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今月のわっぱん

2022年

7月1回号
7月3日㈰の週 お届けカレンダー

   火 水 木 金

提出日 28 29 30 7/1
配送日 5 6 7 8

全て税込み価格です

お菓子やお料理に「ココナッツオイル」お菓子やお料理に「ココナッツオイル」

有機認証を受けた農園で、合成農薬・化学肥料不使用で栽
培されたココナッツを使用。溶剤などの化学薬品不使用。低
温圧搾製法のオーガニックバージンココナッツオイルです。

185g 1,026円

バターやオイル代わりに

むそう

オーガニック バージンココナッツオイル6308

膨張剤不使用のスナック菓子膨張剤不使用のスナック菓子
国産馬鈴薯由来のでん粉が主原料

小魚（片口いわし）粉末を練りこ
んでサクッとフライし、醤油ベー
スのタレでさっぱりと味付け。

小魚スナック6466

ワカメ、アオサ、ひじきを練りこん
でサクッとフライにしました。
さっぱり塩味。

海藻スナック6467

国内産のごぼうを練りこんでサ
クッとフライにし、さっぱりと塩
味で味付けしました。

ごぼうスナック6468

各55g 259円サンコー

６種類の野菜（ニンジン、キャベ
ツ、玉ネギ、ネギ、ほうれん草、パ
セリ）を練りこんでサクッとフラ
イにしました。さっぱりと塩味
です。

野菜スナック6469

主に道東で獲れた旬の魚介類を一切の合成保存料、着
色料、漂白剤、殺菌剤などを使わずに加工しています。
干し魚については、天日干しが基本。その他加工する場
合も、厳選された調味料のみを使い加工しています。

白糠のサクラマスフィーレ白糠のサクラマスフィーレ
上品な味わいの高級魚

【原材料】鮭（白糠産）

サクラマスフィーレ

2529

250g 799円⇒783円 得

脂の乗った大型のロシア産縞ホッケ
を天日干しにしてフィレにしました。

【原材料】縞ホッケ、天日塩

天日干し縞ホッケ
Mサイズ

2505

丸々と太って脂の乗った真鯖を
半身フィレーにしました。

【原材料】真鯖、天日塩

2枚約250g 463円

天日干鯖フィレー
Mサイズ

2508

脂肪の多い白身魚アブラメを調理しやす
いようにフィーレ
にしました。醤油
との相性がいい
です。

【原材料】アイナメ
（釧路産）

330g 708円

アイナメフィーレ2535

ピリ辛サンマ
脂の乗ったサンマを食べやすいようにヘッ
ドカットし、一味を使ってピリ辛の醤油漬け
にしました。

【原材料】サンマ（北
海道）、国産有機醤
油、三河本みりん、
一味唐辛子

2匹 801円

2538
肉厚で味が良いと
言われている野付
産帆立の貝柱を殺
菌剤を使用せず、
紫外線殺菌された
海水で洗浄後、急速冷凍しました。

【原材料】ホタテ貝の貝柱（北海道野付）

140g（3～4個） 914円

ホタテ貝柱2555

白糠前浜定置網
で獲れた鮭のオ
ス。その山漬けさ
れた秋鮭を適度
に塩抜きをして切
り身にしました。

【原材料】鮭、天日塩

秋鮭山漬切身2548

旬のフルーツ

凍
大粒で口いっぱいに広がる甘
味と酸味がたまりません。寒さ
厳しい冬、湿度が高く暑い夏。
そんな能登の環境がブルーベ
リーの実を美味しくします。

ひらみゆき農園 100g 740円

能登の
ブルーベリー

0355

有機メロンで有名な坂本正男さん。糖度が15
度以上という厳しい
基準に達っしたメロ
ンになっています。

北海道富良野 坂本正男

1玉約1.3kg 2,030円

坂本さんの有機メロン0378

和歌山県は全国でも有数な桃の産
地です。紀州白桃、白鳳、日川白桃、
川中島白桃の中からその時に出荷で
きる桃をお渡しします。

和歌山 ばんじろう村

500g前後（2玉） 680円

和歌山もも0380

オレンジとレモンの自然交雑で誕生し
たといわれる品種です。一般的なレモ
ンと比べ表皮がつるっとしています。

ニュージーランド・ギズボーン地区

2個（200g前後） 360円

メイヤーレモン
(ニュージーランド産）

0384

5種類のミニパンセット。カフェオレあんにはカフェイ
ンレスのオーガニックコーヒーを使用。

夏パンセット1171

5種×1個 470円

よもぎの風味がとてもよい生地に、特注の無添加こ
しあんをたっぷり入れました。トッピングの黒ゴマの香
ばしさも、パンによくあっています。

よもぎあんぱん（こしあん）1172

バターロール、レーズンスティック、クロワッサンといっ
た人気のあるパンを詰め合わせた、ちびっこにも大
人気の大変お得なセットパンです。

ちびっこモーニング1173

３種×５ 427円

少し甘めの生地に、オーガニックレーズンをふんだん
に入れ、トッピングにはアーモンドスライスと粗糖をま
ぶしました。

レーズンマウンテン1174

1個 275円

くるみとミネラル豊富な黒糖を練りこみ焼き上げまし
た。丸くて重量感のあるパンです。

黒糖ブレッド1175

250g 427円

水俣産の無農薬・無化学肥料栽培の甘夏を使った
甘酸っぱいゼリー。

あまなつゼリー1176

60g×3個 378円冷

国産小麦・無添加パン

翌々凍 不定期！マストミマストミ老舗の鮪屋

さのままサラダで食べるのが最高です。ルッコラは野菜の
中でも『β-カロテン』『ビタミンC』『ビタミンE』が豊富で、ど
れも抗酸化作用をもつ栄養素です。

40g 130円金沢大地

有機金沢大地ベビールッコラ0180

今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜

甘味と酸味がたまらない！
農薬・化学肥料不使用農薬・化学肥料不使用

ばんじろう村 あら川の桃

オレンジとレモンの自然交配メロンから放たれる甘い芳香

三陸産の牡蠣を使ったフライです。三陸産
の牡蠣は身がぷりっと引き締まり味も濃
厚なのが特徴です。

カキフライ2635

国産の助宗タラのすり身に国産のささが
きごぼうを混ぜ、食べやすいサイズで揚げ
ました。おかずはもちろんおつまみにも最
適な商品です

ささがきごぼうさつま揚げ2634

高橋徳治商店の練り物

240g 745円⇒730円 得

130g 401円⇒392円 得

揚げて下さい

１・３週 凍

原料の良さをより活かせるよ
うマグロの身の粒を残した状
態に仕上げています。

ねぎとろ丼90501

モッチリとした身質のカツオを
適度な厚さにスライス。食べ
応えのある一品です。

80g×2 616円

カツオ漬け丼用90502

メバチマグロに、モチモチッと
した食感の「ソデイカ」を合わ
せました。
50g×2（タレ×2） 562円

まぐろ丼（イカ入り）90507

50g×2（タレ×2） 
702円⇒687円 得

団子状にし、特製甘酢ソー
スをからめています。

140g×2 555円

まぐろ団子甘酢ソース90520

本格的な中華の味わいを、簡単
に召し上がっていただけるように
仕上げました。

300g 658円

放牧豚の酢豚90525

うま味タレに漬け込み、柔らかく
ジューシーな中華風唐揚げに仕
上げました。

神山鶏の唐揚げ90526

無添加の練り物です。すり身を
たっぷり使用。食欲がわくピリ辛カ
レー味。

2枚（130g） 385円

阿波のフィッシュカツ90536

ホクホクもっちりとした食感と上品
な甘味に濃厚な生クリームでコク
を加えました。

120g（5個入） 346円

鳴門金時芋のお弁当コロッケ90538

インドネシア産の天然エビ
を使用しているので、自然な
プリプリ感をお楽しみいた
だけます。

130g 416円

天然エビのチリソース90523

長崎県で水揚げされたシイ
ラを丁寧に切り身にしてカ
ラッと揚げました。

80g×2 401円

白身魚の甘酢あんかけ90524

200g 486円⇒476円 得

地元野菜地元野菜

３週のみ 翌々

翌々 不定期！

北海道 山三商店の魚介類 １週のみ 冷凍

北海道東部 白糠沿岸で獲れた、旬のサクラマス（本

鱒）を半身のフィレーにしました。漁獲量が少ないためとそ

の上品な味わいから高級魚とされています。脂ののりもよく赤身がき

れいで繊細な味わいです。白焼き、塩焼き、煮付け、ムニエルなどがオススメです。

200g以上 708円⇒693円 得

煮てあるのでそのままお刺身で食べ
れます。身がむっちりとしていて味が
濃厚なのが特徴です。

【原材料】煮ツブ（灯台つぶ）

150g 710円

灯台つぶ(煮ツブ)2521

2切 577円⇒564円 得

不定期！

不定期！

2個 378円⇒370円 得

復活！復活！
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エコポストの表記について
新製品。その週だけに表示
されます。

今週／今月の特価品です。

生麺です（無印は乾麺）。

週のマークがないものは毎週企画品です。

翌々週に配送されます。

レシピが紹介されてい
ます。

今回のみの企画商品
です。

野菜・果物で地元石川県内
で生産されたものです。

保存方法（無印は
常温です）。

価格が変更になりました。

製品番号・生産地・価格・規
格が変更になりました。

新

得

地

変

翌々週

↑ ↓

今回のみ

生麺

冷凍冷蔵

１週のみの企画品です。１週のみ

２週のみの企画品です。２週のみ

３週のみの企画品です。３週のみ

４週のみの企画品です。４週のみ

隔週の企画品です。１・３週 ２・４週
レシピ

もな ん 伝で 言 板

●2105 さば糠漬（フィレ）●2105 さば糠漬（フィレ）
さば（国産 / 静岡県産）、米糠、食塩、糀、魚汁（いさば（国産 / 静岡県産）、米糠、食塩、糀、魚汁（い
わし）、唐辛子（一部にさばを含む）わし）、唐辛子（一部にさばを含む）

●2115 ●2115 国産ひじき大豆煮（有機大豆使用）国産ひじき大豆煮（有機大豆使用）
ひじき、しょうゆ、大豆、砂糖、水飴、人参、みりん、ひじき、しょうゆ、大豆、砂糖、水飴、人参、みりん、
日本酒日本酒

●2127 若あゆ姿煮●2127 若あゆ姿煮
鮎、醤油（大豆、小麦を含む）、砂糖、水飴、味醂、鮎、醤油（大豆、小麦を含む）、砂糖、水飴、味醂、
日本酒、米酢、寒天日本酒、米酢、寒天

●2129 ちりめんおかか（おにぎりの心）●2129 ちりめんおかか（おにぎりの心）
いわし稚魚類、かつお節、砂糖、しょうゆ（大豆・小いわし稚魚類、かつお節、砂糖、しょうゆ（大豆・小
麦を含む）、さば節、水あめ、みりん、日本酒麦を含む）、さば節、水あめ、みりん、日本酒

●2132 かつお昆布（おにぎりの心）●2132 かつお昆布（おにぎりの心）
昆布（北海道産）、しょうゆ、砂糖、かつお節、さば節昆布（北海道産）、しょうゆ、砂糖、かつお節、さば節

（さばを含む）、みりん、水飴、きくらげ、米酢（さばを含む）、みりん、水飴、きくらげ、米酢

●2134 能登産焼さば味噌煮●2134 能登産焼さば味噌煮
真さば（能登産）、味噌、味醂、砂糖、醤油、唐辛子真さば（能登産）、味噌、味醂、砂糖、醤油、唐辛子

●2135 山椒ちりめん●2135 山椒ちりめん
いわし稚魚類（宮崎県産）、砂糖、水飴、醤油、山椒、いわし稚魚類（宮崎県産）、砂糖、水飴、醤油、山椒、
みりん、日本酒みりん、日本酒

●2143 はまぐり山椒煮●2143 はまぐり山椒煮
はまぐり（ミャンマー、タイ、ベトナム）、醤油、砂糖、はまぐり（ミャンマー、タイ、ベトナム）、醤油、砂糖、
味醂、山椒味醂、山椒

●2253 ふぐのこ糠漬け●2253 ふぐのこ糠漬け
ふぐ卵巣（標準和名ごまふぐ〈国産〉）、米糠、食塩、糀、ふぐ卵巣（標準和名ごまふぐ〈国産〉）、米糠、食塩、糀、
魚汁（いわし）、唐辛子、（一部にさばを含む）魚汁（いわし）、唐辛子、（一部にさばを含む）

●2283 味付け絹もずく●2283 味付け絹もずく
もずく（石川県産）、純米酢、醤油（小麦、大豆を含む）、もずく（石川県産）、純米酢、醤油（小麦、大豆を含む）、
砂糖、かつおだし、発酵調味料砂糖、かつおだし、発酵調味料

●2505 天日干し縞ホッケM●2505 天日干し縞ホッケM
縞ホッケ、天日塩縞ホッケ、天日塩

●2508 天日干鯖フィレーMサイズ●2508 天日干鯖フィレーMサイズ
真鯖、天日塩真鯖、天日塩

●2521 灯台つぶ（煮ツブ）●2521 灯台つぶ（煮ツブ）
煮ツブ（灯台つぶ）煮ツブ（灯台つぶ）

●2529 サクラマスフィレー●2529 サクラマスフィレー
サクラマス（白糠）サクラマス（白糠）

●2535 アイナメフィレー●2535 アイナメフィレー
アイナメ（釧路産）アイナメ（釧路産）

●2538 ピリ辛サンマ●2538 ピリ辛サンマ
サンマ（北海道）、国産有機醤油、三河本みりん、一サンマ（北海道）、国産有機醤油、三河本みりん、一
味唐辛子味唐辛子

●2548 秋鮭山漬切身●2548 秋鮭山漬切身
鮭、天日塩鮭、天日塩

●2555 ホタテ貝柱●2555 ホタテ貝柱
ホタテ貝の貝柱（北海道野付）ホタテ貝の貝柱（北海道野付）

●2721 お好み角てん●2721 お好み角てん
天草（国内産）天草（国内産）

●2756 戻しひじき●2756 戻しひじき
ひじき（長崎・三重産）ひじき（長崎・三重産）

●3197 比叡とろゆば●3197 比叡とろゆば
大豆（滋賀産）大豆（滋賀産）

●5124 ●5124 オーサワのベジ生ラーメン（ごまみそ）オーサワのベジ生ラーメン（ごまみそ）
めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、めん［小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、
小麦グルテン（国内産）、かんすい］、スープ［胡麻（南小麦グルテン（国内産）、かんすい］、スープ［胡麻（南
米・アフリカ産他）、醤油、食塩（シママース）、醗酵米・アフリカ産他）、醤油、食塩（シママース）、醗酵
調味料、胡麻油、香辛料（玉ねぎ、にんにく、ねぎ、調味料、胡麻油、香辛料（玉ねぎ、にんにく、ねぎ、
唐辛子）、酵母エキス、味噌、メープルシュガー、馬唐辛子）、酵母エキス、味噌、メープルシュガー、馬
鈴薯でん粉、昆布粉末］鈴薯でん粉、昆布粉末］

●5125 オーサワベジ生ラーメン（しお）●5125 オーサワベジ生ラーメン（しお）
麺 [ 小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン、麺 [ 小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン、
かんすい]、スープ [ 小麦醸造調味料（足助仕込三河かんすい]、スープ [ 小麦醸造調味料（足助仕込三河
しろたまり）、発酵調味料、食塩（シママース）、香辛料、しろたまり）、発酵調味料、食塩（シママース）、香辛料、
[ 玉ねぎ、にんにく、ねぎ、しょうが、黒コショウ ]、[ 玉ねぎ、にんにく、ねぎ、しょうが、黒コショウ ]、
ごま油、メープルシュガー、酵母エキス、馬鈴薯澱粉 ]ごま油、メープルシュガー、酵母エキス、馬鈴薯澱粉 ]

●5126 ●5126 オーサワのベジ生ラーメン（坦々麺）オーサワのベジ生ラーメン（坦々麺）
めん [ 小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、めん [ 小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩（シママース）、
小麦グルテン（国内産）、かんすい]、スープ [ 胡麻、小麦グルテン（国内産）、かんすい]、スープ [ 胡麻、
食塩、みりん、食用植物油脂（胡麻油、パプリカ）、清食塩、みりん、食用植物油脂（胡麻油、パプリカ）、清
酒、醤油、味噌、メープルシュガー、酵母エキス、香酒、醤油、味噌、メープルシュガー、酵母エキス、香
辛料（にんにく、生姜、唐辛子、胡椒）、馬鈴薯でん粉 ]辛料（にんにく、生姜、唐辛子、胡椒）、馬鈴薯でん粉 ]

●5127 ●5127 オーサワのベジ冷し中華しょうゆだれオーサワのベジ冷し中華しょうゆだれ
麺【小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン（国麺【小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン（国
内産）、かんすい】、スープ【醤油、麦芽水あめ、メー内産）、かんすい】、スープ【醤油、麦芽水あめ、メー
プルシュガー、米酢、食塩、ごま油、昆布粉末、酵プルシュガー、米酢、食塩、ごま油、昆布粉末、酵
母エキス】母エキス】

●5128 ●5128 オーサワのベジ冷し中華ごまだれオーサワのベジ冷し中華ごまだれ
麺【小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン（国麺【小麦粉（北海道産）、焼酎、食塩、小麦グルテン（国
内産）、かんすい】、スープ【醤油、胡麻（練り胡麻･す内産）、かんすい】、スープ【醤油、胡麻（練り胡麻･す
り胡麻）、純米酢、麦芽水あめ、味噌、胡麻油、玉ねり胡麻）、純米酢、麦芽水あめ、味噌、胡麻油、玉ね
ぎ･にんにく･しょうが（国内産）、香辛料、酵母エキス】ぎ･にんにく･しょうが（国内産）、香辛料、酵母エキス】

●5362 ハムス（ひよこ豆ディップ）●5362 ハムス（ひよこ豆ディップ）
ひよこ豆（アメリカ産）、植物油脂（べに花油）、レモンひよこ豆（アメリカ産）、植物油脂（べに花油）、レモン
果汁、ねり胡麻、たまり醤油、クミン粉末、醸造酢、黒果汁、ねり胡麻、たまり醤油、クミン粉末、醸造酢、黒
砂糖、ローストガーリック粉末、黒こしょう粉末、食塩砂糖、ローストガーリック粉末、黒こしょう粉末、食塩

●6308 ●6308 オーガニック バージンココナッツオイルオーガニック バージンココナッツオイル
有機食用やし油 ※原産国名：タイ有機食用やし油 ※原産国名：タイ

●6466 小魚スナック●6466 小魚スナック
馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、醤油（小馬鈴薯澱粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、醤油（小
麦を含む）、えび、みりん、小魚（片口いわし粉末）、砂麦を含む）、えび、みりん、小魚（片口いわし粉末）、砂
糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま・黒いりごま）、ア糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま・黒いりごま）、ア
オサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキスオサ、ハトムギ粉末、小麦胚芽、酵母エキス

●6467 海藻スナック●6467 海藻スナック
馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、
えび、ワカメ、アオサ、砂糖（粗糖）、食塩、ひじき、えび、ワカメ、アオサ、砂糖（粗糖）、食塩、ひじき、

ハトムギ粉末、白すりごまハトムギ粉末、白すりごま

●6468 ごぼうスナック●6468 ごぼうスナック
馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、植物油脂（米油）、
乾燥ごぼう、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま、乾燥ごぼう、砂糖（粗糖）、食塩、胡麻（白すりごま、
黒いりごま）、発酵調味料（小麦を含む）、鰹節粉末、黒いりごま）、発酵調味料（小麦を含む）、鰹節粉末、
ハトムギ粉末、小麦胚芽ハトムギ粉末、小麦胚芽

●6469 野菜スナック●6469 野菜スナック
馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、、植物油脂（米油）、馬鈴薯でん粉（馬鈴薯（国産））、、植物油脂（米油）、
乾燥野菜（にんじん・キャベツ・玉ネギ・ネギ・ほう乾燥野菜（にんじん・キャベツ・玉ネギ・ネギ・ほう
れん草・パセリ）、胡麻（黒いりごま・白すりごま）、砂れん草・パセリ）、胡麻（黒いりごま・白すりごま）、砂
糖（粗糖）、食塩、アオサ、酵母エキス糖（粗糖）、食塩、アオサ、酵母エキス

●78202 赤かぶ甘酢漬●78202 赤かぶ甘酢漬
赤かぶ、砂糖、醸造酢（純米酢）、食塩（天然天日塩）赤かぶ、砂糖、醸造酢（純米酢）、食塩（天然天日塩）

●78208 かつお昆布大根漬●78208 かつお昆布大根漬
大根、食塩（天然天日塩）、食酢、昆布、トウガラシ、大根、食塩（天然天日塩）、食酢、昆布、トウガラシ、
砂糖、かつおぶし砂糖、かつおぶし

●78209 自然栽培らっきょう漬●78209 自然栽培らっきょう漬
らっきょう（国産　肥料農薬堆肥を使わない栽培　無らっきょう（国産　肥料農薬堆肥を使わない栽培　無
農薬）　漬け原材料（醸造米酢・自然栽培米由来　天農薬）　漬け原材料（醸造米酢・自然栽培米由来　天
日塩約３％）日塩約３％）

●78211 からしキュウリ漬け●78211 からしキュウリ漬け
キュウリ（国産）、食塩（天然天日塩）、砂糖、粉からし、キュウリ（国産）、食塩（天然天日塩）、砂糖、粉からし、
醸造酢醸造酢

●78221 バジルペースト●78221 バジルペースト
バジル（よしま農園産）、オリーブオイル、にんにく、バジル（よしま農園産）、オリーブオイル、にんにく、
食塩食塩

