースター、具：ボイル

フライパン調理

250g×2 779円⇒