●78222 青紫蘇ペースト●78222 青紫蘇ペースト
オリーブオイル、青紫蘇（よしま農園産）、にんにく、オリーブオイル、青紫蘇（よしま農園産）、にんにく、
食塩食塩

●78223 塩にんにくペースト●78223 塩にんにくペースト
にんにく（国産）、米（国産）、漬け原材料　食塩（天日塩）にんにく（国産）、米（国産）、漬け原材料　食塩（天日塩）

●78224 旨辛ジャン●78224 旨辛ジャン
米（国産）、唐辛子、食塩、大豆、にんにく、米飴米（国産）、唐辛子、食塩、大豆、にんにく、米飴

●78242 梅「洋風」ドレッシング●78242 梅「洋風」ドレッシング
梅、紫蘇（飛騨高山よしま農園産　肥料農薬堆肥を梅、紫蘇（飛騨高山よしま農園産　肥料農薬堆肥を
使わない栽培）、大根（国産　肥料農薬堆肥を使わな使わない栽培）、大根（国産　肥料農薬堆肥を使わな
い栽培）、醸造米酢（国内製造 米 100％）、綿実油（国い栽培）、醸造米酢（国内製造 米 100％）、綿実油（国
内製造）、砂糖（種子島産 粗糖）、天日塩、ゆず果汁、内製造）、砂糖（種子島産 粗糖）、天日塩、ゆず果汁、
ローズマリー、ロ―リエ、胡椒ローズマリー、ロ―リエ、胡椒

●78243 玉ねぎ「和風」ドレッシング●78243 玉ねぎ「和風」ドレッシング
玉ねぎ、醸造酢、食用植物性油脂、醤油、砂糖、食玉ねぎ、醸造酢、食用植物性油脂、醤油、砂糖、食
塩、ダシ成分（かつお節、煮干し、昆布、椎茸）塩、ダシ成分（かつお節、煮干し、昆布、椎茸）

●78244 大根「和風」ドレッシング●78244 大根「和風」ドレッシング
大根、醸造酢、食用植物性油脂、砂糖、食塩、香辛料大根、醸造酢、食用植物性油脂、砂糖、食塩、香辛料

表紙・20P・21P・40P原材料

◆グルメクラブチラシについて
グルメクラブのチラシが、今回から「夏号」になりました。

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

■1233	 ピザクラスト

▲1727	 あらびきチキン

■4367	 生姜スープ

「マストミ」の原材料は
P.35に掲載しています。

■レモン龍馬

我が家の定番で、いつも家にストックしてます。

ノンアルなので、家事の合間に抵抗なく飲んでい

ます。� （金沢市　S.Hさん）

■きらず揚げ�黒砂糖

復活して本当に嬉しいです。大好きだったので

ネットで注文してました。�（金沢市　T.Tさん）

２・４週 8554

6389４週のみ
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食品と暮らしの

安全トピック
2022年７月１回

　台所に立つのは億劫だけど、毎日外食では栄養も

偏り、財布の中身も心配になる。そんな悩める現代

人に料理研究家の土井義晴さんが提案するのは「一汁

一菜」という生き方。

　心身ともに健康であるために、今日から実践でき

る簡単料理法も合わせて紹介してくれた。

　家庭料理は今、危機的な状況にあります。その原

因の一つが、食卓には「立派な料理」を並べないとい

けないという思い込み。それが台所に立とうとする

人びとの意欲を削いでいるのではないか。そう思う

のです。そもそも私が疑問に思っていたのは、常に

時間に追われている現代人が、お店で出されるよう

な手の込んだ料理をつくることは、はたして可能な

のかということでした。（中略）

　私の「一汁一菜」という考えは、戦後、欧米の栄養

学における主菜１品、副菜２品の理論を和食に普及

させるため編み出された「一汁三菜」という言葉を意

識した私なりの表現です。もともと和の食にはメイ

ンディッシュという概念はなかったのですが、一汁

三菜という考えがどんどん広まるにつれ、家庭料理

に肉や魚を主菜として取り入れることが増えていき

ます。

　とはいえ、忙しい日でも外食で供されるようなハ

ンバーグを毎回作るのはとても無理な話だと思いま

す。そのような「ご馳走」は時折食べるからこそ「ご馳

走」であって、毎日食べたら飽きてしまうでしょう。

　一汁一菜のコンセプトは、とにかくご飯を炊き、

具のたくさん入った味噌汁さえ作れば食事になると

いうシンプルなものです。（中略）

　それでも中には、「どんな味噌汁を作ればいいかわ

からない」と嘆く人もいますが、答えは簡単。鍋に入

れる具材は何でもいいのです。

　なにも豆腐やわかめ、大根、油揚げといったお決

まりの食材にこだわる必要は一切ありません、トマ

トやピーマン、ある時はソーセージなど冷蔵庫に眠っ

ていた残り物の野菜や前の日の晩に作って余った唐

揚げなんかを入れたっていいじゃないですか。

　そう話すと「そんなものを具にしていいんですか」

と聞く人もいますが、味噌汁に入れていけないもの

なんて決まりはありません。その懐の深さ、万能性

こそが味噌汁の凄味なのです。

　具沢山の味噌汁は必ずしも「だし汁」を用意しなく

ても大丈夫です。自然とそれぞれの具から旨み（水溶

液）が出るので、それだけで十分なんです。味付けが

味噌だけだからこそ、椀の中にある具の味をシンプ

ルに楽しむことができる。なにしろ「味噌と食材にお

まかせ」でいいので、不味くなりようがないのです。

　大切なのは、一汁一菜にはいいお味噌を使ってほ

しいということでしょうか。いいお味噌とは、きちん

と発酵し、昔ながらの製法でよく熟されたもの。

　一汁一菜の利点は他にもあります。一汁一菜を基

本にした変化の少ない単調な暮らしをしていると、

身の回りの微妙な変化も気づけるようになります。

　家庭で季節感を味わうにも、味噌汁は打ってつけ

です。春ならセリや三つ葉、新竹の子などを具にす

るだけで上等な味噌汁に仕上がります。夏なら柔ら

かく煮た冬瓜、焼いた鯵
あじ

を水煮して、赤だしにすれ

ば洒落たものになります。秋は里芋を別鍋で皮ごと

茹でておき、皮を剥いでつぶしてから味噌汁に入れ

ると美味。冬にはゴボウやニンジンなどの根菜を笹
ささ

掻
が

きにして、たっぷり入れると最高においしい。豚

汁にすればボリュームも満点です。どこまでも自由

な一汁一菜の楽しみ方は、繊細さを重んじる日本料

理の本質にも通じるもので、食育にも効果的です。

皆さんの住む地域の地物野菜などをふんだんに使え

ば、おいしく、土地の味を知るきっかけになること

間違いなし。

　心身に不調をきたしている方が多くなっている今

こそ、改めて一汁一菜に目を向けみてはどうでしょ

うか。サウナブームで「ととのう」ということばが注

目を浴びましたが、自らの手で食事を作ることは、

日々の暮らしにリズムを生み、心身を「調
ととの

える」ことに

繋がり、人間として自立できます。

　さまざま情報が飛び交う時代にあっては、自立して

いなければ常に他人の言うことばかりを聞く人間に

なってしまいます。自分のことは自分で決める。一汁

一菜を実践することは自らの人生を築く上でも最高の

きっかけになってくれるのではないでしょうか。

（文：土井善晴　週刊新潮2022.6.9号より抜粋転載）

巷のご馳走ブームに物申す巷のご馳走ブームに物申す
「一汁一菜」で十分！「一汁一菜」で十分！
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地 地元 石川県産

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

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

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

0068

色が白くアクが
少ない上、シャ
キッとした歯触
りが特徴です。

有機北海道有機北海道
長芋カット長芋カット

北海道 清和

約350g約350g

498498円円

有

0201

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

有機小松菜有機小松菜
（島根）（島根）

島根県 ぐりーんはーと他
150g 150g 274274円円

有

0177

殺虫0～
1回/農 薬 化
学肥料不使
用。お 料 理
の彩にも。

愛知ベビーリーフ愛知ベビーリーフ
ミックスカップミックスカップ

愛知県 安田商店
約30g 約30g 194194円円

低

0188
殺虫、殺
菌必要な

時だけ。焼肉
を包んで食べ
るので包み菜
とも呼ばれて
います。

愛知サンチュ愛知サンチュ

愛知県 小久保農園
10枚 10枚 238238円円

低

0042

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

有機人参洗い有機人参洗い
（熊本）（熊本）

熊本県 吉水農園
400g 400g 298298円円

有

0045

有機JAS。小さめサイズの人参
です。

有機熊本有機熊本
小さな人参小さな人参

熊本県 モエアグリ
400g 400g 238238円円

有

0178

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

愛知ベビーリーフ愛知ベビーリーフ
ミックス袋ミックス袋

愛知県 安田商店
約45g 約45g 281281円円

低

0189

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

有機島根有機島根
ほうれん草ほうれん草

島根県 ぐりーんはーと
150g 150g 300300円円

有

0183
有 機JAS。
シャキシャ

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

有機島根水菜有機島根水菜

島根県 ぐりーんはーと
150g 150g 270270円円

有

0163
特栽レ
ベ ル。

サラダや野
菜炒めなど、
食卓に欠か
せない野菜
のひとつ。

愛知キャベツ愛知キャベツ

愛知県 野田
1玉 1玉 389389円円

低

0053
柔らかく火の通りがはやい
です。

愛知にんじん愛知にんじん

愛知県 天野グループ
400g400g  248248円円

無

0209
中 華 料
理や、ク

リーム煮など
の洋風料理に
も使われま
す。淡白でく
せがありませ
ん。

愛知チンゲン菜愛知チンゲン菜

愛知県 大橋
2株（1袋） 2株（1袋） 296296円円

無

0084

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

有機鹿児島有機鹿児島
ビーツビーツ

鹿児島県 東山ベジフル
400g 400g 518518円円

有

0073
農薬化学肥料8
割減。豊富な

食物繊維は、糖尿病
や動脈硬化の予防
に。

北海道ごぼう北海道ごぼう

北海道 和田農園
約35cm 約35cm 324324円円

低

0223

有機JAS。お鍋
にはかかせな
い食材です。

有機春菊有機春菊
（島根、兵庫）（島根、兵庫）

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

有

0225
有機JAS。めものなどの香
りづけや、肉料理の臭み

消し、薬味
など香辛料
として。

有機にんにく玉M有機にんにく玉M

宮崎県 健康家族
2個 2個 259259円円

有

0036

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

高知さつまいも高知さつまいも
（紅はるか）（紅はるか）

高知県 高生連
800g 800g 389389円円

低

0062

有機JAS。
みずみず

しい新玉葱。

有機長崎有機長崎
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

0180

有機JAS。『β-カロテ
ン』『ビタミンC』『ビ
タミンE』が豊富で、
どれも抗酸化作用を
もつ栄養素です。

有機金沢大地有機金沢大地
ベビールッコラベビールッコラ

金沢大地
40g 40g 130130円円

地

有

新



野　　菜

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 626626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  356356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

↑↑



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  356356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  356356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

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

0380
紀州白桃、白鳳、日川白
桃、川中島白桃の中から

その時に出荷できる桃をお渡
しします。

和歌山 ばんじろう村

500g前後（2玉） 500g前後（2玉） 680680円円

和歌山もも和歌山もも
無

0384
減農薬。オレンジとレモンの自
然交雑で誕生したといわれる品

種です。一般的なレモンと比べ表皮
がつるっとしています。

ニュージーランド・ギズボーン地区

2個（200g前後） 2個（200g前後） 360360円円

メイヤーレモンメイヤーレモン（ニュージーランド産）（ニュージーランド産）

低

得

得

新

新

↑↑



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
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お米・お餅・今月のわっぱん

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

お　　米

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

0892 徐1）玄米山のコシヒカリ

0893 徐1）白米山のコシヒカリ
各５kg 2,880円

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

金沢市蓮花町

山下農園のお米

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

たかはし農園

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

たかはし農園（能美市）

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）

1171
5種類のミニパンセット。カ
フェオレあんにはカフェイン
レスのオーガニックコーヒー
を使用。
【原材料】小麦粉、白あん、粗糖、牛乳、
卵、苺ジャム、チョコレート、バター、菜
種サラダ油、小麦粉、イースト、コ
ンデンスミルク、片栗粉、岩塩、
レーズン、コーヒー、ラム酒

夏パンセット

5種×1個470円
1174
少し甘めの生地に、オーガニッ
クレーズンをふんだんに入れ、
トッピングにはアーモンドスラ
イスと粗糖をまぶしました。
【原材料】小麦粉、オーガニック
レーズン、粗糖、卵、脱脂粉乳、
バター、菜種サラダ油、イースト、
アーモンド、岩塩、ラム酒

レーズンマウンテン

1個275円

1172
よもぎの風味がとてもよい生
地に、特注の無添加こしあん
をたっぷり入れました。トッピ
ングの黒ゴマの香ばしさも、
パンによくあっています。
【原材料】こしあん（小豆、砂糖）、
小麦粉、粗糖、牛乳、卵、よもぎ、
バター、菜種サラダ油、イースト、
黒ごま、岩塩

よもぎあんぱん（こしあん）

2個378円
1175
くるみとミネラル豊富な黒糖
を練りこみ焼き上げました。丸
くて重量感のあるパンです。
【原材料】小麦粉、黒糖、甘夏ピー
ル、ライ麦、くるみ、菜種サラダ
油、バター、イースト、菜種サラ
ダ油、バター、岩塩

黒糖ブレッド

250g 427円

1173
バターロール、レーズンス
ティック、クロワッサンといっ
た人気のあるパンを詰め合わ
せた、ちびっこにも大人気の
大変お得なセットパンです。
【原材料】小麦粉、バター、卵、レー
ズン、粗糖、脱脂粉乳、イー
スト、菜種サラダ油、食塩、
ラム酒

ちびっこモーニング

３種×５427円
1176
水俣産の無農薬・無化学肥料
栽培の甘夏を使った甘酸っぱ
いゼリー。
【原材料】甘夏（果汁）、粗糖、レモ
ン、ゼラチン

あまなつゼリー

60g×3個378円

月のわっぱん

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

1232
直営レストランで人気の、もっちり
フォカッチャ生地のピザパン。有機
トマトピュレの上によつ葉のシュ
レッドチーズをトッピング。
【原材料】生地（小麦粉、全粒粉、天日塩）、
具（ナチュラルチーズ（生乳、食塩）、有
機トマトピューレ漬け、オリーブ油、
胡椒、天日塩、（一部に小麦、乳製品を
含む）

ピザパン・トマト＆チーズ

おへそ 2個入756円

１週のみ

冷凍 翌々週

1231 北海道トマトと放牧豚のマルゲリータ
オリジナルトマトソースを使ったシン
プルな定番ピザです。北海道小麦粉の
ピザ生地、チーズを使用。札幌イタリ
アンレストラン「テルツィーナ」の堀川
シェフ監修。
【原材料】生地［小麦粉（北海道産）、オリー
ブ油、イースト、食塩、砂糖］、ナチュラル
チーズ、トマトピューレ（トマト（北海道産））、豚肉（北海道産）、
食塩、バジル、（一部に小麦、乳成分、豚肉を含む）

1枚（約18cm）832円ムソー 翌々週 冷凍

１週のみ

２個378円

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

１個184円

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

3枚 351円

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

冷蔵

得
得
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●●●●●●●●●●ゴーバルの豚肉＆瑞穂牛

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
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。

冷凍
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400g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

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。

1267 カントリーチョップ
200g 648円

この味付け肉は、シチューやハンバーグ、煮込み料理などに
お使いいただけます。玉ねぎやパン粉などを加えますとボ
リュームも増し、柔らかな触感に仕上がります。
【原材料】豚肉、天日塩（モンゴル岩塩）、トマトピューレ、黒砂糖（マ
スコバト糖）、香辛料（黒胡椒・白胡椒・メース・ナツメグ・オー
ルスパイス　バジル等）

１週のみ

得

得
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秋川牧園の豚肉＆惣菜

秋川牧園のお総菜 冷凍１・２週

1542チキンナゲット 200g 495円
【原材料】鶏肉（国産）、小麦粉、鶏卵、砂糖、食塩、ばれいしょでん粉、ホワイト
ペッパー、ガーリック、衣（パン粉、小麦粉、鶏卵、ばれいしょでん粉、砂糖、食
塩、ブラックペッパー）、揚げ油（なたね油）（原材料の一部に大豆を含む）

1545 鶏の生姜焼き 200g 394円
若鶏むね肉のスライスを特製ダレに漬け込んでいます。生姜が効い
た甘辛い味が食欲をそそります。
【原材料】鶏肉（国産）、醤油、砂糖、生姜ペースト、発酵調味料、清酒、ホ
ワイトペッパー、（一部に鶏肉、小麦・大豆を含む）

1546鶏の焼きつくね 180g 417円
大きく食べ応えのある焼きつくねを作りました。柔らかいつくねの中
にアクセントでコリコリ食感の砂肝を入れてあります。
【原材料】鶏肉（国産）、鶏砂肝（国産）、鶏脂（国産））、つなぎ（鶏卵、パン粉、
山芋パウダー）、玉ねぎ（国産)、醤油、鶏脂、発酵調味料、砂糖、食塩、ソー
ス(醤油、砂糖、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、生姜、にんにくペー
スト)、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・卵・やまいも・大豆を含む）

1561	チキンカツ（和風醤油）200g 512円
若鶏のむね肉に、にんにく・生姜・醤油の下味をつけチキンカツに仕
上げました。
【原材料】鶏肉（国産）、醤油、純米酢、生姜ペースト、発酵調味料、砂糖、ニ
ンニクペースト、食塩、レッドペッパー、衣（パン粉、鶏卵、小麦粉、パセリ）

1562	黒豚メンチカツ 120g 374円
ご飯にもパンにも合うおいしいメンチカツです。カラッと揚げていま
す。加熱済み。お弁当のおかずにもぴったりです。
【原材料】豚肉（国産）、玉ねぎ（国産）、パン粉、しょうゆ加工品、なたね油、
鶏卵、牛乳、食塩、香辛料、衣（パン粉、小麦粉、鶏卵、食塩）、揚げ油（な
たね油）、（一部に豚肉・小麦・大豆・卵・乳成分を含む）

1581チキンカツ 150g 447円
下味に塩麹を用いて、鶏卵の旨味を引きだし、サクサク衣に包まれ
たしっとりやわらかなお肉のチキンカツです。塩麹に漬けこんだ鶏肉
独特のほんのりした甘味がおいしさを引き立てます。お弁当にもおす
すめです。
【原材料】鶏肉（国産）、塩こうじ、清酒、ブラックペッパー、衣（パン粉、ばれいしょで
ん粉、鶏卵、小麦粉）、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏卵、小麦、卵を含む）

1567フライドチキン 300g 961円
秋川牧園の鶏胸肉を使用しました。塩麹でお肉の柔らかさと旨味を
加え、コーンフレーク入りの衣でサクサクの食感をプラス。ハーブ
とスパイスが効いたパンチのある味。
【原材料】鶏肉（国産）、塩麹、食塩、ホワイトペッパー、清酒、衣（小麦粉、
ばれいしょ澱粉、牛乳、コーンフレーク、パン粉、チキンスープ、鶏卵、
食塩、ガーリックパウダー、ブラック

1572ピリ辛チキンバー 150g 373円
【原材料】鶏肉（国産）、衣（小麦粉、鶏卵（国産）、チキンスープ、ばれいしょで
ん粉、醤油、砂糖、麦みそ、食塩、レッドペッパー、ガーリック、ブラックペッ
パー、パプリカ）、小麦粉、鶏卵（国産）、なたね油、砂糖、食塩、ばれいしょで
ん粉、麦みそ、ブラックペッパー、ガーリック、ナツメグ、揚げ油（なたね油）

1585鶏炭火焼き 80g 431円
【原材料】鶏肉(国産）、塩（シママース）

1566 砂肝ゆずこしょう炒め 120g 227円
砂肝スライスを、九州地方の独自の薬味である「ゆずこしょう」と国産丸大
豆しょうゆがベースの特製タレに漬け込みました。コリコリとした食感と
ピリッと辛い刺激がくせになる美味しさです。
【原材料】鶏砂肝（国産）、ゆずこしょう、醤油、発酵調味料、食塩、清酒（原
材料の一部に小麦を含む）

1551	手羽先煮物 180g 543円
手羽先独特のぷるんとした皮の食感をお楽しみいただけます。味が
よく染みたやわらかい煮物に仕上げました。
【原材料】鶏肉（国産）、醤油、砂糖、発酵調味料、生姜ペースト、（一部に鶏
肉、小麦、大豆を含む）

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）

1557若鶏ささみ天 200g 490円
ふわふわの衣で包んだやわらかなささみの天ぷらです。薄味になって
いるのでお肉本来の味を楽しめます。うどんや麺類の具にもおすすめ。
【原材料】鶏肉（国産）、醤油、清酒、食塩、衣（小麦粉、鶏卵、ばれいしょで
ん粉）、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉、小麦、大豆、卵を含む）

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

1589 とり餃子 195g（15個入）426円
黒豚の甘みのある脂身を合わせて、一口食べるとお肉の旨味があふ
れ出す「とり餃子」です。お肉の割合を多くし、ジューシーさと満足度
を実現しています。
【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）
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●●●●●●●●●●

1701 布巻き
ロースハム

豚ロース肉をオーガニックの綿
布にくるみスモークします。布
に包まれた上品でやさしい香り
がお楽しみいただけます。

280g前後

1,879円
1711 ショルダー

ベーコン
豚肩ばら肉から作るベーコンで
す｡脂身が少なく 肉が柔らかいの
で様々な料理に利用できます。

250g前後

1,253円

1703 スモークトハム
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
がこの製品の魅力です。

190ｇ前後

1,361円

1721 玄米ウインナー
生地を細挽きにしてから、炊
いた玄米を加えて仕上げた、
ヘルシーなソーセージ。

85g

410円

秋川牧園の鶏肉・ゴーバルのハム・ソーセージ

1729 バジルソーセージ
太めの羊腸に粗挽きの生地を
詰めて作ります。バジルの香
りのするハーブソーセージ。

182g

778円

1705 ボンレスハム
スライス

脂身が少ないのですが大きな固
まりでスモークするのでしっと
りと仕上がっています。

80g

605円

1707 骨付きハム
骨付き肉をスモークして作
ります。骨の髄からうまみ
が溶け出し、深みのある仕
上がりとなります。

１本

1,426円
1719　イタリアン
ローストチキン

親鶏肉をワインで漬け込みローズマ
リーをまぶし炭火でこんがり焼きま
す。イタリアの家庭料理の代表。

85g前後 293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

1735 ビストロソーセージ
通常ゴーバルのウインナーソー

セージ等よりも粗
びきでブツブツし
た食感が楽しめる
ダイナミックな
ソーセージです。

2本（約120g）

540円

秋川牧園（山口県）
1500若鶏モモ肉 300g 680円
豊富なコクと適度な脂のお肉です。唐揚げ、煮しめ、チキ
ンステーキ、焼き鳥、親子丼などに。

1502若鶏ムネ肉 300g 526円
脂が少なくヘルシーなお肉です。唐揚げ、チキンカツ、クリー
ムシチュウなどにどうぞ。

1503 若鶏モモ・ムネ切身
350g 733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
1506 若鶏レバー 150g 274円
1507 若鶏砂肝 200g 330円
コリコリした歯ごたえがたまりません。炒め物、焼き鳥でお
酒のおつまみにもおすすめ。

1508 若鶏砂肝スライス�150g 296円
全植物性飼料で飼育した若鶏の砂ぎもを使いやすいように
スライスしました。炒め物や揚げ物にどうぞ。

1513 若鶏ミンチ 200g 474円
若鶏のモモ肉とムネ肉をミンチにしました。

1515 若鶏手羽先 400g 539円
1518 若鶏ブツ切り 300g 529円
モモ、ムネなどを骨付きでカットしました。唐揚げ、鍋物に
どうぞ。

1520 若鶏小間切れ 200g 467円
モモ、ムネを食べやすく小さくカットしました。炒め物、炊
き込み御飯、親子丼などに。

1526 若鶏せせり 200g 387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

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

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

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

ゴーバルの
ハム・ウインナー・惣菜

惣菜は冷凍冷蔵 １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

1731 ソフトサラミ
天然羊腸に詰めた生地を、発
酵させて仕上げます。スモー
クを少し効かせたセミドラ
イソーセージ。

56g

497円乳

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

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

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

得

得
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●●●●●●●●●●お総菜・水産物・練り物

惣　　菜

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

120g 819円冷凍

パプアニューギニア海産

１・３週

2364
北海道近海、噴火湾・胆振地
方で水揚げされた新鮮なスケ
ソウタラの卵を生のまま平釜
造りのシママースのみで漬込
みました。
【原材料】スケソウタラの卵、
食塩

北海道近海産

無着色たらこ

60g 702円
翌々週 冷凍

１週のみ

1858

ムソー

有機金時煮豆
北海道産有機金時豆をコ
クある程よい甘さに仕上
げた有機認定商品の煮豆
です。
【原材料】有機金時豆、有
機砂糖、有機黒糖、有機
みりん、麦芽水飴

125g410円
翌々週

１週のみ

1859

ムソー

有機大豆煮豆
大豆と昆布をこだわりだ
しで煮込んだ有機認定商
品の煮豆です。
【原材料】有機大豆、有機こ
んにゃく、有機砂糖、昆布、
有機だし、有機みりん、有機
醤油、食塩、昆布だし、水酸
化カルシウム（原材料の一
部に小麦、さばを含む）

145g410円
翌々週

１週のみ 1860

ムソー

有機黒煮豆
有機黒煮豆、有機砂糖、
有機黒糖を使用し、ほど
よい甘さに仕上げました。
【原材料】有機黒大豆（国産）、
有機砂糖、有機黒糖、有機み
りん、麦芽水飴、食塩

125g410円
翌々週

１週のみ

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

2305 釜揚げしらす

かくまつ岩松商店（かもめや）

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。

70g443円

１・３週

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

1852
有機ひよこ豆使用。煮
るのに時間がかかって
いたひよこ豆がすぐに
手軽に使用できます。
【原材料】有機ひよこ豆（ア
メリカ産）

有機ひよこ豆の水煮

オーサワ 230g302円

１週のみ

1850 うずらの卵・水煮
独自の給餌・飼育
方法でうずら卵を
生産、水煮にしま
した。安全性と甘
味のある美味しさ
が特徴です。
【原材料】うずら卵（愛知県産）、食塩

ムソー 6個×2416円
翌々週

１週のみ

1867
国内産小豆を使った
「小豆の水煮」です。
手作り餡の材料や、
小豆カボチャなどの
料理にお使いくださ
い。

小豆の水煮

ムソー 230g259円
翌々週

１週のみ

1854
厳選した材料を、手作りで
仕上げたなめたけ。食物繊
維が豊富で、塩分も３％。う
す塩味のなめたけです。
【原材料】信州産えのき茸、国
産丸大豆醤油（大豆、小麦を含
む）、きび粗糖、食塩、煮干し
だし、鯖節だし、酵母エキス、
米酢

本造なめたけ

小林農園（ム） 200g324円

１週のみ

翌々週

練 り 物

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週高橋徳治商店 冷凍

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

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

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

2635
三陸産の牡蠣は身がぷりっと引き締まり味も濃厚なのが
特徴です。生食用出荷のものと比べ加熱用牡蠣は旨味が
さらに増し、フライ用のパン粉を付けても牡蠣の旨味は
損なわれることなく味わえます。
【原材料】カキ（国産）、衣（パン粉（小麦粉、ショートニング（パーム
油）、全卵、酵母、砂糖、食塩）、小麦粉、おから粉（大豆（遺伝子
組換えでない）を含む）

カキフライ

高橋徳治商店 240g745円

１・３週

揚げて下さい冷凍

2634 ささがきごぼうさつま揚げ

130g401円
国産の助宗タラのすり身に国産のさ
さがきごぼうを混ぜ、食べやすいサ
イズで揚げました。おかずはもちろ
んおつまみにも最適な商品です。
【原材料】魚肉（タラ（国産））、ごぼう（国産）、煮だし汁（カツオ、
サバ）、馬鈴薯澱粉（国産・遺伝子組み換えでない）、発酵調味料、
砂糖、カツオエキス、食塩、食用米油（揚げ油）

１・３週

得

得

得
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鮮魚・水産品山三商店の水産物・海藻類

2504 天日干し宗八カレイ
1匹170g以上 519円

羅臼産の宗八カレイを天日干しに致しました。淡白な味だ
けど旨味が強く、脂のりが良いですが、さっぱりとした脂
です。独特の香りがございます。

2505 天日干し縞ホッケMフィレ－
200g以上 708円

脂の乗った大型のロシア産縞ホッケを天日干しにして
フィレーにしました。冷凍のまま弱火で焼いてください。

2507 天日干し柳カレイ
� 中２尾（250～280g）613円
なめたガレイを、天日塩で塩をし潮風で浜干し。

2508 天日干鯖フィレー
Mサイズ（２枚約250g）463円

丸々と太って脂の乗った700g台の釧路産の真鯖を半身
フィレーにして塩水漬けにして1日の気温差が10℃になる
10月末に天日干しにします。

2509 天日干しコマイ 150g 334円
小さめのコマイを塩のみで調味して天日浜干しにて仕上げ
ました。さっと、焙って酒の肴に。

2512 天日身欠きにしん
300g 539円

皮目にキズがあるためB品。味は損傷ありません。

2513 天日干しニシンM開き
１尾 539円

脂ののったノルウェー産のニシンの天日干し。

2515 旬カレイ切身
� ２～３切（約300g）615円
2519 糠サンマ 2匹 801円
2520 しじみ貝（網走産）

200g 594円

網走湖は、川底が深いため、海から絶妙な塩分が届きシ
ジミの生育に適しヤマトシジミの重要な生息地でもあり
ます。砂だしをしてあります。

2521 灯台つぶ（煮つぶ）
150g710円

白糠沿岸で採れた灯台ツブです。身がむっちりとしていて
味が濃厚なのが特徴です。

2522 ミズ蛸（煮ダコ）200g 558円
2524 生サンマ（Mサイズ）

2匹（230～ 240g）801円
根室産の脂ののったサンマのＭサイズを使用してお求め易
く致しました。おなか出ししてません。

2526 真イカ煮物用 ２杯� 521円
2529 サクラマスフィレー

250g799円
北海道東部白糠沿岸で獲れた旬のサクラマス（本鱒）を半
身のフィレーにしました。

2534 カスベ（エイ）の切り身
250g 483円

エイを切り身にしました。癖がなく淡白でカレイのような
食感。唐揚げにして骨ごと食べてみて！

2535 アイナメフィレー
330g708円

醤油だれで焼いたり、塩焼き・煮付け・唐揚げ・潮汁味
噌汁・みりん漬けなどで。

2538 ピリ辛サンマ 2匹801円
脂の乗ったサンマを食べやすいようにヘッドカットし、向
井珍味堂さんの一味使ってピリ辛の醤油漬けにしました。
（醤油は足立醸造さんの国産有機醤油）　焦げやすいので弱
火で焼いてください。
【原材料】サンマ（北海道）、国産有機醤油、三河本みりん、
一味唐辛子

2539 サンマぶつ切り
６切れ951円

新巻鮭よりも水分を抜くため目方は減りますが、こうす
ることにより鮭の脂を引き出し旨みが増します。その山
漬けされた秋鮭を適度に塩抜きをして切り身にしました。

2548 秋鮭山漬切身�２切577円
2549 時鮭山漬けほぐし鮭

100g708円
時鮭の山漬けを蒸して手ほぐしで皮・骨を取り除き、国
産有機醤油と純米酒を使い山漬け鮭の風味を損ねない程
度の味付けをしました。

2550 秋鮭ステーキ用
300g 708円

白糠沖の定置網で獲れた新鮮な大型のオスだけを使っていま
す。生のままフィレーに致しました。ステーキ用の牛肉同様に
ステーキにしたり、バター焼きやムニエル、鍋物にも最適です。

2555 ホタテ貝柱
140g（3～ 4個）914円

肉厚で味が良いと言われている野付産帆立の貝柱を殺菌剤
を使用せず、紫外線殺菌された海水で洗浄後、急速冷凍し
ました。

2557 時鮭フィレー 250g 895円
道東地区で獲れた格別脂の乗った鮭を生のままフィーレ
にしました。ムニエルやフライに。

2558 時鮭一塩切り身 ２切764円
道東地区で獲れた脂の乗った時鮭を切身にして振り塩で甘め
の塩鮭にしました。そのまま焼いてお召し上がり下さい。

2560 真鱈の昆布じめ
150g 708円

白糠前浜で獲れた旬の寒ダラを一切の添加物を使わずに白
糠産の昆布のみでしめました。白糠産の昆布は三石昆布と
同じ種類の昆布です。
【原材料】真鱈、三石昆布

しっでぃぐりーん山三商店からの直送！冷凍鮮魚
北海道阿寒町

海　　藻

2701
北海道日高産天然昆布コクと旨み
があるだしがとれる。便利なカッ
トタイプで使いやすい。
【原材料】昆布（北海道産）

日高産カット出し昆布

オーサワ 80g702円

１週のみ 2702
北海道日高産天然昆布柔らかく煮上が
り早い。肉質がやわらかい。
【原材料】昆布（北海道産）

日高産早煮昆布

オーサワ 100g1,028円

１週のみ

2715

北海道日高産天然みついし昆布
100％の極細切り。野菜に混ぜて
浅漬けに、混ぜごはんやお茶漬
けに。

30g356円

刻みみついし昆布

オーサワ

１週のみ

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

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

35g421円

１・３週

翌々週

2731
伊勢志摩の海で育ったあら
めを、潜水などで収穫した
あと天日乾燥し、刻み加工
を行いました。煮物にして
お召し上がりください。

あらめ

ムソー 30g285円

１週のみ

翌々週

１週のみ 冷凍 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

得

得

得
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シリアル・レトルトご飯・豆・雑穀・ごま

シリアル

2817
国内産原料100％。十種の穀物をブ
レンド。ほのかな甘み、軽い食感　
油脂不使用です。
【原料名】甜菜糖、玄米・白米、丸麦、
もち黒米、もち玄米・たかきび（岩
手産）、食塩（青い海）、はと麦・も
ちきび・もちあわ・うるちひえ（岩
手産）

十穀シリアル

オーサワ 150g596円

１週のみ2816
国内で有機栽培された小麦のシリ
アルです。国産小麦本来の豊かな
風味と、噛むほどに広がるおいし
さをお楽しみください。
【原料名】有機小麦ふすま、有機小麦粉、
有機コーンミール、有機ココナッツ、有
機ココナッツシュガー

まるごと有機のブランチップス

ムソー 160g 400円

１週のみ

翌々週

ごはん・おかゆ

2832
北海道産特別栽培米「あやひ
め」の玄米を圧力釜で丁寧に炊
きあげ、お手軽に召し上がれる
パックごはんに仕上げました。
【原材料】玄米（北海道産）

玄米ごはん・助っ人飯米

ムソー 160g 205円
翌々週

１週のみ

2833
北海道産特別栽培米「ななつぼ
し」を丁寧に炊きあげ、お手軽
に召し上がれるパックごはん
に仕上げました。
【原材料】うるち米（北海道産）

白米ごはん・助っ人飯米

ムソー 160g 216円
翌々週

１週のみ

豆・雑穀・ごま

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。
【原材料】ひえ

2854 ひえ（岩手県産）１・３週

ムソー 200g778円翌々週

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

2853 もちあわ（北海道産）１・３週

ムソー 150g 842円翌々週

ムソー・コーンフレーク

有機JAS認定品。国産有機玄米を使用し、
玄米の高栄養分を丸ごと摂れるよう加工
したシリアル食品。離乳食として、大人の
朝食やスナックにもどうぞ。
【原材料】国産有機玄米

2803 有機玄米フレーク・プレーン

150g 432円

2804 有機玄米フレーク・フロスト
「国内産有機玄米」を手軽に召し上がれるよ
う加工した、有機JAS認定のシリアル食品
です。砂糖をコーティングした、ちょっぴ
り甘いフロストタイプ。
【原材料】有機玄米、有機砂糖

150g 432円

2802 OGコーンフレーク・フロスト
オーガニックコーングリッツを使用したシ
リアル食品。オーガニックシュガーをコー
ティングした、ちょっぴり甘いフロストタ
イプのコーンフレークです。
【原材料】有機コーングリッツ、有機砂糖、
食塩

150g 421円

2801 プレーンOGコーンフレーク
オーガニックコーングリッツを使用し、
オーガニックシュガーと天塩で薄味に仕上
げたプレーンタイプのシリアル食品です。
【原材料】有機コーングリッツ、有機砂糖、
食塩

150g 410円

１週のみ 翌々週

2861
薬食兼備の漢方的な食べ物。歯応えとコ
クがあるので、お米に混ぜて炊くだけで
なく、スープ、サラダなど和洋を問わず
使い道豊富です。
【原材料】栃木県産ハトムギ粒

国内産はとむぎ

桜井食品 150g 626円翌々週

１週のみ

2925
北海道産で栽培された有機JAS認定
の金時豆です。煮豆、コロッケ、豆
サラダや甘納豆にご利用下さい。

国内産有機・金時豆

オーサワ 300g1,004円

１週のみ

軽く炒り上げた黒胡麻をすりつぶしペース
ト状にしました。和え物・胡麻だれの他、
蜂蜜と混ぜてパンに塗っても美味です。
【原材料】黒ごま（ミャンマー）

苦味が出ないよう、軽く炒り上げた白ごま
を、皮を剥かずにすりつぶしペースト状に
しました。和えもの、ごまだれなどにご利
用ください。
【原材料】白ごま（ガテマラ）

ムソー

2912 黒練り胡麻

2913 白練り胡麻

各240g756円

翌々週

翌々週

１週のみ

胡麻を香味豊かに炒り上げて、クリーム状に
なるまですり潰したまろやかな胡麻です。胡
麻豆腐、しゃぶしゃぶのたれ、胡麻和え、胡
麻ドレッシングなどに。
【原材料】黒ごま

クリーム状の胡麻ですから、胡麻の栄養分が吸
収しやすく、大変使いやすいチューブ入りです。
【原材料】白胡麻（ホンジュラス産）

大村屋

2921 黒ねり胡麻チューブ

2923 白ねり胡麻チューブ

各160g 583円１週のみ

翌々週

翌々週

2783

2784

2785

コロコロサイズのたっぷりドライアップルとシナモンの
香りが絶妙。
【原材料】有機オーツ麦、有機乾燥りんご、有機デーツパウダー、
有機シナモン

お湯を注いで 混ぜて ３分で完成！
（豆乳やアーモンドミルクもおススメ）

爽やかな酸味とほのかな甘みがバランスがいい。後味さっぱり。
【原材料】有機オーツ麦、有機デーツパウダー、有機乾燥果実（ラ
ズベリー、ブルーベリー、クランベリー）

素材のまろやかな甘み、オートミールが初めての方も食
べやすい。
【原材料】有機オーツ麦、有機デーツパウダー、有機バナナパ
ウダー、有機乾燥いちご、有機ココナッツパウダー

バナナ＆ストロベリー

AUGA 各60g 432円

AUGAのオーガニック
フルーツオートミール

１週のみ翌々週

アップル＆シナモン

ワイルドブルーベリー

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

ムソー

１・３週

800g518円翌々週

2807
有機オート麦100％滋味深く自然な甘み
食べやすいフレークタイプ。（食物繊維
豊富：3.9g/40g）豆乳やライスミルクな
どをかけて。スープやヨーグルトのトッ
ピングなどに。粥や菓子の材料に。
【原材料】有機オート麦(フランス産)

有機オートミール

エルサンク 250g 390円

１週のみ

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

↑得 得

得
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●●●●●●●●●●こんにゃく・豆腐・豆乳・納豆

納豆・テンペ

豆腐・揚げ・豆乳

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

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

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

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

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

白峰・山下ミツ商店の豆腐・揚げ 消費期限：製造日より３日

3121 ミツの堅（堅豆腐）
300g 391円

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

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

150g 288円
3124 ミツの綿（木綿豆腐）

300g 309円
3125 ミツの絹（絹豆腐） 

200g 206円

滑らか絶品絹豆腐です。冷や奴、湯豆腐などに。

3126 ミツの朧（おぼろ豆腐） 

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

3127 ミツの朧・豆乳入り
220g 361円

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

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

１枚 309円
3134 ミツの三角あげ（生揚げ）

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

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

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

00010 定期 202円

１・２・４週

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

こんにゃく

3335
幻といわれる高品質のムカゴこんにゃ
く芋を原料とし、味がしみやすく、こ
んにゃく特有の臭みのない、とても美
味しい糸こんにゃくです。乾燥してい
るので、長期保存が可能なのも特長。
【原材料】水飴（タピオカ）、タピオカで
ん粉、こんにゃく粉、水酸化Ｃａ、ク
エン酸

ぷるんぷあん（乾燥糸こんにゃく）

トレテス（ム） 25g×10 594円

１週のみ

翌々週

3337
無農薬で栽培されたこんにゃくを
使用。お米と一緒に炊いてカロリー
ダウンを図れます。
【原材料】んぷん、こんにゃく粉、貝カ
ルシウム、水酸化カルシウム、クエン
酸

粒こんきらり

トレテス（ム）

65ｇ×5袋994円

１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

登喜和食品

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

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

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

3537 大粒・十勝の息吹
2P（40g×2）240円

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

冷蔵 3538 ひきわり・十勝の息吹
2P（40g×2）240円

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

00012 定期 234円
3531 登喜和

3P（40g×3）245円
北海道産小粒大豆を低圧で蒸煮し食べや
すいマイルドな味に仕上げました。
【原材料】北海道十勝産小粒大豆

00011 定期 240円
3536 十勝の息吹小粒カップ

3P（30g×3）272円
ご飯と一緒に食べやすい小粒納豆
です。
【原材料】北海道十勝産ユキシズ
カ大豆

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

↑

得

得
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納豆・梅干・漬物・だし・つゆ

3976
宮崎県産の大根を使い代々伝わる独自の
製法により長時間漬け込んだ素朴ですば
らしい味がひきだされた沢庵。冬の寒風
でやぐら干ししました。
【原材料】干しだいこん、大根葉、漬け原材料（米
ぬか、麦芽水飴、食塩、純米酢）

本干たくあん

ムソー 200g 508円翌々週

１週のみ

3854
宮崎県産らっきょうをじっくり乳酸
発酵させ、甘酢でアッサリと漬けま
した。漬け原材料は、国産のきび砂
糖、鹿児島県福山町の壺仕込みの米
酢、天日塩を溶解し平釡で炊き直し
た塩を使用しています。
【原材料】らっきょう、漬け原材料（砂
糖、米酢、食塩）

宮崎県産甘らっきょう

上沖 100g 454円

１週のみ

翌々週

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

井村さんの有機納豆

小杉食品 90g 288円冷蔵

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

梅干・漬物

3984
国内産減農薬割り干し大根・昆布・人参
使用。パリパリとした歯応えとさわやか
な酸味。天然醸造調味料使用で玄米ごは
んによく合う味わいです。
【原材料】割り干し大根（国内産）、昆布・
人参（国内産）、胡麻（パラグアイ産）、唐
辛子（国内産）、漬け原材料［米飴、醤油、
本みりん、梅酢、米酢、酵母エキス］

国産大根使用のぱりぱり漬け

オーサワ 120g 367円

１週のみ

4027
浅漬けから本漬けまで、ぬかみその味と香りが
スピーディーに作れます。米ぬかを酵母菌、乳酸
菌で発酵させることにより、ぬか漬風味のおい
しさを作り出しています。アミノ酸調味液、化学
調味料、安定剤などは一切使用しておりません。
【原材料】米ぬか麹（米（国産））、米糀（米（国産））、
食塩、酵母菌、乳酸菌

麹屋甚平浅漬けの素 

マルアイ 500㎖ 389円

１週のみ

翌々週

米ぬかを麹化し、古いぬ
か床から取り出した乳酸
菌、酵母菌で発酵熟成し、
ぬかの旨みを引き出した
ぬか床です。

麹屋甚平熟成ぬか

マルアイ（ム）

4035 ぬか床（容器入り）

4036 ぬか補充用

１週のみ

1.2㎏864円
400g 292円

翌々週

かつお節・だし・つゆ

4102
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

野菜でうまみ（食塩無添加）１・３週

ムソー 3.5ｇ×6378円翌々週

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１・３週

ムソー

4100 5g×30
4101 5g×8

1,296円
410円

翌々週

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

3711
国産大根使用熟成による奥深い味わいと、
乳酸発酵による強い酸味。昔懐かしい味
わいのすっぱいたくあんです。刻んで
チャーハンやお茶漬けにしてもおいしく
いただけます。
【原材料】大根（九州・山形産）、漬け原材料[糠
（国産）、食塩（ふんわりいそ塩）、昆布（北海
道産）、渋柿の皮（和歌山産）、唐辛子（国産）]

オーサワの熟成たくあん

オーサワ 120g 388円

１週のみ

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

いりこだし・だし亭や１・３週

ムソー

4109 8g×8袋
4110 8g×30袋

410円
1,404円

翌々週

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

かつおだし・だし亭や

ムソー

4111 8g×8袋
4112 8g×30袋

410円
1,404円

翌々週

１・３週

4118
煮物にも丼ぶりのつゆにもお使いいた
だけるかつおだしが効いたつゆです。
難しい煮魚も容器側面のレシピ通りに
作れば、どなたでも、美味しい煮魚が
作れます。煮魚・筑前煮・牛丼・焼き
鳥のタレなど。
【原材料】醤油（本醸造）、風味原料（かつお節）、三温糖、
みりん、酒、食塩、醸造酢、酵母エキス

煮っころ丼々

節辰商店 500㎖464円

１週のみ4117
創業安政元年老舗ならではの伝統の味。天
然素材をそのままパック詰め。化学調味料
は使っていません。離乳食や減塩食にもお
ススメ！
【原材料】煮干し（いわし）、か
つお節、むろあじ節、椎茸、
昆布、飛魚（あご）煮干し

6種国産原料のだしパック

節辰商店

１週のみ

12g×12387円

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

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

変

得
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かつお節・だし・つゆ・ふりかけ・みそ汁・スープ

ふりかけ・みそ汁・スープ

4336 わかめみそ汁 
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。

4337 赤だしわかめみそ汁 
粉末赤味噌を主原料にした即席みそ汁。

１・３週日食 各9g×6��340円

4320
自家製農薬不使用梅を赤じそ
で漬け込み、その赤じそを真
夏の天日で干して丁寧に手作
業で粉末にしました。
【原材料】自園農薬不使用赤じそ・梅
漬け時の梅酢・自然塩

ばあちゃんのシソ粉

もず農園 40g309円

１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（高生連）

3g×8486円

4120
本醸造しょうゆに、みりん・かつお節
エキスなどを配合した風味豊かな濃縮
タイプのめんつゆです。うどん・そば・
そうめんなどに。
【原材料】しょうゆ（本醸造）、水飴、みりん、
かつおエキス、砂糖、酵母エキス、（原材料の
一部に小麦・大豆を含む）

めんつゆ濃縮タイプ

ムソー 360㎖486円

１週のみ

翌々週

パワーがつく食用料理の一つ。根菜に八丁味噌を合わせごま油で
時間をかけて炒りました。玄米ごはんにぴったりのふりかけです。
【原材料】味噌（大豆を含む、国内製造）、有機練りごま、ごま油、有機れんこん、
有機にんじん、有機ごぼう　

鉄火みそふりかけ

無双本舗 4310 ビン 75g 540円 4311 袋 75g 497円

１週のみ

翌々週

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

4281
化学調味料や着色料などの添加物は一切使用しておりません。鳴門海峡の
荒波に揉まれ肉厚に育った香り高いわかめと希少な国産ごまと奥能登の海
水塩だけで作られた安心・安全なふりかけです。
【原材料】わかめ（徳島）・白ごま（国産）・海塩（石川）

久司道夫のわかめふりかけ １・３週

能登製塩 50g 690円

4364
一口目から磯の香りが広がり、噛ん
だ瞬間のぷりぷり食感と、心地よい
弾力が感じられます。
【原材料】磯の香りが広がる具材たっぷりのわ
かめスープでん粉分解物、でん粉、しょう油、
食塩、ホタテエキス、酵母エキス、砂糖、オイスターエキス、
発酵野菜粉末、香辛料、具（わかめ（鳴門産）、白ねぎ、ごま）/
酸化防止剤（V.E)

わかめスープ

コスモス食品 6.4g×2302円

１週のみ 4368
ボリューム感たっぷりで、とろりと
した新感覚の食べる海苔スープ。
【原材料】しょう油、コチュジャン、でん粉分
解物、かつお昆布だし、かつお節エキス、食塩、
昆布エキス、砂糖、酵母エキス、でん粉、発
酵野菜粉末、ごま油、寒天、香辛料、具（焼
き海苔（生海苔（有明海産））、ごま）/酸化防止剤（V.E）

焼き海苔スープ

コスモス食品 8.3g×2389円

１週のみ4366
野菜本来の味わい深い甘みとコクが
味わえます。隠し味に国産チーズと
コチュジャンを加えることで、うま
みを引き出しました。
【原材料】トマトペースト、砂糖、ポークエキス、醸造調
味料、コチュジャン、ブイヨン、オニオンエキス、でん粉分解物、でん粉、バ
ター、食塩、チキンエキス、発酵野菜粉末、酵母エキス、香辛料、具（ロース
トキャベツ（キャベツ（国産））、ほうれん草、ローストオニオン、プロセス
チーズ、乾燥バジル）/酸化防止剤（V.C、V.E)

ミネストローネ

コスモス食品 13.2g×2389円

１週のみ

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

4362
「健康×美味しい」を考え、ケールの
ほのかな苦味の中に、しっかりとと
ろけるように炒めた野菜の甘みをプ
ラスしました。
【原材料】ケール粉末、砂糖、ブイヨン、でん
粉分解物、オニオンエキス、バター、食塩、でん粉、チキン
エキス、発酵野菜粉末、香辛料、酵母エキス、具（ローストキャ
ベツ（キャベツ（国産））、ローストオニオン）/酸化防止剤（V.E)

ケールスープ

コスモス食品 10g×2389円

１週のみ 4363
淡路島産の玉ねぎを4時間じっくり炒めて
作りました。黒コショウを入れ、玉ねぎ
の甘みにアクセント。1食あたりに小玉ね
ぎ約半個分が入っています。
【原材料】小麦発酵調味液、チキンエキス、ポー
クエキス、ローストオニオンペースト、でん
粉、黒砂糖、酵母エキス、食塩、香辛料、発酵野菜粉末、カ
ラメルソース、具（ローストオニオン（玉ねぎ（淡路島産）））/酸
化防止剤（V.E)

オニオンスープ

コスモス食品 9.4g×2302円

１週のみ

4162
8種類の有機野菜でつくったこだわりポ
タージュ。トマトとにんじんをベースに、
甘味料をつかわずに有機野菜の旨みと
甘みを引き出しました。
【原材料】有機にんじんピューレー[有機にんじん（国産）、か
ぼす（国産）]、有機トマトペースト（スペイン・アメリカ・ポ
ルトガル・イタリア産等）、有機にんじん濃縮汁（国産）、有
機野菜汁[有機小松菜・エンサイ・つるむらさき・モロヘイ
ヤ・すだち果汁・玉ねぎ・青じそ（国産）]、食塩（天日塩）、有機
オリーブオイル（イタリア産）、こしょう（マレーシア産他）

有機ポタージュ（トマト＆にんじん）

オーサワ 140g 335円

１週のみ

4163
国産有機野菜でつくったこだわりポ
タージュ。かぼちゃとにんじんをベー
スに、甘味料をつかわずに有機野菜の
旨みと甘みを引き出しました。
【原材料】有機かぼちゃピューレー [有機か
ぼちゃ（国産）]、有機にんじん濃縮汁[有機
にんじん（国産）]、有機馬鈴薯でん粉[有機
じゃがいも（国産）]、食塩（天日塩）

有機ポタージュ（かぼちゃ＆にんじん）

オーサワ 140g 335円

１週のみ

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

4134
イタリア産有機トマトと国産トマトに自家
製野菜ブイヨンを合わせた、ガーリックと
ハーブが香る本格イタリアンの万能つゆ。
【原材料】国産野菜ブイヨン（たまねぎ、にん
じん、セロリ、にんにく）、有機トマトジュー
ス漬（トマト（イタリア産））、トマトピュー
レー、チキンエキス、オリーブオイル、食塩、
砂糖、でん粉、にんにく、香辛料（黒こしょう、
ローレル）

冨貴のめんつゆイタリアントマト

冨貴 200g 322円

１週のみ

翌々週

4135
国産レモンと沖縄海塩で作った自家製塩
レモンで、さっぱりとした味わいに仕上
げました。魚介の旨みと香味油の香りが
美しい万能つゆです。
【原材料】とりがらスープ（鶏（国産））、レモン
果汁、香味油、食塩、ナンプラー、塩レモン、
チキンエキス、魚介エキス（煮干し、いわし）、
でん粉

冨貴のめんつゆ塩レモン

冨貴 200g 322円

１週のみ

翌々週

4136
すりごま・練りごま、ごま油をバランスよ
くブレンドし、コクのある味わいに仕上げ
ました。旨みのある味噌とマイルドな豆乳、
ピリ辛のラー油が味わえる万能つゆです。
【原材料】豆乳（大豆（国産）（遺伝子組み換え
でない））、ごま（すりごま、練りごま）、ごま
油、味噌、醤油（小麦を含む）、砂糖、豆板醤、
ポークエキス、チキンエキス、食塩、でん粉、
辣油、花椒粉

冨貴のめんつゆごま味噌豆乳

冨貴 200g 322円

１週のみ

翌々週

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

だし香るそばの友

マエカワテイスト
500ml940円
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ふりかけ・乾物・大豆加工品・小麦粉・粉類

乾　　物

4514

佐の川園

水で戻すとゼラチン質で、
コリコリとした食感とプル
プル状態に戻ります。きく
らげは、豊富な栄養素とし
てもよく知られています。

乾燥きくらげ（丸）

20g309円

１週のみ4509

オーサワ

緑豆はるさめ
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。
【原材料】緑豆でんぷん（中国 山
東省産）

100g216円

１・３週 4525
国産。農薬・化学肥料不使用で
えごま100％。香ばしくさくさく
とした食感。ふりかけやドレッ
シングなどにどうぞ。
【原材料】えごま（国産）

焙煎えごま（数量限定）

和田萬商店 100g 853円

１週のみ

4501 かんぴょう
栃木県産の天日干しした無漂白
のかんぴょうです。もどりの良
い上質のかんぴょうは、味・香
りとも最高の一品です。
【原材料】ゆうがおの実（栃木県産）

40g529円ムソー

１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

からだにごちそう！有機玄米ポタージュシリーズ。
そのまま常温でも食べられます。有機野菜の甘味
と旨味を生かしました。

4385 有機玄米ポタージュかぼちゃ
【原材料】有機かぼちゃ（国産）、有機たまねぎ（国産）、有機
玄米、なたね油、食塩

4386 有機玄米ポタージュにんじん
【原材料】有機にんじん（国産）、有機たまねぎ（国産）、有機
玄米、なたね油、食塩

4387 有機玄米ポタージュごぼう 
【原材料】有機ごぼう（国産）、有機たまねぎ（国産）、有機玄米、
なたね油、食塩

4388 有機玄米ポタージュさつまいも
【原材料】有機さつまいも（国産）、有機たまねぎ（国産）、有
機玄米、なたね油、食塩

4397 有機玄米ポタージュあずき 
【原材料】有機あずき（国産）、有機たまねぎ（国産）、有機玄米、
なたね油、食塩

冨貴食品のレトルトポタージュ

各135g 322円１週のみ 翌々週

大豆加工食品

小麦粉・パン粉・粉類

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。���

4711
北海道の低アミロース米（粘りがあって柔
らかな米）のさきがけとしてデビューした
「あやひめ」。ミルキークィーン以上の柔
らかさ、粘りと甘み、そして香り。際立っ
た個性がを隠れた名品種にしました。だ
んごをつくる際は上新粉と白玉粉を混ぜ
ることが多いですが、この上新粉だけで
ももちもちとしただんごができます。
【原材料】うるち米（北海道産）

上新粉（特別栽培米あやひめ使用）

ムソー 200g410円

１週のみ

翌々週

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。
【原材料】国内産もち米

純白玉粉 １・３週

ムソー 150g302円翌々週

4487
大豆をツナ風に加工しフレーク状
に仕上げた植物たん白食品です。
サラダ、サンドイッチ、卵焼きなど、広くご利用いただけ
ます。コレステロールはゼロです。
【原材料】大豆たんぱく(遺伝子組換えでない）、植物油脂、
植物性粉末ブイヨン、香辛料、砂糖、塩（原材料の一部に
小麦を含む）

ベジツナ

三育フーズ（ム） 90g 346円翌々週

１週のみ

4749
北海道常呂郡常呂町・斜里郡斜里町の契約農家で
契約栽培された馬鈴薯を、斜里岳から流れる良質
の天然水に晒して製造された純度の高い馬鈴薯澱
粉（片栗粉・粉末）です。

片栗粉

桜井食品 200g 248円翌々週

4669
有機うるち米55％と有機もち米45％を使
用。だんご粉として最も良い配合で精粉し
ました。石臼と杵を使った独自の「杵びき
製粉」で粉の温度を上げることなく製粉し
ているで、風味がよく、均一で粒子の細か
いだんご粉です。もちもちしただんごが出
来あがります。
【原材料】有機うるち米（国産）、有機もち米（国産）

国産有機白玉だんご粉

桜井食品 150ｇ480円翌々週

１週のみ

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

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4567 北海道産
全粒粉使用くるまふ

北海道の大自然の恵みを生かし北海道産
にこだわった全粒粉使用車麩です。グル
テンから工場で一貫製造。
【原材料】小麦グルテン（北海道産）、全粒小麦
粉（北海道産）

ムソー ６枚入（55g）432円翌々週

１週のみ

4569 切り板麩
北海道産小麦粉使用。風味よくしっか
りとした食感です。汁もの、煮物、炒
め物に。
【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 40g281円

１週のみ



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12個216g 454円⇒443円

肉餃子91501
新鮮な豚肉、野菜を信州塩尻の地酒笑
亀を醸す麹で作った塩麹で熟成しました。

口福広場

１週のみ

得約80g 497円⇒486円

煮穴子細切カット2299
無添加のたれでじっくり煮込んだ後カットし
たあなご。

対馬水産 得1kg 3,434円⇒3,240円

冷凍有機ブルーベリー0358
カナダの大自然の中で育った野生種のブ
ルーベリーです。収穫したブルーベリーを自
然の風味そのままにすぐに冷凍しました。

ムソー

得123g 178円⇒173円

冷やしらーめん4856
めん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。甘味をおさ
え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。

桜井 得78g 605円⇒574円

ロースハムスライス1704
無添加のハムは最後までなかなか食べきれ
ないという方のご要望にお応えし、一回で
食べきれる量にロースハムをスライスして
パックにしました。 

ゴーバル 得直径8cm×5枚 680円⇒660円

ミニネギ焼き91411
直径約8㎝の小さなネギ焼きです。お弁当
のおかずや夜食などにどうぞ。

日岡

１週のみ

豚ミンチ（上）1253
豚ミンチ肉を真空パックにしました。

ゴーバル

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 507円⇒480円

若鶏せせり1526
せせりは首まわりの肉で、1羽から少量し
かとれない希少部位。

秋川牧園 得200g 387円⇒367円

凍

甘くない！濃くない！酸味がしっかりしている！

自然栽培野菜のドレッシング

かつお昆布大根漬78208
クセのない風味が人気です。

100g 421円

赤かぶ甘酢漬78202
小さな赤かぶを丸ごと使用。歯ごたえ
があります。

130g 421円

自然栽培らっきょう漬78209
砂糖不使用のさわやかな塩らっきょう。
素材が発酵で活きた味です。

からしキュウリ漬け78211
和からしのまろやかな辛みが特長。

100g 442円

青紫蘇ペースト78222

料理のワンポイントアクセントとしても。和風料理にお
すすめ。豆腐、ソーメンにも。

塩にんにくペースト78223
生ニンニクの代用にも。タレのアクセントにも。

60g 896円

旨辛ジャン78224
和風版コチュジャンや豆板醤。中華そば、夏野菜にも。

60g 842円

ペースト

飛騨高山よしま農園
肥料、農薬、堆肥などを使わない、

自然栽培に取り組み、様々な

発酵食品を無添加で製造しています。

翌々 不定期！

翌々

不定期！

漬物 冷

バジルペースト78221
料理のワンポイントアクセントとしても。ピザやパスタ、
素焼きのお肉、魚にのせても。

50g 896円

翌々凍 凍 凍

チラシ

翌々

１・３週

１・３週 １・３週

冷

翌々凍

ごぼうのささがきと卵を回し
入れて柳川風で頂いてます。（藤田）

スタッフのコメント

よつ葉乳業の今月の特価！
よつ葉プレーンヨーグルト0502

得400g 260円⇒232円

シュレッドチーズ0511
得250g 566円⇒523円

よつ葉バターミルク
パンケーキミックス

4753

得450g 527円⇒454円

冷

梅「洋風」ドレッシング78242
梅干しの風味と酸味のパンチ。

玉ねぎ「和風」ドレッシング78243
和風だし醤油で人気です。パンチのある酸味のな
かにも優しい玉ねぎの甘味があります。

大根「和風」ドレッシング78244
すりおろし大根を感じる味です。ステーキや焼き肉、
焼き魚の和風ソースの代用にも。

飛騨高山よしま農園 各180ml 669円

得180ml 669円⇒655円
１・３週

金子製麺「餃子の皮」
季穂全粒粉餃子の皮5202

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。使用原料は地粉・水・塩・打ち粉だけ。全粒粉１００％
による昔ながらの味わいのする餃子の皮。

もちぷり餃子の皮5206
国産強力小麦粉で作った、もちもち
ぷりぷりの餃子の皮です。水餃子・蒸
し餃子に最適。厚めの餃子の皮で
やぶれにくく包みやすいのが特徴。

１・３週 翌々冷

得20枚入 260円⇒254円

得20枚（160g) 276円⇒270円

今夜は手作り餃子に決まり！

金沢錦の佃煮 翌々冷 不定期！

ふぐのこ糠漬け2253
ふぐの卵巣を2
年かけて塩と糠
に漬込んで、毒
素を消失させた
江戸時代から続
く石川県の珍味
です。 1本約80g 910円

味付け絹もずく2283
天然のぬめりと絹のよう
ななめらかさのある七尾
湾の絹もずくを食べやす
いように、調味料で味付
けしました。

山椒ちりめん2135
ピリッとした山椒
に香りが加わっ
て、ごはんとの相
性もピッタリで
す。ちらし寿司や
サラダに。

40g 413円

はまぐり山椒煮2143
丸大豆醤油ベー
スの 味 付 け に
さっぱりとした山
椒の実の風味を
効かせてじっくり
柔らかく炊き上
げました。 75g 445円

かつお昆布
（おにぎりの心）

2132

味わい深く、風味
豊かに仕上がっ
ております。

100g 429円

能登産焼さば味噌煮2134
能登で獲れた鯖
を一枚一枚素焼
きし、オリジナル
味噌で仕上げて
おります。

若あゆ姿煮2127
滋賀県琵琶湖で
採れる若鮎を甘
露煮に炊き上げ
ました。

50g 500円

ちりめんおかか
（おにぎりの心）

2129

国産のちりめん
しらすと厳選した
調味料のみを使
用して炊き上げ
ブレンドしました。

50g 396円

さば糠漬（フィレ）2105
北 陸 の 伝 統 食
塩である魚の糠
漬け「さばのへし
こ」です。塩辛さ
の奥にある豊か
な風味が美味。

1枚（約100g） 540円

国産ひじき大豆煮
（有機大豆使用）

2115

厳選した調味料のみ
を使用してコトコトと
時間をかけて炊き上
げました。

90g 445円

得140g 436円⇒426円

得150g 495円⇒483円

オーサワのチルド総菜

得80g 626円⇒613円

冷 不定期！

お好み角てん2721
国内産天草100％　歯ごたえよく天草
本来の風味　お好みの形にカットして
国内産天草を
100％使用し
た寒天です。

瀬間商店 360g 138円

戻しひじき2756
長崎・三重産ひじき使用。豊かな磯の
風味とやわらかな食感・軽く水洗いす
るだけでそのまま使えます。

オーサワ 100g 203円
比叡とろゆば3197

滋賀産大豆使用の湯葉をゆっくりと製
膜させる独自製法で、きめが細かく、と
ろけるようなやわらかい食感で大豆の
自然な甘みが感じられます。メープル
シロップなどをかけてデザートにもおす
すめです。

比叡ゆば本舗ゆば八

ハムス
（ひよこ豆ディップ）

5362

ひよこ豆をペースト状にしたディップ 
ガーリックとクミンのスパイシーな香り。

くらこん 80g 321円

オーサワのベジ生ラーメン
ごまみそ5124

天然醸造味噌と胡麻の風味とコクがたっぷりです。胡
麻と味噌の相性は抜群。

しお 2食入り 540円5125
本醸造白たまりを使った香り高く旨味のある塩味。滑ら
かな麺の喉ごしと塩の旨味をしっかりと味わえます。

坦々麺5126
ごまの旨みとコク、程よい辛さが特徴の担担麺スープ
をお楽しみください。

オーサワ

2食入り 594円

298g（うち麺110g×2） 540円

オーサワのベジ冷し中華

しょうゆだれ5127
酸味まろやか、上品な風味の醤油だれ。

ごまだれ5128
胡麻をふんだんに使った風味豊かなたれ。

オーサワ 302g（うち麺110g×2） 616円得180g 648円⇒635円

得540円⇒529円
302g（うち麺110g×2） 

小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺。　
植物性素材でつくったこだわりの冷し中華。

チラシ

得50g 896円⇒878円
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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12個216g 454円⇒443円

肉餃子91501
新鮮な豚肉、野菜を信州塩尻の地酒笑
亀を醸す麹で作った塩麹で熟成しました。

口福広場

１週のみ

得約80g 497円⇒486円

煮穴子細切カット2299
無添加のたれでじっくり煮込んだ後カットし
たあなご。

対馬水産 得1kg 3,434円⇒3,240円

冷凍有機ブルーベリー0358
カナダの大自然の中で育った野生種のブ
ルーベリーです。収穫したブルーベリーを自
然の風味そのままにすぐに冷凍しました。

ムソー

得123g 178円⇒173円

冷やしらーめん4856
めん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。甘味をおさ
え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。

桜井 得78g 605円⇒574円

ロースハムスライス1704
無添加のハムは最後までなかなか食べきれ
ないという方のご要望にお応えし、一回で
食べきれる量にロースハムをスライスして
パックにしました。 

ゴーバル 得直径8cm×5枚 680円⇒660円

ミニネギ焼き91411
直径約8㎝の小さなネギ焼きです。お弁当
のおかずや夜食などにどうぞ。

日岡

１週のみ

豚ミンチ（上）1253
豚ミンチ肉を真空パックにしました。

ゴーバル

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得200g 507円⇒480円

若鶏せせり1526
せせりは首まわりの肉で、1羽から少量し
かとれない希少部位。

秋川牧園 得200g 387円⇒367円

凍

甘くない！濃くない！酸味がしっかりしている！

自然栽培野菜のドレッシング

かつお昆布大根漬78208
クセのない風味が人気です。

100g 421円

赤かぶ甘酢漬78202
小さな赤かぶを丸ごと使用。歯ごたえ
があります。

130g 421円

自然栽培らっきょう漬78209
砂糖不使用のさわやかな塩らっきょう。
素材が発酵で活きた味です。

からしキュウリ漬け78211
和からしのまろやかな辛みが特長。

100g 442円

青紫蘇ペースト78222

料理のワンポイントアクセントとしても。和風料理にお
すすめ。豆腐、ソーメンにも。

塩にんにくペースト78223
生ニンニクの代用にも。タレのアクセントにも。

60g 896円

旨辛ジャン78224
和風版コチュジャンや豆板醤。中華そば、夏野菜にも。

60g 842円

ペースト

飛騨高山よしま農園
肥料、農薬、堆肥などを使わない、

自然栽培に取り組み、様々な

発酵食品を無添加で製造しています。

翌々 不定期！

翌々

不定期！

漬物 冷

バジルペースト78221
料理のワンポイントアクセントとしても。ピザやパスタ、
素焼きのお肉、魚にのせても。

50g 896円

翌々凍 凍 凍

チラシ

翌々

１・３週

１・３週 １・３週

冷

翌々凍

ごぼうのささがきと卵を回し
入れて柳川風で頂いてます。（藤田）

スタッフのコメント

よつ葉乳業の今月の特価！
よつ葉プレーンヨーグルト0502

得400g 260円⇒232円

シュレッドチーズ0511
得250g 566円⇒523円

よつ葉バターミルク
パンケーキミックス

4753

得450g 527円⇒454円

冷

梅「洋風」ドレッシング78242
梅干しの風味と酸味のパンチ。

玉ねぎ「和風」ドレッシング78243
和風だし醤油で人気です。パンチのある酸味のな
かにも優しい玉ねぎの甘味があります。

大根「和風」ドレッシング78244
すりおろし大根を感じる味です。ステーキや焼き肉、
焼き魚の和風ソースの代用にも。

飛騨高山よしま農園 各180ml 669円

得180ml 669円⇒655円
１・３週

金子製麺「餃子の皮」
季穂全粒粉餃子の皮5202

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。使用原料は地粉・水・塩・打ち粉だけ。全粒粉１００％
による昔ながらの味わいのする餃子の皮。

もちぷり餃子の皮5206
国産強力小麦粉で作った、もちもち
ぷりぷりの餃子の皮です。水餃子・蒸
し餃子に最適。厚めの餃子の皮で
やぶれにくく包みやすいのが特徴。

１・３週 翌々冷

得20枚入 260円⇒254円

得20枚（160g) 276円⇒270円

今夜は手作り餃子に決まり！

金沢錦の佃煮 翌々冷 不定期！

ふぐのこ糠漬け2253
ふぐの卵巣を2
年かけて塩と糠
に漬込んで、毒
素を消失させた
江戸時代から続
く石川県の珍味
です。 1本約80g 910円

味付け絹もずく2283
天然のぬめりと絹のよう
ななめらかさのある七尾
湾の絹もずくを食べやす
いように、調味料で味付
けしました。

山椒ちりめん2135
ピリッとした山椒
に香りが加わっ
て、ごはんとの相
性もピッタリで
す。ちらし寿司や
サラダに。

40g 413円

はまぐり山椒煮2143
丸大豆醤油ベー
スの 味 付 け に
さっぱりとした山
椒の実の風味を
効かせてじっくり
柔らかく炊き上
げました。 75g 445円

かつお昆布
（おにぎりの心）

2132

味わい深く、風味
豊かに仕上がっ
ております。

100g 429円

能登産焼さば味噌煮2134
能登で獲れた鯖
を一枚一枚素焼
きし、オリジナル
味噌で仕上げて
おります。

若あゆ姿煮2127
滋賀県琵琶湖で
採れる若鮎を甘
露煮に炊き上げ
ました。

50g 500円

ちりめんおかか
（おにぎりの心）

2129

国産のちりめん
しらすと厳選した
調味料のみを使
用して炊き上げ
ブレンドしました。

50g 396円

さば糠漬（フィレ）2105
北 陸 の 伝 統 食
塩である魚の糠
漬け「さばのへし
こ」です。塩辛さ
の奥にある豊か
な風味が美味。

1枚（約100g） 540円

国産ひじき大豆煮
（有機大豆使用）

2115

厳選した調味料のみ
を使用してコトコトと
時間をかけて炊き上
げました。

90g 445円

得140g 436円⇒426円

得150g 495円⇒483円

オーサワのチルド総菜

得80g 626円⇒613円

冷 不定期！

お好み角てん2721
国内産天草100％　歯ごたえよく天草
本来の風味　お好みの形にカットして
国内産天草を
100％使用し
た寒天です。

瀬間商店 360g 138円

戻しひじき2756
長崎・三重産ひじき使用。豊かな磯の
風味とやわらかな食感・軽く水洗いす
るだけでそのまま使えます。

オーサワ 100g 203円
比叡とろゆば3197

滋賀産大豆使用の湯葉をゆっくりと製
膜させる独自製法で、きめが細かく、と
ろけるようなやわらかい食感で大豆の
自然な甘みが感じられます。メープル
シロップなどをかけてデザートにもおす
すめです。

比叡ゆば本舗ゆば八

ハムス
（ひよこ豆ディップ）

5362

ひよこ豆をペースト状にしたディップ 
ガーリックとクミンのスパイシーな香り。

くらこん 80g 321円

オーサワのベジ生ラーメン
ごまみそ5124

天然醸造味噌と胡麻の風味とコクがたっぷりです。胡
麻と味噌の相性は抜群。

しお 2食入り 540円5125
本醸造白たまりを使った香り高く旨味のある塩味。滑ら
かな麺の喉ごしと塩の旨味をしっかりと味わえます。

坦々麺5126
ごまの旨みとコク、程よい辛さが特徴の担担麺スープ
をお楽しみください。

オーサワ

2食入り 594円

298g（うち麺110g×2） 540円

オーサワのベジ冷し中華

しょうゆだれ5127
酸味まろやか、上品な風味の醤油だれ。

ごまだれ5128
胡麻をふんだんに使った風味豊かなたれ。

オーサワ 302g（うち麺110g×2） 616円得180g 648円⇒635円

得540円⇒529円
302g（うち麺110g×2） 

小麦の風味際立つ滑らかな喉ごしの生麺。　
植物性素材でつくったこだわりの冷し中華。

チラシ

得50g 896円⇒878円



22

●●●●●●●●●●小麦粉・パン粉・粉類・乾麺

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

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 450g527円

１・３週

4751
岐阜県産小麦粉を使用した
ミックス粉。砂糖を使用してお
りませんので、お好みの甘さに
できます。
【原材料】小麦粉、食塩、膨張剤（重曹）

桜井無糖ホットケーキ・ミックス

桜井食品 400g 421円

１週のみ

翌々週

4756
岩手県で栽培された南部小麦粉を
原料にしてパンを焼いた後で粉砕
したパン粉です。イーストフー
ド・ショートニング不使用。コロッ
ケ、ハンバーグ、グラタンなどに
お使い頂けます。
【原材料】小麦粉・生イースト・食塩

国内産パン粉

桜井食品 200g313円

１週のみ

翌々週

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 500g490円

１・２・３週

4736
北海道産大豆粉・国産玄米粉使用。ふっく
らやさしい味わいグルテンフリーパンケー
キが簡単につくれます。砂糖・卵・乳製品
不使用です。
【原材料】玄米（埼玉・北海道・石川産）、大豆（北
海道産）、食塩（シママース）/ベーキングパウ
ダー（アルミニウム不使用）

玄米粉パンケーキミックス

オーサワ 200g 324円

１週のみ

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

4707
有機原料使用で、アルミニウムフ
リー。ホットケーキや蒸しパンに。
【原材料】有機コーンスターチ、酒石酸ナ
トリウム（有機濃縮ぶどう果汁由来）、炭
酸水素ナトリウム
欠品の可能性があります。

ベーキングパウダー

風と光 40g（10g×4）497円

１週のみ

4752
岐阜県産の小麦を使用して作りまし
た。山いもをはじめ、昆布、しいたけ
など国内産の原料を使用しています。
【原材料】かつお粉末（さばを含む）・石
川産山芋粉・道産昆布粉末・岐阜産椎
茸粉末・契約栽培岐阜産農林61号小麦
粉・契約栽培道産馬鈴薯でんぷん・自
然塩・内モンゴル産天然重曹

お好み焼粉

桜井食品 400g518円

１週のみ

4750
岐阜県産の小麦を使用して作
りました。ホットケーキのほか、
ドーナッツやクッキーなどのお
菓子作りにもご利用いただけ
ます。
【原材料】小麦粉、砂糖（ビート糖）、
食塩、膨張剤（重曹）

桜井有糖ホットケーキ・ミックス

桜井食品 400g 421円

１週のみ

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

4762
小麦粉を使用せずに、国産米粉と、国産
玄米でつくった寒梅粉をブレンドしたお
好み焼き粉。だしは九州産の上質な削り
節に北海道産昆布を使用。焼塩ときび砂
糖で旨味を存分に引き出しています。
【原材料】米粉（米（福井県産））、玄米粉（米（佐
賀県産））、砂糖（きび砂糖）、削り節粉（さば・
かつお・うるめ・いわし）、焼塩、日高昆布
粉末

玄米お好み焼き粉

南出製粉 300g540円

１週のみ

翌々週

4725

有機穀物使用予備発酵不要の天然
酵母。手軽に風味豊かな天然酵母
のパンが作れます。ホームベーカ
リーにも。
【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
（ドライイースト）

風と光 9g183円

１週のみ

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

4722
有機小麦粉と国内産片栗粉、食塩を主原
料に、香辛料をほど良くブレンドしたか
らあげ粉です。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。
【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

からあげ粉（有機小麦使用）

ムソー 120g302円

１・３週

翌々週

国内産米100％の白米を微細な粉末にした
ものです。小麦粉の代わりに様々な料理や
お菓子作りにご利用いただけます。パンや
ケーキに使うと、生地のもちもち・しっと
り感を楽しめるほか、揚げ物の衣に使うと
カラッと揚がります。グルテン不使用、小
麦アレルギーの方にもおすすめです。
【原材料】米粉（国内産）

オーサワの米粉

オーサワ

4723 500g
4724 1kg

710円
1,377円

１週のみ

１週のみムソーのオーガニックパスタ

4921 ペンネＯＧパスタ
ペンネはイタリアでは円筒状のショートパスタを意味します。表面に溝があるため、ソー
スにからみやすいです。
【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ

500g432円

4922 フジッリトリコロール
プレーン、トマト、ほうれん草のカラフル3色パスタ。ねじれた形のショートパスタ。
【原材料】オーガニックデュラム小麦のセモリナ、オーガニックトマトパウダー、オーガニックほうれん草パウダー

500g626円

翌々週１週のみ 有機JAS認定品

4920 スパゲッティOGパスタ
オーソドックスな1.6mmのロングパスタ。クセのない風味とモチモチとした食感があら
ゆるソースによく合います。
【原材料】有機デュラム小麦のセモリナ

500g432円

変

得
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金子製麺の麺 １・３週

金子製麺の麺類は翌々週のお届けです！

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

18㎝角10枚入340円
翌々週冷蔵

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

10㎝円形20枚入260円
翌々週冷蔵

5098 家伝旨いうどん（つゆなし）１週のみ

手間をかけて、うどん本来
の旨みをご家庭で楽しんで
いただくために開発した本
格麺です。つゆなし。
【原材料】小麦粉、食塩、加
工デンプン(打ち粉)

金子製麺

240g（2人前）265円
翌々週冷蔵 生麺

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 200g283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 250g311円翌々週

5107 あしがら車屋味噌ラーメン 
【原材料】麺小麦粉、鶏、卵、食塩、
加工澱粉、馬鈴薯澱粉(国内産)/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

金子製麺

120g×2421円
翌々週冷蔵 生麺

１週のみ

5108 あしがら車屋塩ラーメン
天然由来の原で造りあげた無添加オリ
ジナルスープで作られた香りと味わい
のある塩ラーメンです。
【原材料】麺/小麦粉・卵・食塩・加工デンプン　　
スープ/チキンブイヨン、肉エキス（ポーク、チキ
ン）、食塩、動物油脂（ポーク）、砂糖、酵母エキス
（ビール酵母）、魚介エキス、植物油脂[大豆（分別）]
香辛料、（原材料の一部に大豆、小麦、豚を含む）

金子製麺

120g×2スープ付421円
翌々週冷蔵 生麺

１週のみ

5106 あしがら車屋醤油ラーメン 
【原材料】麺/小麦粉・卵・食塩・打ち粉[馬鈴
薯澱粉（国内産）・甘藷澱粉（国内産）　　スー
プ/醤油[小麦、大豆（国内産）]、ガラスープ
（ポーク、チキン）、肉エキス（ポーク、チキン、
動物油脂(ポーク)砂糖、野菜（玉葱、にんにく、
生姜）、食塩、酵母エキス（ビール酵母）魚醤、
植物油脂（ごま油）、香辛料

金子製麺

120g×2395円
翌々週冷蔵 生麺

１週のみ

4802
国内産の小麦粉を、自家製粉機で全粒粉
に製粉して、乾麺にしました。
【原材料】小麦粉（国内産）、食塩

田舎うどん（乾麺）

金子製麺 240g 251円翌々週

１週のみ

5114
溜り醤油を使用していますので、醤
油の旨味を味わうことができます。
【原材料】麺：小麦粉（国産）、食塩、デンプ
ン（打ち粉）/かんすい：タレ、醤油（国産）、
植物油脂、水飴、豚脂、砂糖、チキンオイ
ル、かつおぶし、いわし煮干し、香辛料（一部に小
麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む）、鰹節粉末添付食材

油そば（スープ付）

金子製麺

140g×2 462円
翌々週冷蔵 生麺

１週のみ

5116 ちゃんぽん麺・日本の中華麺
【原材料】麺：小麦粉、食塩、かんすい、
でん粉　スープ：肉エキス（ポークエキ
ス、チキンエキス）、豚脂、食塩、砂糖、
酵母エキス、ホタテエキス、植物油脂、
魚介エキス、香辛料（オニオンパウダー、
ジンジャーパウダー、白胡麻）、でん粉、
いわし煮干

金子製麺

120g×2435円
翌々週冷蔵 生麺

１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

4826
青森産のよもぎを加えて、風味豊かに
仕上げました。カルシウム、ビタミンＡ、
ビタミンＣ、鉄分などが豊富に含まれ
ており、古来より親しまれてきた薬草
です。
【原材料】小麦粉（国内産）、そば粉（北海道産）、
よもぎ粉末（国内産）、クロレラ粉末、食塩

季穂よもぎそば

金子製麺 240g 350円

１週のみ

翌々週

5113 あしがら車屋冷やし中華醤油味
国内産小麦を使った麺と、厳選した天然由来原
料のみのスープの冷やし中華です。
【原材料】麺[小麦粉（国内製造）、鶏卵、天塩、
でん粉（うち粉）]、スープ [醤油(小麦・大豆(国
内産))、りんご酢、砂糖、植物油脂（なたね油・
ごま油）、りんご果汁、天塩、糖蜜、肉エキス
（ポーク・チキン）、魚介エキス、（原材料の一
部に小麦・大豆・
リンゴ・ごま・
豚肉を含む）
金子製麺 翌々週冷蔵 生麺

１週のみ

120g×2 416円

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 得 得

得

得
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乾麺・生麺・ジャム・ペースト・蜂蜜

蜂蜜製品

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

4847
野菜とりんごの旨みと米酢のバランスがよく、
スパイスが効いたコクと香りの特製ソース
です。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉(国内製造）、植物
油脂（パーム油、ごま油）、馬鈴薯澱粉、小麦蛋
白、食塩〕、麦芽糖、トマトピューレー、食塩、
米酢、りんごパルプ、植物油脂、酵母エキスパ
ウダー、キャベツエキス、麦芽エキス、香辛料、
ふりかけ（青のり、紅しょうが）※原料の一部に
小麦、りんご、ごまを含む

桜井 118g194円

ベジタリアンのソース焼そば

翌々週

１週のみ

5259

光食品（ム）

国内産有機レモン・ゆずを使用
したマーマレードです。苦味をお
さえているので、おいしくお召し
上がりいただけます。
【原材料】果実（有機レモン（国産）、有
機ゆず）、有機砂糖

有機レモンマーマレード（ゆず入）

115g 432円

１週のみ

翌々週

ジャム・ペースト・シロップ

5263 いちごジャムあすかルビー
国内産のジャムに適した苺を使用
し、レモン果汁も国内産レモンのス
トレート果汁を使用しました。果実
分75％、糖度50度。合成酸味料・
香料・着色料・甘味料・ペクチンは
一切使用しておりません。【原材料】
いちご、糖類（砂糖、水あめ）、レモ
ン果汁

200ｇ594円ムソー

１週のみ

翌々週

5265 国内産ブルーベリージャム
国内産ブルーベリーを使用し、レモ
ン果汁もm国内産レモンのストレー
ト果汁も国内産レモンのストレート
果汁を使用しました。果実分65％、
糖度55度。合成酸味料・香料・着
色料・甘味料・ペクチンは一切使用
しておりません。【原材料】ブルーベ
リー（国産）、糖類（砂糖、水飴）、
レモン果汁

200ｇ734円ムソー

１週のみ

翌々週

5361
野菜やパンがすすむ！スパイス
香る濃厚かつ爽やかなひよこ豆
ペースト。
【原材料】有機ひよこ豆、有機ひまわり
油、有機胡麻ペースト、有機米澱粉、
食塩、有機ガーリックパウダー、有機
クミン、有機カルダモン/クエン酸

ひよこ豆ペーストOGフムス

むそう 190g754円

１週のみ

翌々週

5356 ピーナッツバター
優れた原料、素材を用いて作ら
れた、舌触りがなめらかで抜群
のスプレットのとてもおいしい
ピーナッツバターです。
【原材料】ピーナッツペースト、
食用油脂、砂糖、乳糖、ねりごま、
脱脂粉乳、食塩

225g583円リブ（ム）

１週のみ

翌々週

桜井のラーメン
4935 液体ソース焼そば

114g×2334円
トマトピューレー･りんごパルプでおいし
さを引き出した特製の液体ソースです。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、パー
ム油、小麦たん白、食塩〕、ソース〔砂糖、トマト
ピューレー、食塩、醸造酢、りんごパルプ、ごま油、酵母エキス、香
辛料、麦芽エキス〕、ふりかけ〔あおさ、乾燥紅生姜〕、（一部に小
麦・大豆・りんご・ごまを含む）　

4936 しおらーめん 99g×2324円
天日塩のまろやかな味にチキンエキスを加え、あっさり
軽く仕上げました。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、パーム油、小麦たん白、
食塩〕、食塩、砂糖、チキンエキス、酵母エキス、ごま、香辛料、乾燥
ねぎ、ごま油、（一部に小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む）

4937 みそらーめん101g×2324円
魚介のダシがきいた香りの良いスープでコクと旨みを出しました。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、パーム油、小麦たん白、
食塩〕、粉末みそ、食塩、砂糖、酵母エキス、ほたてエキス、
混合節粉末、香辛料、チキンエキス、乾燥ねぎ、ごま油、（一
部に小麦・大豆・鶏肉・さば・ごまを含む）　

4938 しょうゆらーめん99g×2324円
魚介と肉エキスをベースに、飽きのこないあっさりとし
た醤油スープ使用。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、パーム油、小麦たん白、
食塩〕、食塩、砂糖、粉末しょうゆ、酵母エキス、魚醤パウダー、
香辛料、チキンエキス、ポークエキス、ココアパウダー、ほた
てエキス、乾燥ねぎ、混合節粉末、麦芽エキス、ごま油、（一
部に小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉・ごまを含む）　

4939 ごまらーめん 100g×2324円
あっさりとした醤油ベースのスープにごまの風味がぴっ
たりのスープです。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、パーム油、小麦たん白、
食塩〕、食塩、砂糖、酵母エキス、粉末しょうゆ、ごま、魚醤パウ
ダー、香辛料、ごま油、デキストリン、チキンエキス、ポークエキ
ス、ココアパウダー、乾燥ねぎ、混合節粉末、麦芽エキス、するめ
粉末、（一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・さば・いか・ごまを含む）　

4940 とんこつらーめん103g×2346円
魚介の風味ある和風とんこつスープは、コクがあり麺に
よく合う仕上がりです。
【原材料】油揚げめん［小麦粉（国内製造）、パーム油、小麦たん白、
食塩］、ポークエキス、食塩、砂糖、酵母エキス、粉末しょうゆ、
香辛料、混合節粉末、ごま油、するめ粉末、（一部に小麦・大豆・
豚肉・さば・いか・ごまを含む）

翌々週１週のみ

生　　麺

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

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

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

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

4845

野菜の旨みが溶け込んだコクのあるスープを
ベースに、豆乳のまろやかさが加わったあっさ
りとんこつ風ラーメンです。
【原材料】油揚げめん〔小麦粉（国内製造）、植物油脂
（パーム油、ごま油）、小麦たん白、馬鈴薯でん粉、食塩〕、食塩、麦芽糖、
豆乳パウダー、酵母エキスパウダー、野菜エキスパウダー、粉末しょう
ゆ、香辛料、ごま、植物油脂、香味食用油、乾燥ねぎ（一部に小麦、大豆、
ごまを含む）

ベジタリアンの
豚骨風らーめん

桜井 106g 227円

１週のみ

翌々週

4846

胡麻の濃厚な深い味わい、ラー油の適度な辛
み、豆乳のまろやかな甘みがスープのおいし
さを引き出しています。
【原材料】油揚げめん（小麦粉（国内製造）、植物油
脂（パーム油、ごま油）、小麦たん白、馬鈴薯でん
粉、食塩）、ごま、豆乳、醤油、植物油脂、食塩、酵母エキスパウ
ダー、ラー油、香辛料、キャベツエキス（一部に小麦、大豆、ごま
を含む）

桜井 138g 308円翌々週

１週のみベジタリアンの
豆乳ピリ辛麺

得
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塩・砂糖・甘味料

塩・加工塩

5502
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。

おふくろの塩

イカリ商事 １kg 414円

１・２・３週

5494
独自の技術でお塩のまわりに胡椒をコーティ
ング。ひとつの粒にすることで、ムラのない
味わいに。にんにくとしょうがで味を調えた、
風味豊かな塩胡椒です。ポテトサラダ・フラ
イドチキン・コロッケや肉・魚の下味付に！
野菜炒めにも一振り。チャーハンや焼きそば、
カツ丼にも合います。
【原材料】天日塩、黒こしょう、にんにく、しょう
が、でん粉、粗製海水塩化マグネシウム

天塩こしょう

天塩 65gビン399円

１週のみ

翌々週

5551 メープルシュガー
カナダ・ケベック州産メープルシロップ
100％使用しています。新鮮なメープル
シロップから水分を取り除いて顆粒状に
したメープルシュガーです。天然のミネ
ラル成分もそのまま凝縮してあります。
砂糖代わりにお使いいただけます。
【原材料】かえでの樹液（カナダ産）

170g972円オーサワ

１週のみ

砂糖・水飴・甘味料

5554 種子島きびさとう
黒砂糖独特のクセをおさえつ
つ、ミネラル分をたっぷり残
したお砂糖です。 アクも少な
く色々なお料理、お菓子作り
に使いやすいです。【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5553

ムソー

ブラジルサンパウロ近郊の広大な農
場で、有機JAS規格に沿って栽培さ
れたさとうきびを原料に作られた砂
糖です。独特の風味を活かし、コー
ヒーや紅茶などや料理、お菓子作り
など幅広くお使いいただけます。
【原材料】有機サトウキビ（ブラジル）

有機砂糖

400g540円

１週のみ

翌々週

5563 オーガニックシュガー
有機さとうきび100％使用　ク
セがなく、すっきりとした甘さ
です。パン作りや菓子作りにご
使用ください。すっきりとした
甘さが使いやすいです。
【原材料】有機サトウキビ（ブラジ
ル産）

400g529円健友交易有限会社

１週のみ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 5569

ムソー

「ブルーアガベ」を原料とした、100％天然甘
味料。甘味は砂糖の1.3倍ですが、カロリー
は約25％オフ。GI値（血糖上昇値）は27と極
めて低く（砂糖、蜂蜜、メープルシロップな
どの1/3以下）、血糖値が上がりにくいため、
血糖値を気にされている方でも安心です。砂
糖の代わりに料理やお菓子作り、飲み物など
にご利用ください。
【原材料】有機ブルーアガベ

有機アガベシロップゴールド

330g 648円

１週のみ

翌々週

5570 OGメープルシロップ

330g 1,274円

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

ムソー

１・３週

翌々週

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

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

5504 海の精（赤ラベル） 240g648円
黒潮に洗われる美しい島・伊豆大島で作られるのが海の精です。海の精はまさに本物
の塩。古来「塩」と呼ばれたものは、海水を凝縮するとあらわれる白い結晶のことでした。
本物の塩には微量の様々なミネラルがバランスよく含まれています。芳醇なおいしさ
に、塩にも味があることを発見されるでしょう。

5507 海の精（やきしお）瓶入り 60g瓶454円
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!!

5508 詰替用海の精（やきしお） 60g259円
60g入瓶の詰替え用です。軽くコンパクトなので、角を小さく切って止めておけば、瓶
なしでもOK。

5509 海の精あらしおドライ 150g464円
天日濃縮　釡炊き製法　ドライタイプです。ぱらっとしていて使いやすいです。溶け
やすく、素材になじみやすい。
【原材料】海水（伊豆大島産）

海の精シリーズ オーサワジャパン

１・３週

１・３週

１週のみ

１週のみ

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

海の精・有機ペッパーソルト

5510 ビン
5511 詰替

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）

55g518円
55g346円 海の精

得
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醤油・味噌・マヨネーズ・ケチャップ

5768 有機乾燥玄米こうじ
有機玄米使用　玄米こうじなら
ではの香りとコク。生こうじの
ような風味で、1袋で約1.5kgの
玄米味噌ができる
【原材料】有機玄米(島根・北海道
産）、麹菌

オーサワ

１週のみ

500g1,512円

5703

日東醸造（オ）

愛知県小麦と、伊豆大島の自然海塩
「海の精」を原料にした天然醸造。お
でん、茶碗蒸し、お吸い物などの家
庭料理やおもてなしの料理に最適。
【原材料】小麦、食塩、焼酎

三河しろたまり
（足助仕込み）

300㎖670円

１週のみ

マヨネーズ・ケチャップ

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 1kg999円

１・３週

冷蔵

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）

250g270円

１・３週

翌々週

5734

国内産の農薬不使用栽培原料を
使って作られた、塩分が半分の天
然醸造醤油です。
【原材料】大豆（国産100％）、小麦（国産
100％）、食塩、アルコール

減塩醤油

ヤマヒサ 500㎖1,188円

１週のみ

翌々週

5813

光食品

有機ピザソース
トマトをふんだんに使って作りました。
たまねぎ・にんにく・しょうがは、国
内産有機栽培。有機純米酢、国内産粗
糖使用。
【原材料】有機トマト（アメリカ・国内
産）、有機醸造酢（米酢）、有機たまねぎ
（国内産）、有機にんにく（国内産）、有
機しょうが（国内産）、砂糖（国内産粗
糖）、食塩（天日塩）、香辛料、有機米醗
酵調味料

225g瓶454円

１週のみ

翌々週

5692
三河産大豆使用凝縮された
コクと旨み。
【原材料】大豆（三河産）､食塩
（シママース）

三河産大豆使用 八丁味噌

合資会社八丁味噌 300g 604円

１週のみ

5693
有機大豆使用で凝縮された
コクと旨み。
【原材料】有機大豆（中国、カナ
ダ、アメリカ産）、食塩（シマ
マース

有機八丁味噌

合資会社八丁味噌 300g 648円

１週のみ

5767
漬物、漬け焼き、煮物、タレやド
レッシングに至るまで、なんにで
も加えるだけでおいしくなりま
す。素材の旨味を引きだし、ぐっ
と深みのある味に仕上げます。
和・洋・中さまざまな料理に。
【原材料】有機玄米、塩

有機玄米塩麹

海の精 170g 605円

１週のみ

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

5764
玄米の表面にはぬかの層がありま
すが、麹菌はぬか層には繁殖しま
せん。そのため、玄米糀は麹菌が
中に入れるように、ほんの少し、
ぬか層を削ってつくります。
【原材料】有機米(石川県産)、種麹
(富山県産)

玄米糀

金沢大地 1kg1,836円冷蔵

１週のみ

5762
糀の色が、きれいな白色になるよ
う糀種をセレクトしています。お
味噌や甘酒が、白く美しい仕上が
りになります。
【原材料】有機米(石川県産)、種麹
(富山県産)

白米糀

金沢大地 1kg1,944円冷蔵

１週のみ

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

醤油・味噌

5687

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

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� 2kg1,976円
5707 小･天祐味噌 1kg988円
5710 胡麻味噌� 120g395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

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
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ドレッシング・たれ・レトルト・ソース

ドレッシング・たれ

5838 ヒカリ・焼肉のタレ
国内産有機にんにく、生姜、玉ねぎ、人参から
作った焼肉のたれです。肉だけでなく、生野菜、
麺類のつけ汁としてもご利用いただけます。
【原材料】醤油（大豆、小麦を含む）、砂糖、みり
ん、米酢（有機）、米味噌、にんにく（有機）、ゴ
マ油、しょうが（有機）、たまねぎ（有機）、香辛料、
にんじん（有機）

350g瓶648円光食品

１週のみ

翌々週

5832 玉ねぎドレッシング
国産玉ねぎの旨味とゆず果汁の爽やかな香り。国産
玉ねぎを贅沢に使い、国産のゆず果汁と合わせまし
た。玉ねぎの美味しさを引き立てたドレッシング。
【原材料】りんご酢（国内製造）、たまねぎ、ソテーたま
ねぎ、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食用植物油脂、
水あめ、砂糖、エノキタケ、ゆず果汁、食塩、いわ
しエキス、米でん粉、乾燥赤ピーマン、香辛料

冨貴食研（ム） 200㎖540円

１週のみ

翌々週

レトルト

5866
有機青

チンジャオロースー

椒肉絲の素
有機醤油をベースに有機砂糖・果汁の
甘味を加え、オイスターエキスなどで
旨味を出した有機青椒肉絲の素。
【原材料】有機醤油、（小麦・大豆を含む）、
有機砂糖、有機にんにく、有機コーンスター
チ、有機米発酵調味料、食塩、有機ぶどう
果汁、有機しょうが、オイスターエキス

光食品

１週のみ

100g270円翌々週

5867
有機回

ホイコーロー

鍋肉の素
有機味噌をベースに有機砂糖の甘味、オ
イスターエキスや有機醤油の旨味を有機
回鍋肉の素。
【原材料】有機米味噌（大豆を含む）、有機砂
糖、有機コーンスターチ、有機米発酵調味料、
食塩、オイスターエキス、有機にんにく、
胡麻油、唐辛子、有機醤油（小麦・大豆を含
む）

光食品

１週のみ

100g270円翌々週

5864
豆腐や肉と一緒に炒めるだけで手軽に
美味しい肉豆腐の出来上がり。肉じゃ
がや照り焼きにもどうぞ。
【原材料】有機醤油（大豆・小麦を含む）、
有機たまねぎ、有機砂糖、有機コーン
スターチ、有機米発酵調味料、有機ぶ
どう果汁、食塩

有機肉豆腐の素

光食品（ム） 100g270円

１週のみ

翌々週

5865
もやしと豚肉を一緒に炒めるだけで手
軽に美味しいもやし味噌炒めが出来上
がります。
【原材料】有機米味噌（大豆を含む）、有
機たまねぎ、有機砂糖、有機にんじん、
ばれいしょでんぷん、有機醤油（大豆・
小麦を含む）、有機にんにくピューレ、
有機しょうが、食塩

有機もやし味噌炒めの素

光食品（ム） 100g270円

１週のみ

翌々週

5863 有機麻婆の素
化学調味料を使用せず、有機醤油・有機
米味噌をベースに、有機にんにく・有機しょ
うがの香りと有機米醗酵調味料や昆布
の旨みを加えた、有機麻婆の素です。
【原材料】有機醤油（大豆・小麦を含む）、有
機米味噌、有機ばれいしょでんぷん、有機
米醗酵調味料、有機砂糖、有機にんにく
ピューレー、有機しょうが、有機たまねぎ、有機米酢、魚醤（い
かを含む）、唐辛子、昆布、オイスターエキス、食塩

100ｇ270円光食品 翌々週

１週のみ5855
国産の野菜を、国産小麦粉と厳選スパイ
スでじっくり煮込んだ、からだにやさし
いまろやかなカレーです。
【原材料】野菜（たまねぎ、じゃがいも、にんじん、
しょうが、にんにく）、小麦粉、フォンドボー（牛
肉を含む）、ポークエキス、ポークオイル、フルー
ツチャツネ（バナナを含む）、紅花油、砂糖、コ
コナッツミルク、トマトペースト、カレー粉、
食塩、にんじんペースト、香辛料、酵母エキス

甘口・国産野菜のカレー

ムソー 200g270円

１週のみ

翌々週

5856
国産の野菜を、国産小麦粉と厳選スパイ
スでじっくり煮込んだ、からだにやさし
いほどよい辛さのカレーです。
【原材料】野菜（たまねぎ、じゃがいも、にんじん、
しょうが、にんにく）、小麦粉、フォンドボー（牛
肉を含む）、ポークエキス、ポークオイル、フルー
ツチャツネ（バナナを含む）、紅花油、砂糖、ココ
ナッツミルク、トマトペースト、カレー粉、食塩、
酵母エキス、砂糖、にんじんペースト、香辛料

辛口・国産野菜のカレー

ムソー 200g270円

１週のみ

翌々週

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

5836

いんやん倶楽部

ゴマドレッシング
乳化剤や増粘剤等の添加物はもちろん、卵
黄やマヨネーズも使っていません。濃厚な
胡麻の風味と香りのクリィーミィなドレッ
シングです。りんご酢と梅干しを加えてさっ
ぱりと仕上げています。【原材料】菜種油（鹿
北製油）、洗双糖（種子島産）、練り胡麻（ボン
ジュラス産）、発酵調味料(味の母)、梅酢、米酢・
りんご酢(内堀醸造）、本醸造醤油、梅干し

220g瓶626円

１週のみ

ソース・調味料

5907 オーサワの
お好みソース

有機野菜と有機
果実をたっぷり
使った、贅沢な
マクロビオお好
みソース。
【原材料】有機りん
ご、有機ぶどう、
有機玉ねぎ・みか
ん・にんじん、有
機トマト、有機に
んにく・レモン・
ゆず、麦芽水飴、
有機醸造酢、食塩、
有機コーンスター
チ、醤油、昆布、
香辛料

300g540円光食品

１・３週7333
植物性素材でつくったチリコンカン。ひ
よこ豆とレッドキドニーのホクホクとし
た食感。スパイスを効かせた深みのある
味わい。
【原材料】トマトペースト(ポルトガル産)、ひ
よこ豆(アメリカ産他)、レッドキドニー(カナ
ダ産他)、にんじん(中国産他)、スイートコー
ン(アメリカ産他)、醸造酢、酵母エキス、野菜
エキスパウダー、食塩、香辛料、黒砂糖

チリコンカン

くらこん 150g 324円

１週のみ

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

5795
体内の脂肪を取り除く効果があることで注
目されるパパイヤのドレッシングです。メ
タボ効果のあるパパイヤで働くお父さんの
味方になるドレッシングです。
【原材料】青パパイヤ、食用植物油脂、醤油、玉
ねぎ、醸造酢、砂糖、ごま、にんにく（原材料
の一部に小麦、大豆、ごまを含む）

青パパイヤドレッシング １・３週

グラッツェミーレ

200ml400円

5797
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)

ごぼうとごまドレッシング １・３週

グラッツェミーレ

200ml400円

5793
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

人参ドレッシング １・３週

グラッツェミーレ

200ml400円
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調味料・みりん・酢

酢・果実酢・加工酢

6105 富士ピクル酢
生野菜をそのまま漬
けるだけで美味しい
ピクルスがすぐに出
来上がります。きゅ
うり、大根、にんじ
ん、セロリ、長いも、
ズッキーニ、プチト
マトなどに。２日目
くらいからが食べご
ろです。
【原材料】米酢、砂糖
（粗糖）、塩、ドライ
トマト、香辛料

飯尾醸造

360㎖648円

１週のみ

翌々週

6106

ムソー

カンタン八方酢
これ一本でいろい
ろなお酢料理が簡
単に作れる調味料
です。すでに味が
ついているから、
旬の素材にかける
だけ、漬けるだけ
でおいしく味が決
まります。やわら
かな酸味とまろや
かな味わい。
【原材料】醸造酢（米
酢、りんご酢）、砂
糖、食塩、昆布か
つおだし、レモン果汁

360㎖454円

１週のみ

翌々週

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

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

翌々週

5949 蔵の素料理酒

720㎖1,210円

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

5950 都の料理酒

720㎖ 810円

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

みりん・料理酒

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

日本酒の基となる
「もろみ（原酒）」から
できた料理用発酵調
味料です。酒の風味
と味醂の旨味を併せ
持ち、あらゆる料理
に使えます。
【原材料】米（国産）、米
こうじ（国内産）、食塩

味の母

味の一

5952 1.8Ｌ

5951 720ml

1,966円

918円

１週のみ

翌々週

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
どにおいしく、上品
でキレの良い甘さと、
照り・ツヤの良さが
特長です。
【原材料】もち米、米こうじ、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

6116
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

日食りんご酢 １・３週

鳥取・日食 600㎖754円

6118

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

ビオカ有機レモン
ストレート果汁 １・３週

BIOCA 150㎖313円

6109
「純米富士酢」をベースに、昆布と鰹節でじっくり
とった天然だしを入れたやわらかいお味です。野
菜や海藻などの素材にかけるだけでアッというま
に酢の物の出来上がりです。
【原材料】米酢、白たまり（小麦、食塩、焼酎）、本み
りん、砂糖（粗糖）、鰹節、昆布

富士すのもの酢

飯尾醸造（ム） 360㎖648円

１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 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 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

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

↑

↑
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油

酢・油・お菓子

6336

6337

海のオリーバ

山のオリーバ

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

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

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

6121 有機ぽん酢
しょうゆ

徳島特産の有機ゆ
ず・ゆこう・すだち
果汁と、こだわりの
有機調味料を使用。
鍋物や焼魚などに。
【原材料】有機醤油
（大豆、小麦を含む）、
有機米酢、有機ゆず、
麦芽水飴、食塩、有
機ゆこう、有機すだ
ち、有機米発酵調味
料、こんぶ、乾しい
たけ

光食品（ム）

250㎖443円

１・３週

翌々週

低温圧搾
えごま油

6321

α－リノレン酸は熱
に弱く酸化されやす
い性質を持っていま
すのでドレッシン
グ、マヨネーズ等生
食用に適していま
す。和え物や味噌汁
の入れたりしても美
味しくいただけま
す。
【原材料】食用えごま
油

スリーエス

165g1,728円

１週のみ

翌々週

6326

マイルドでしか
も爽やかでほん
のりとした辛み
が特徴。パレス
チナの平和と繁
栄を願ってオル
タートレード
ジャパンが現地
ＮGＯと農民と
ともに産直を確
立しました。

オルタートレードジャパン

273g1,318円

パレスチナEX
バージンオリーブオイル

１・２・４週

6324

ポリフェノール
高含有。強力な
抗酸化作用・活
性酸素消去作用
がありアトピー
の抗菌に有効。
通常の食用油と
同様にもお使い
いただけます。
【原材料】ぶどうの
種子（チリ産）

グレープシード
オイル

500㎖1,080円
オーサワ

１週のみ

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

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

6338

サチャインチを
低温圧搾した無
添加・未精製の
ナッツオイル。オ
メガ3を50％含み
酸化しにくく加熱
に強いスーパーオ
イルです。
【原材料】サチャイン
チ種子油

インカインチ
オイル

アルコイリス

180g1,782円

翌々週

１週のみ

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 945円

1360g 1,663円

6351
5種類の雑穀でクラッカーに仕上
げました。カリッサクとした食感
や雑穀の香ばしい香りおお楽しみ
下さい。
【原材料】うるち玄米（国産）、大麦（国産）、
黒米（国産）、キヌア、もちきび（国産）

玄米雑穀クラッカー

サンコー 30g 302円

１週のみ

翌々週

6348 米蜜ビスケット
金沢伝統の味、俵屋のじろあめを使用し、
玄米甘酒などおだやかな甘味の自然派ビス
ケットです。乳や卵など動物由来の原材料
を使用せず、トランス脂肪酸フリーのショー
トニングを使用しています。【原材料】小
麦粉（国産）、 ショートニング、 てんさ
い糖、 大麦粉、 米飴、 小麦でんぷん、
ココナッツミルク、 玄米甘酒、 塩麹、 食
塩、 膨張剤（アルミフリー）

5枚入り378円北陸製菓

１週のみ

お 菓 子

6345
有機オーツ麦フレークのザクザ
ク食感と香ばしさ、優しい甘さ
がクセになるオーガニックビス
ケットです。バターは不使用。
【原材料】有機オーツ麦フレーク、有
機小麦粉、有機砂糖、有機パーム油、
有機小麦でん粉、食塩／膨張剤、バニラ香料 原産国：フラン
ス

OGビスケット･オーツ麦

むそう 5枚×3袋 486円

１週のみ

翌々週

↑

↑
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お 菓 子

6425 しょうゆ・みちのくせんべい（小丸）
醤油の香ばしさが美味です。秘伝の
たれで味付けしてあります。
【原材料】うるち米（国内産）、醤油、麦芽糖
（玄米水飴）、馬鈴薯澱粉（北海道産）

各110g378円オーサワ

１週のみ

6419 全粒粉ビスケット
国内産小麦・小麦全粒粉、有機レーズンを
使用した、ザクザクとした食感が美味しい
食べごたえのあるビスケットです。甘味料
は使用せず、レーズンの甘味だけで仕上げ
ました。おやつだけでなく、軽食かわりに
もなります。【原材料】小麦粉（埼玉産）、有
機レーズン（アメリカ・トルコ産）、なたね
油（西オーストラリア産）、小麦全粒粉（埼
玉産）、食塩（青い海）

40ｇ216円オーサワ

１週のみ

6428 藻塩サラダせんべい
旨みが凝縮された藻塩の風味
と軽い食感です。浜御塩の藻
塩で味付けし圧搾一番搾りな
たね油使用
【原材料】うるち米（国内産）、菜種
サラダ油、藻塩（長崎産）

88g378円オーサワ

１週のみ

6387 オーサワの玄米かりんとう
（塩味）

国内産小麦全粒粉・玄米粉入り。 白神
こだま酵母を使用した、 さくっと軽い口
当たり。 砂糖不使用です。
【原材料】小麦粉（国内産）、なたね油（オー
ストラリア・カナダ産）、小麦全粒粉・玄
米粉、金胡麻（鹿児島産）、白神こだま酵母、
食塩（シママース）

70g378円オーサワ

１週のみ

6363 オーサワのおやつ昆布
日高産みついし昆布。食べやす
いひとくちタイプ。噛めば噛む
ほど、自然な旨味と甘みが口の
中に広がる。
【原材料】昆布（北海道日高産）

10g199円オーサワ

１週のみ

6404 えびせんべいノンフライ
膨張剤不使用。国内産馬鈴薯澱粉が主原
料の生地にえび・いかを練り込み、オキ
アミを乗せて焼き上げました。さっぱり
とした醤油味です。ノンフライタイプ。
【原材料】馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えで
ない）、えび、いか、オキアミ、砂糖（粗
糖）、醤油、水餡、食塩（原材料の一部に
小麦を含む）

40g281円サンコー

１週のみ

翌々週

6418

6420

6422

6423

草加せん１週のみ

胡麻の香ばしさをプラス。
【原材料】うるち米（国産）、胡麻、本醸造醤油
（大豆・小麦を含む）、麦芽糖、澱粉　

ごま 7枚 410円

本醸造醤油で味付け。
【原材料】うるち米（国産）、本醸造醤油（大豆・
小麦を含む）、麦芽糖、澱粉　

しょうゆ 7枚 410円

国内産ののりを使用し、おいしさ抜群。
【原材料】うるち米（国産）、のり、本醸造醤油
（大豆・小麦を含む）、麦芽糖、澱粉　

のり 6枚 432円

しょうゆ・ごま・のりが各2枚入り。
【原材料】うるち米（国産）、胡麻、のり、本醸
造醤油（大豆・小麦を含む）、麦芽糖、澱粉

ミックス 6枚 410円

ムソー

翌々週

6406 くるみ餅
国内産のもち粉を使用した生地に、
くるみを練り込みました。ほどよい
甘さがくるみの風味によく合います。
【原材料】砂糖（てん菜糖）、水飴、もち
粉（国内産）、くるみ（国内産）、粉末オ
ブラート（澱粉）、コーンスターチ（遺
伝子組み換えでない）、醤油、食塩（原
材料の一部に小麦を含む）

100g324円サンコー

１週のみ

翌々週

6411
食物繊維が多いといわれる干し柿を
練り込んだ、やわらかな食感の寒天で
す。
【原材料】水飴、砂糖（てん菜含蜜糖）、
干し柿（長野県産市田柿）、寒天、オブ
ラート（澱粉）、レシチン（大豆由来）

干し柿寒天

サンコー 110g 292円

１週のみ

翌々週

6440 のど飴
カリン入りののど飴です。携
帯に便利なチャック付の小袋
サイズです。
【原材料】砂糖（三温糖）、水飴、蜂蜜、
カリンエキス、桂皮末、ウイキョ
ウ末、カンゾウ末、メントール、ビ
タミンC

34g140円サンコー

１週のみ

翌々週

6390

希少な北海道産100％のはちみつ、国産
レモンを使用した、すべて国産ののど飴。
人口甘味料、香料、乳化剤無添加のレモ
ンの酸味がさわやかなのど飴です。
【原材料】水飴（甘藷（国産））、甜菜糖（てん
菜（北海道産））、はちみつ（北海道産）、レ
モンパウダー（レモン（国産））、

はちみつレモンのど飴
（純国産北海道）

ノースカラーズ 68g 238円

１週のみ

翌々週

6424
遺伝子組み換えでないとうもろこしを
ポップさせ、甜菜糖でちょっぴり甘く
味付けした素朴なお菓子です。
【原材料】とうもろこし（アメリカ産、遺伝
子組み換えでない）、砂糖（てん菜（国
産））、植物油脂（パーム油）、食塩／膨張
剤（重曹）

スイートポリコーン

サンコー 85g194円

１週のみ

翌々週

6402
沖縄県産黒糖ならではの独特な甘
みを引きだたせるために試行錯誤
しました。
【原材料】小麦粉（小麦（北海道産））、黒糖（さ
とうきび（沖縄県産））、こめ油（米（国産））、
水あめ（国内製造）、てん菜糖（てん菜（北海
道産・遺伝子組み換えでない））、全粉乳（生
乳（北海道産））、酵母（国内製造）、食塩（北
海道製造）

純国産北海道かりんとう

ノースカラーズ 130g 237円翌々週

１週のみ

6403
生地に北海道産引き割り大豆、蜜に北海道
産きなこを混ぜた”大豆を感じる”かりんと
う。五度揚げ製法で程よい食感。
【原材料】てん菜糖（てん菜（北海道産、遺伝子
組み換えでない））、小麦粉（小麦（北海道産））、
こめ油（米（国産））、水あめ（甘藷（国産））、きな
粉（大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない））、
大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、全
粉乳（生乳（北海道産））、食塩（海水（北海道製
造））、酵母（北海道製造）

純国産北海道きなこかりんとう

ノースカラーズ 125g 237円翌々週

１週のみ

6382
麻の実粉ときな粉でつくったヴィー
ガンプロテインボール。職人が温度
や湿度を見極め、ひとつひとつ丁寧
にねり上げています。
【原材料】きな粉[大豆(青森・埼玉産)]、
水飴、麻の実粉[麻の実(カナダ産)]、
てんさい糖、食塩(ぬちまーす)

麻の実粉ときな粉のたんぱくぼーる

ニュー・エイジ 9個410円

１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

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

6393
国内産の梅を塩漬したときに出る、梅
酢から作った梅塩を、てんさい糖と水
飴で炊きあげた飴に入れました。梅塩
のほのかな塩味とまろやかな味がお口
の中に広がる、さっぱり塩味です。
【原材料】砂糖(てん菜糖)、水飴、梅酢乾燥
物(梅、食塩）

梅塩あめ

サンコー 80g 238円

１週のみ

翌々週

↑

得
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お菓子・ジュース

6488 カシューナッツコロン
カシューナッツ・国内産甜菜糖・
鶏卵・国産豆乳を使用した、一口
サイズのサクサクした口どけのよ
いヨーロッパ風のお菓子です。
【原材料】カシューナッツ、甜菜糖、鶏卵、
豆乳（国内産大豆）、膨張剤（重曹）

志村 85g280円

１週のみ

翌々週

6489 有機コーヒーの
カシューナッツコロン

カシューナッツをベースに有機コー
ヒーなど原料にこだわり、サクッとし
た一口サイズに焼き上げました。
【原材料】カシューナッツ、甜菜糖、鶏卵、
有機インスタントコーヒー、重曹

80g281円志村

１週のみ

翌々週

6544 珈琲ゼリー 145g 270円
こくのある深煎りとアメリカンタイプの浅煎
りの２つの味が楽しめるコーヒーゼリーです。
【原材料】水飴、還元水飴、エリスリトール、
寒天、澱粉、コーヒーエキス、有機珈琲、
こんにゃく粉、香料、レシチン（大豆由来）

6545 抹茶ゼリー 145g 270円
国内産有機栽培の抹茶・緑茶から抽出した
カテキンを配合した寒天ゼリーです。
【原材料】水飴、還元水飴、エリスリトール、
寒天、澱粉、有機抹茶、緑茶抽出物（カテ
キン）、こんにゃく粉、レシチン（大豆由来）

6575 柿の種 80g 324円
ピリッと辛口で香ばしい風味の柿の種と
ピーナッツの相性が抜群です。
【原材料】もち米（国内産）、ピーナッツ（米
国産）、有機たまり醤油、植物油脂、麦芽
水飴、食塩、香辛料、カツオ粉末、シイタ
ケ粉末、昆布粉末

ムソーのお菓子 翌々週

6552
野菜嫌いのお子様でも食べられるよ
う、北海道の人参とかぼちゃを練り込
みました。サクッと軽い食感になって
います。
【原材料】うるち米（北海道産）、米粉（国
産）、にんじん、（北海道産）、かぼちゃ
（北海道産）、米油、食塩（北海道産）

北海道米の野菜せんべい

ノースカラーズ 85g 292円

１週のみ

翌々週

ジュース

有機レモン果汁と天然水を使用したサイダー。
着色料・保存料・香料は一切使用していません。
【原材料】砂糖、有機レモン果汁

レモンサイダー

6822 2本

6972 30本
250ml×2280円

250ml×304,200円

１週のみ

ヒカリ

翌々週

6809
有機バナナの自然な甘味で、国産有
機ケールをおいしく飲める飲料で
す。ケールとバナナをそれぞれ
30％使用しています。飲みやすく
仕上げてあります。
【原材料】有機ケール（国産）、有機バ
ナナ、有機レモン

有機ケールとバナナ

ヒカリ 160g×2388円

１週のみ

翌々週

原材料表示は、作成した時点での表示になります。商品は予告なくリニューアルすることもありますので、

召し上がる前に再度ご確認をお願い致します。

ムソーのナチュラルバー
身体に美味しいナッツとフルーツがぎっしり！。ナッツと玄
米パフの配合が増え、食感がしっとりからさっくりになり
ました。グルテンフリー。【アレルギー8品目該当品目】なし

各 302円

１週のみ

翌々週

フルーツ＆ナッツバー

6533 アーモンド 40g
アーモンドと胡麻がたっぷり！
レーズンとアガベの優しい甘味。

6534 ザクロ 40g
カシューナッツやクルミのカリッ
とした食感にザクロの果汁で爽や
か気分。

6535 ココナッツ 40g
人気のココナッツはミネラルいっ
ぱい。香ばしく甘い風味がしっか
り味わえます。

6550
グラノーラをひとくちサイズで食べら
れるクッキーにしました。オーツ麦の
ザクザクとした食感とココアのほろ苦
く、豊かな風味を味わえます。
【原材料】有機オーツ麦(アメリカ産)、有
機メープルシロップ(カナダ産)、なたね
油(オーストラリア産)、米粉(石川産)、アー
モンドパウダー (アメリカ産)、ココアパ
ウダー(オランダ産)、カカオニブ(中南米・
アフリカ産)

オーサワのココアグラノーラ

オーサワ 40g 356円

１週のみ

欠品の可能性があります。

国産原料にこだわった

アリモトの
おかき

翌々週１週のみ

6568焼塩煎餅 80g322円
国産の原料にこだわった素朴であっさり塩味のお煎餅です。
【原材料】うるち米（国産）、米油、塩、昆布、鰹節

6570島醤油煎餅 80g322円
こだわりの醤油であっさり味付け。一口サイズのお煎餅。
【原材料】米（兵庫県産但馬50％、国産50％）、醤油（大豆、小麦
含む）、砂糖、水あめ、昆布、鰹節、寒天

6571玄米塩おかき 50g322円
塩のみで味付けした素朴なあっさり素焼塩味、食べやすい
一口サイズのおかきに仕上げました。
【原材料】もち玄米（岡山県）、塩

6572玄米醤油おかき 145g322円
昔なつかしい素朴なおかきです。
【原材料】もち玄米（岡山県産）、醤油（小麦、大豆を含む）、砂糖、
昆布、削り節（いわし節、うるめ節）、発酵調味料、塩

6573丹波黒豆玉子煎餅 75g322円
丹波の豊穣な風土が生んだ黒豆の香ばしさが効いています。
【原材料】小麦粉（内麦）、砂糖（てんさい）、卵、黒大豆（国内産）、
膨張剤

6574玄米ぽん煎餅 7枚322円
丹波の豊穣な風土が生んだ黒豆の香ばしさが効いています。
【原材料】小麦粉（内麦）、砂糖（てんさい）、卵、黒大豆（国内産）、
膨張剤

6576ひとくち海老せんべい 70g322円
一口サイズのお煎餅。塩は海の精を使用しています。
【原材料】うるち米（国産）、米油、塩、干海老、昆布粉末、鰹節粉

6577海老ぽんせんべい 25g322円
パリパリ薄めのぽんせんべい。塩は海の精を使用しています。
【原材料】うるち米（国産）、干海老、塩、米油

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

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

↑
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●●●●●●●●●●ジュース・缶詰・冷凍食材

7141
脂がのって美味しい三陸沖の秋
さば（マサバ）を限定し、国産は
だか麦使用の合わせみそを使用
した「サバのみそ煮」です。
【原材料】さば（銚子港）、みそ、
砂糖、醤油（原料の一部に小麦、
大豆を含む）

とろサバみそ煮缶

千葉産直 180g 486円

１週のみ

翌々週

7140
脂がのって美味しい秋サバ
を限定し、対馬の塩と米酢
だけで骨が柔らかくなるま
で煮込みました。
【原材料】さば（銚子港）、食塩、
米酢（米：京都）

とろさば水煮

千葉産直 180g 486円

１週のみ

翌々週

缶詰・冷凍素材

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

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 １・３週

千葉産直サービス（ム） 100g 410円
翌々週

7131
みかん缶詰は内皮を取り除くための薬
品処理を行わず、内皮がそのままつい
た状態で缶詰処理を行っているのが
特徴です。シロップもそのまま飲める
ほど。安心とおいしさがぎっしり詰
まった缶詰です。
【原材料】みかん、みかんストレート果
汁、砂糖、かぼす果汁

海辺で育った果実たち・みかん缶

いのうえ果樹園

１週のみ

295g 410円

6831
特定保健用食品コレステロールが気になる
方に。ブロッコリー・キャベツ由来の SMCS
（天然アミノ酸）含有。
【原材料】ブロッコリー（メキシコ・アメリカ産）､
セロリ（メキシコ・国内・アメリカ産）､キャベツ（メ
キシコ・アメリカ産）レタス・ほうれん草・大根葉・
小松菜・パセリ（国内産）､りんご（国内・アメリカ・
ニュージランド・ブラジル産他）､レモン（アルゼ
ンチン・メキシコ・イタリア産）､クチナシ色素 ､
ビタミン C､カロテン色素

緑でサラナ

サンスター株式会社 160g 216円

１週のみ 6832
有機野菜100％。独自の乳酸発酵、
すりつぶし製法採用。にんじんベー
スのトロッとした濃厚な飲み心地。
【原材料】有機にんじん（国内･アメリカ産）､
有機ほうれん草（国内産）､有機ピーマン（ア
メリカ産）､有機キャベツ（国内産）､有機セ
ロリ（アメリカ産）､有機レモン（アルゼンチ
ン・イタリア産）

健康道場・緑黄野菜

サンスター株式会社 160g 270円

１週のみ

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）

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）

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

6931 砂糖不使用

6932 てんさい糖入

１・３週

筑波乳業 各125ml149円

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。
【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

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

7109 4缶

80g 224円
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

7111 4缶

80g 224円
80g×4缶 890円

１・２・３週

かもめ屋

フルーツバスケットの「もろこし畑」缶詰
缶の内部コーティングは環境ホルモンの溶出の心配のない素材を使用。

7112 ホールカーネルもろこし畑缶 180g（固形量125g）×1235円
7113 3缶ホールカーネルもろこし畑缶 180g（固形量125g）×3705円
鮮度と風味を活かすため、現地の工場で収穫から短時間で缶詰めにパックしているから、シャキシャキ
の食感、本来のとうもろこしのおいしさそのままです。
【原材料】スイートコーン（北海道産）、食塩

7114 粒ありクリームもろこし畑缶 190g×1212円
7115 3缶粒ありクリームもろこし畑缶 190g×3636円
原料が本来持っている自然の甘み、香り、味をお楽しみいただけます。甘味は原料自体のものであり、
砂糖は使用していません。また、一般市販品で使用されることの多い、コーンスターチも使用していま
せん。北海道で契約栽培されたとうもろこしを、最旬の時期を逃さずに収穫。鮮度と風味を活かすため、
現地の工場で収穫から短時間で缶詰めにパックしています。

7116 うらごしタイプもろこし畑缶 180g×1212円
7117 3缶うらごしタイプもろこし畑缶 180g×3636円
うらごしタイプ。生クリームと牛乳で割り、塩で味付けすればそのまま美味しいコーンスープになります。

１・２週

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・３週

無茶々園

6906 1本
6962 6本

720ml800円

720ml×64,700円

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

無茶々園

6910 1本
6966 6本

720ml800円

720ml×64,700円

１・３週

ブリックパックジュース

国産ふじりんご100%
１・３週

1988年の発売以来30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。 ナガノ（ム）

6896 ３個組 125㎖×３�399円
6960 36個組 125㎖×36�4,670円

翌々週

得
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

カレー・シチュー・パスタソース

香 辛 料

生わさび（チューブ）

7505

7506

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

【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）

【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

からし（チューブ）

生しょうが（チューブ）

ムソー 各40g356円１・３週 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 20g367円
翌々週

7557
下味として肉にもみ込んだり、仕
上げに少量足すとさらに香り高い
カレーに出来上がります。
【原材料】コリアンダー（モロッコ）、クミン、
ウコン、カルダモン、ナツメグ、フェンネル、
フェヌグリーク、陳皮、シナモン、クローブ、
唐辛子、スターアニス、ジンジャー

特選カレーパウダー

井上スパイス 20g 270円

１週のみ

翌々週

7301

肉類を一切使用してない純植物性のス
パゲティソースですのでコレステロー
ルがありません。
【原材料】トマトケチャップ、たまねぎ、粒
状大豆たんぱく（遺伝子組換えでない）、
大豆粉（遺伝子組かえでない）、にんじん、
マッシュルーム、植物油脂、しょう油（小
麦を含む）、中濃ソース（りんごを含む）、
でん粉（コーン（遺伝子組換えでない）、麦
芽水飴、植物性粉末ブイヨン、塩、香辛
料

ベジタブルミートソース
トマトソース味

三育 180g（2人前）324円

１週のみ

翌々週

7316
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）

有機ミートソース・ヒカリ１・３週

ヒカリ 140g（一人前）313円
翌々週

【甘口】北国の完熟りんごと南国のフルー
ツチャツネをスパイスで調和させ、少量
ずつ直火で丹念に焼き上げた甘口のカ
レールゥ。
【中辛】厳選した香り高いスパイスと新鮮
な生野菜・果物を使用し、直火の釜で少
量ずつ時間をかけて焙煎した、中辛タイ
プのカレールゥです。
【辛口】新鮮な生野菜、フルーツに、選び抜
かれたスパイスマサラの香りと辛味を利
かせ、更に隠し味にチャツネ、ココナッツ
を加え、直火の釜で少量ずつじっくりと時間をかけて焙煎し
ました。ルゥの味、色、香りを大切にした辛口カレールゥです。

直火焙煎カレールゥ１・３週

ムソー 各170g（約７皿分）421円
7323 甘口 7324 中辛 7325 辛口

翌々週 7329
植物性素材でつくった豆乳
ベースのホワイトソース。まろ
やかでコクのある味わい。「オー
サワの野菜ブイヨン」を使用し
ており、バターや牛乳は不使用
なのに、コクのある味わいが楽
しめます。
【原材料】オーサワなたね油、小麦粉
(国産)、豆乳(国産)、有機アガベシ
ロップ(メキシコ産)、酵母エキス、オーサワの野菜ブイ
ヨン、オニオンパウダー (フランス産)、食塩(海の精)、
香辛料(こしょう、ローレル)

オーサワのホワイトソース

オーサワ 180g 324円

１週のみ

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 7326
シチュー、グラタンなどにお勧め。必要
な量だけ使える粉末タイプ。
【原材料】小麦粉（国産）、脱脂粉乳、玉葱、
ナチュラルチーズ、食塩（天日塩）、食用油脂、
チキンブイヨン、砂糖（粗製糖）、ブーケガ
ルニ、生姜、にんにく、ホワイトペッパー

ホワイトソース

スカイフード（ム） 120g540円

１週のみ

翌々週

7311
丹念に炒られた国産小麦の天然の甘
さと、ブレンドされた十数種のカ
レースパイス、どこか懐かしさを感
じる風味豊かな本格カレーです。国
内産契約栽培小麦粉と植物性油脂を
使用。色み・味・香りを強調したり
保存性を高めるような添加物を一切使用していません。
【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

日食カレールー１・３週

鳥取・日食 230g 445円

7312
素材を引き立てるソフトな風味、優
しい甘さです。国内産契約栽培小麦
粉を主原料としています。トマトと
牛肉エキスなどを加え、じっくりと
練り上げてつくられた本格ハヤシル
ウです。
【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

日食ハヤシルー １・３週

鳥取・日食 230g 476円

7313
国内産の小麦粉、植物性油脂を使用。
味を主張する原料を出来る限り排
し、食材の美味しさを引き出すため、
うま味を凝縮した畜肉エキスも、コ
クを出すためのバターも加えていま
せん。
【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

日食ホワイトシチュー １・３週

鳥取・日食 230g 445円

7563
徳島産どくだみの葉100％生産
者限定クセが少なく飲みやすい
ノンカフェイン。使い易いティー
パックイプ。保管に便利なチャッ
ク付き袋。夏はアイスで冬はホッ
トで楽しめる。
【原材料】どくだみ（徳島産）

小川生薬（オ）

徳島のどくだみ茶

40g（2g×20P）648円

１週のみ 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

有機ルイボスティー １・３週

小川生薬
2g×24P518円

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
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お　　茶

7620
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）

有機抹茶･缶 １・３週

名古屋・菱和園（オ） 30g 1,080円

7615
有機JAS認証ルイボス茶。とってもさわ
やかな味。きれいな紅茶色。活性酸素
を抑える優れた抗酸化力があります。
ノンカフェインでミネラルがバランス
よく含まれています。【原材料】有機ル
イボス（南アフリカ産）

有機栽培ルイボス茶

プロスペリティ（オ）

50包入（3.5g×50）2,484円

１週のみ7605
水出し、煮出しOK。昔ながらの製法「砂
砂り焙煎」で国内で珍しい4台の窯を使用
した「四度炒り」をしており、長年の経験
と知識により大麦の甘味と香りが引き立
つこだわりの仕上り。無漂白ティーバッ
グを使用しています。
【原材料】大麦（国内産）

麦茶（国内産大麦使用）TB

ミエハク 8g×52包 508円翌々週

１週のみ

7565 国産ブレンド茶
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）

小川生薬 8g×30P518円

１・３週

7794
ホソバタイセイの根（板藍根）100％　ほ
んのり香ばしく、まろやかな味わい。多
種類の細菌の増殖を抑制することや、
多くのウイルスの働きを抑制すことこ
が報告されています。
【原材料】ホソバタイセイの根（中国産）

板藍根茶

小川生薬 45g（1.5g×30）1,944円

１週のみ

7700 LNOGハーブ
ティー・ペパーミント

28g724円
太陽の光をいっぱいに浴びたアン
デスペパーミントは特に純度の高
い香りと味わいで大変な人気で
す。口臭が気になるときやおなか
の調子が悪いとき、リフレッシュしたいときに最
適です。
7701 OGハーブティー・カモミール

24g 724円
ヨーロッパでは古来風邪や腹痛だけでなく、不眠
症の薬として使われてきました。柔らかな香りと
自然な甘味が一日の疲れをいやし、心地よい眠りへ
と導いてくれるでしょう。
7702 OGハーブティー・レモンバーム

20g 724円
アンデスで2000年以上もの間飲まれてきた、伝
統的のあるハーブティーです。すっきりした味と
レモンのような香りは、気分転換にぴったりです。
7704 OGハーブティー・ローズヒップ

50g 724円
甘酸っぱさの秘密は豊富なビタミンとミネラル。
レモン20個分ものビタミンC やにんじん・トマト
を上回るβカロチン、牛乳の約８倍のカルシウム、
ほうれん草の２倍の鉄分など栄養素の宝庫です。

ムソーの

オーガニックハーブティー

翌々週１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。

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。

かたぎ古香園のお茶 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。

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。

【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。

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。

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。

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。

7600

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

金沢大地 10g×40包 566円

有機六条大麦茶
水出しティーバッグ

得



35

コーヒー・シャンプー

コーヒー

シャンプー・リンス 　

リマナチュラルのヘア＆ボディケア

7871 LNマイルドシャンプー
300㎖ 1,815円

7872 LNポンプ式マイルドシャンプー
500㎖ 3,025円

7873 LN詰替マイルドシャンプー
500㎖ 2,662円

天然水にカミツレエキス、椿油、海藻エキスをたっぷり配合したヤシ油脂肪酸とアミノ酸
系の、泡立ちよく、且つ、より安全性の高い洗浄料です。

7874 LNマイルドリンス 300㎖ 1,815円
7875 LNポンプ式マイルドリンス 500㎖ 3,025円
7876 LN詰替マイルドリンス 500㎖ 2,662円
7877 LNポンプハーバルボディソープ 530㎖ 2,200円
7878 LN詰替ハーバルボディソープ 500㎖ 1,870円
ヤシ油由来とアミノ酸系の植物由来成分を厳選して使用しています。刺激を極力抑え、赤
ちゃんにも安心して使用できる優しいタイプ。また、土中分解するため環境にも優しいボ
ディソープです。

7879 LNトリートメントヘアスプレー 95g 1,320円
7881 LNボリュームアップシャンプー 400㎖ 2,750円
7882 LNボリュームアップシャンプー詰替 400㎖ 2,420円
きゃしゃな髪や傷んだ髪にもハリとコシを与える椿油シャンプーです。アミノ酸、椿油、
天然水、海藻エキス等を配合。自然なボリューム感があり、うるおいとツヤのある美しい
髪に仕上げます。髪にボリュームが欲しい方、ダメージヘアの方に。

7883 LNボリュームアップリンス
400㎖ 2,750円

7884 LNボリュームアップリンス詰替
400㎖ 2,420円

きゃしゃな髪や傷んだ髪にもハリとコシを与える椿油リンスです。アミノ
酸、椿油、天然水、海藻エキス等を配合。自然なボリューム感があり、う
るおいとツヤのある美しい髪に仕上げます。髪にボリュームが欲しい方、
ダメージヘアの方に。

１週のみ 翌々週

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TB

ゼンヤクノー（ム）

3g×30包1,836円

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

日東コーヒー

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。味、香り、ともに優れたバラ
ンスをもつたぐいまれなコーヒー
です。明るく爽やかな酸味、素晴
らしい甘み、豊かなコク。バラン
スがよく、愛され定番商品。

各200g 799円
7760 豆 7761 粉

●90501 ねぎとろ丼
ネギトロ（メバチマグロ（台湾）、菜種油）、タレ（醤油、
粗糖、発酵調味料、食塩、酵母エキス）

●90502 カツオ漬け丼用
カツオ（太平洋）、醤油（大豆、小麦、食塩）、発酵調
味料、水

●90507 まぐろ丼（イカ入り）
メバチマグロ（台湾）、ソデイカ（沖縄県）、菜種油、
食塩、タレ【醤油、砂糖、発酵調味料、食塩、酵母
エキス】（原料の一部に小麦、大豆、イカを含む）

●90520 まぐろ団子甘酢ソース
マグロ、玉葱、砂糖、ケチャップ、馬鈴薯澱粉、豚肉、
醤油、菜種油、酢、鶏卵、小麦粉、ねぎ油、酒、食塩、
生姜、ごま油、胡椒、ニンニク

●90523 天然エビのチリソース
【揚げエビ】エビ（インドネシア）、卵白（徳島県）、馬
鈴薯澱粉、菜種油、食塩　【チリソース】トマトケチャッ
プ、鶏ガラスープ、白ネギ（国産）、チューニャン、に
んにく、生姜、砂糖、コチュジャン、馬鈴薯澱粉、菜
種油、酢、酒

●90524 白身魚の甘酢あんかけ
【シイラ唐揚げ】シイラ、菜種油、馬鈴薯澱粉【甘酢ソー
ス】砂糖、トマトケチャップ、醤油、酢、馬鈴薯澱粉、
生姜、ニンニク

●90525 放牧豚の酢豚
放牧豚（北海道産）、砂糖、玉葱（国産）、にんじん（国
産）、ケチャップ、酢、醤油、馬鈴薯澱粉、鶏卵、小
麦粉、酒、白ねぎ、豆板醤、ごま油、生姜、菜種油、
にんにく、コショウ

●90526 神山鶏の唐揚げ
鶏肉（徳島県）、馬鈴薯澱粉、鶏卵（徳島県）、小麦粉、
醤油、ごま油、酒、豆板醤、にんにく、生姜、食塩、
コショウ

●90536 阿波のフィッシュカツ
魚介すり身【スケトウダラ（北海道）、砂糖、食塩】、
魚肉【えそ（徳島県）、ぐち（徳島県）、太刀魚（徳島県、
香川県）、その他（徳島県）】、馬鈴薯澱粉、砂糖、菜
種油、パン粉、みりん、食塩、コショウ、カレー粉、
香辛料（原材料の一部に小麦を含む）

●90538 鳴門金時芋のお弁当コロッケ
さつまいもペースト（徳島県）、衣【パン粉（小麦含む）、
小麦粉、鶏卵】、揚げ油（菜種油）、マグロ、生クリーム（乳
成分を含む）、馬鈴薯澱粉、砂糖、醤油（小麦、大豆
を含む）、米発酵調味料、酒、食塩、生姜、コショウ

裏表紙マストミの原材料
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太陽油脂の石けん製品・スキンケア・デンタルケア

スキンケア・リップクリーム

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

デンタルケア

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 8063
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。
【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

エスケー 140g 385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
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

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
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

翌々週

手洗い・お風呂用石けん

7951 パックス化粧石けん
合成酸化防止剤（BHT、
エデト酸塩）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
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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・洗濯用・暮らしの洗剤

洗剤・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します。酸
化作用で、イヤな臭いをやわらげます。酸
素の気泡で石鹸カスの付着を防止します。
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。
【成分】過炭酸ナトリウム（酸素系）

太陽油脂（ヒ） 500g473円

１・３週

ハッピーエレファント 食器用洗剤
グレープフルーツ

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。
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）

8091 本体
300㎖440円

8092 詰替
500㎖440円

サラヤ

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 洗濯パウダーハッピーエレファント
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）

サラヤ（オ） 1kg 855円

１・３週

8146 食用グレードパックス重曹F
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

太陽油脂（ヒ）２㎏864円

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

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

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

入 浴 剤

8148
8149

ハッピーエレファント
トイレクリーナー

本体

詰替

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。

サラヤ

400㎖550円
350㎖330円

１・３週

8150
8151

ハッピーエレファント
バスクリーナー

本体

詰替

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です。
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です。

サラヤ

400㎖550円
350㎖330円

１・３週

8166
能登の森の恵み贅沢なお肌にやさしい入浴液。ポリフェノール成分がお肌を
コーティングします。静菌作用に優れ、お肌にトラブルのある方々に喜んで
頂いています。大変温まり、お体の「冷え」にお悩みの方に喜んで頂いています。
ヒバ蒸留液と木酢液のオリジナルブレンドです。さらに、その原料のヒバは、
石川県産のものだけを使用！入浴後の残り湯は洗濯に再利用でき、洗濯槽の
防カビ、除菌対策に。お風呂に湯垢がつきにくくお掃除がラクで簡単です。（日
本木竹酢液認証協議会の認証（石川県産木酢液））天然素材100％。無添加・無
香料。

天木森（てんこもり）入浴液

吉岡機販 500㎖（約15回分）2,750円

１週のみ8161
強い還元力を持つ入浴剤です。身体にたまった疲れや余分
なのもをスッキリと出し、手軽にリフレッシュできます。
肌にうるおいを与え、美肌効果も期待できます。汗をたっ
ぷりかくことで、むくみのもととなる水分などの老廃物が、
全身の毛穴の奥から排出されます。【１回分】

キパワーバスソルト

キパワー（オ） 200g968円

１週のみ

8084
食器洗いはもちろん、ふき
ん洗いにもおすすめ。濡れ
たスポンジに直接こすりつ
けて、泡立ててご使用下さ
い。
【原材料】純石けん分（99％脂肪酸ナトリウム）

EM台所石けん

シャボン玉 110g178円

１週のみ

翌々週
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●●●●●●●●●●雑貨・日用品

雑貨・日用品

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

8231 コスロン油濾過器
油が無駄なく使える濾過器。ステンレス製で特殊紙を
200枚以上重ねた強力フィルターのため、油を繰り返し
お使いいただけます。容量は約1.2ℓです。従来の油こ
し器と比較して時間がかかりますが（４～５時間から一
晩）、より新油に近づけるための必要な時間となります。

オーサワジャパン

１週のみ

１台3,850円欠品の可能性がある商品です。

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

300g486円

１・３週 8372 重曹
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

１・３週

オーサワ 600g432円

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 １・３週

コスロン本体は１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

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

8306

マスクと口の間に
シートを1枚挟むだ
け。市販のマスクで
肌がかぶれてしまう
方や、ファンデーショ
ンがマスクに付いて
気になる方に。
【原材料】オーガニッ
クコットン

マスク用 使い捨て
インナーシート

ナチュラムーン

100枚1,430円

１週のみ

翌々週

従来のアルコール消毒液では対応が難しいウイルスにも幅広く
対応！菌がつきやすい水栓やドアノブ、調理器具などに、軽く
吹きかけるだけで瞬時に除菌！
【原材料】グレープフルー ツ種子抽出物（GSE）、エチルアルコール（サ
トウキビ由来）、フィチン酸（米ぬか由来）、精製水

デイリーミスト

フリーマム

１週のみ

8224 携帯用
8222 スプレー本体

8225 詰替
50ml880円

300ml1,540円

600ml2,420円

8229
「足を冷やさず
スーッとすっ
きり」を実現し
ました。体温
を下げないか
ら、冷えによ
るむくみ足にも安心。たっぷり20枚入り。
【原材料】天然メントール、ラベンダー精油、
ローズマリー精油、ベルガモット精油、マジョ
ラム精油、グレープフルーツ精油配合

めぐリフレ １週のみ

吉田養真堂

10枚入×2袋1,078円
翌々週

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

8252 和紙ボディータオル（白）
油分や老廃物
を効率よく取
り除きます。
アレルギーな
どでお肌の弱
い方でも、安
心してご使用
いただけます。快適なマッサージ効果（従
来のボディータオルにはない爽快感）。優
れた耐水性を持ち、また和紙ならではの
速乾性があります。
【原材料】和紙と木綿の混紡

古川与助商店1枚1,100円

１週のみ

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

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
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●●●●●●●●●●日用品・自然水・ヘナ・季節品・ユーカリ製品・家庭菜園

家庭菜園

季 節 品

8651（粒）有機玄米甘酒
味わい深い豊かな甘みのあ
る無農薬・無化学肥料栽培
の玄米麹で醗酵させた甘酒
です。濃縮タイプで１袋約４
人前。マクロビオティック系。
アルコールは入っていません。
【原材料】玄米（長野県産：無
農薬無化学肥料栽培）、米麹

オーサワ 250g 346円

１週のみ

8653
国内産有機玄米使
用味わい深く、豊
かな甘み。滑らか
な口当たりが特徴
です。
【原材料】有機玄米麹・
玄米（秋田・滋賀産）

有機玄米甘酒（なめらか）

オーサワ 200g 367円

１週のみ

マックヘナ １週のみ

8190 ブラウン 100g 1,650円
������������落ち着いたシックなブラウン

8191 ライトブラウン 100g 1,650円
さわやかな明るいライトブラウン

8192 ダークブラウン へナ60g+インディゴ60g1,650円
２ステップ必要な本格派ダークブラウン

8193 インディゴブルー 50g×2 1,650円
他のヘナと混ぜて使用。インディゴ単独では淡い藍色にしかなりません。

8195 ブロンズ 100g 1,650円
赤茶系のブロンズ色

8196 オレンジ 100g 1,100円
より明るいオレンジ

化学肥料や防腐剤等は一切使用せずに栽培されたヘナの葉を粉末
にした、100%天然の髪の化粧品です。ヘナとは、インドやエジ
プトに自生するミソハギ科の植物。使い方は、ヘナのパウダーに
お湯を少しずつ加え、マヨネーズ程度のペースト状にして、ハケ
や手で髪に塗りつけるというものです。 発色は落ち着いてシック
なブラウンで、単独でご使用いただくと白髪が濃茶になります。
ヘナパウダーヘナパウダーは、ヘナという植物から作られるパウ
ダーで、髪の毛を保護してコシやツヤを出すためや、髪の毛を染
めるためなどに使用されます。

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 1.8ℓ400円
６本入箱・木頭村の山の湧水

1.8ℓ×６2,300円

きとうむら

オーガニックコットンした生理用品のシリー
ズです。かぶれにくく、敏感肌の方も安心し
て使用できます。布ナプキンの心地よさを目
指しました。（使い捨て）

グリーンパックス

生理用品「ナチュラムーン」シリーズ １・３週 翌々週

8290 ナチュラムーン おりもの専用シート 
40個入（6.0×15.5㎝）660円

【原材料】表面素材：オーガニックコットン不織布、2層：エアーレイド（パルプ）、3層：
ＰＥ（ポリエチレン）、4層バックシートPE（ポリエチレン）

8291 ナチュラムーン おりものシートロング
36個入り（7.0×17.5㎝）748円

8292 ナチュラムーン・多い日昼用（羽付き）
16個入り（10×23.5㎝）521円

8293 ナチュラムーン・普通の日昼用（羽なし）
24個入（7.5×21㎝）521円

8294 ナチュラムーン・多い日昼用（羽なし）
18個入り（10×23.5㎝）521円

8295 ナチュラムーン・夜用（羽なし）
12個入（9.5×29㎝）521円

8296 ナチュラムーン・多い日の夜用（羽つき）
10個入（29㎝）521円

【原材料】表面材：コットン、不織布：ポリプロピレン・ポリエチレン、紙台紙：バージ
ンパルプ、防漏材：ポリプロピレン、ポリエチレン、吸収剤：バージンパルプ

ユーカリ製品

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

蒸米が芯まで糖化すうるように12時間かける
ので、こうじのまろやな甘みが楽しめます。
400 ～ 500㏄の水や豆乳などで薄めてからお
召し上がりください。
【原材料】有機米（国産）

こうじあま酒（国産有機）

マルクラ

8654 玄米 8655 白米

250g 486円

１週のみ

翌々週

9815

9816

9817

9818

9820

和歌山県産の土を使用。様々な状況に対応する基本の培養土。

さし芽と種まきに特化した発芽しやすい土。

38×31×6cmのネット入り。いろんな型のプランターや鉢に
対応。抜群の通気性と破水性。

土壌改良用培養土です。古い土に1割から3割程度混ぜ込むこ
とで、収水性、保水性、ph調整、保肥力のUPなどの土壌環境
が期待できます。
【原材料】堆肥（有機微生物）、ピートモス、活性炭、ヴェルデ
ナイト(ピートモス、モンモリロナイト)

お花の栽培に適したオリジナル培養土。

ベーシック培養土
有機家庭菜園の土

さし芽・種まき用の土
（有機家庭菜園の土）

鉢底の石ネット入

もう一度よみがえる土

花の土（有機家庭菜園の土）

ナチュラルライフステーション

12L1,980円

12L1,430円

0.5L×8袋 990円

5L 990円

12L1,430円
１週のみ
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全て税込み価格です

お菓子やお料理に「ココナッツオイル」お菓子やお料理に「ココナッツオイル」

有機認証を受けた農園で、合成農薬・化学肥料不使用で栽
培されたココナッツを使用。溶剤などの化学薬品不使用。低
温圧搾製法のオーガニックバージンココナッツオイルです。

185g 1,026円

バターやオイル代わりに

むそう

オーガニック バージンココナッツオイル6308

膨張剤不使用のスナック菓子膨張剤不使用のスナック菓子
国産馬鈴薯由来のでん粉が主原料

小魚（片口いわし）粉末を練りこ
んでサクッとフライし、醤油ベー
スのタレでさっぱりと味付け。

小魚スナック6466

ワカメ、アオサ、ひじきを練りこん
でサクッとフライにしました。
さっぱり塩味。

海藻スナック6467

国内産のごぼうを練りこんでサ
クッとフライにし、さっぱりと塩
味で味付けしました。

ごぼうスナック6468

各55g 259円サンコー

６種類の野菜（ニンジン、キャベ
ツ、玉ネギ、ネギ、ほうれん草、パ
セリ）を練りこんでサクッとフラ
イにしました。さっぱりと塩味
です。

野菜スナック6469

主に道東で獲れた旬の魚介類を一切の合成保存料、着
色料、漂白剤、殺菌剤などを使わずに加工しています。
干し魚については、天日干しが基本。その他加工する場
合も、厳選された調味料のみを使い加工しています。

白糠のサクラマスフィーレ白糠のサクラマスフィーレ
上品な味わいの高級魚

【原材料】鮭（白糠産）

サクラマスフィーレ

2529

250g 799円⇒783円 得

脂の乗った大型のロシア産縞ホッケ
を天日干しにしてフィレにしました。

【原材料】縞ホッケ、天日塩

天日干し縞ホッケ
Mサイズ

2505

丸々と太って脂の乗った真鯖を
半身フィレーにしました。

【原材料】真鯖、天日塩

2枚約250g 463円

天日干鯖フィレー
Mサイズ

2508

脂肪の多い白身魚アブラメを調理しやす
いようにフィーレ
にしました。醤油
との相性がいい
です。

【原材料】アイナメ
（釧路産）

330g 708円

アイナメフィーレ2535

ピリ辛サンマ
脂の乗ったサンマを食べやすいようにヘッ
ドカットし、一味を使ってピリ辛の醤油漬け
にしました。

【原材料】サンマ（北
海道）、国産有機醤
油、三河本みりん、
一味唐辛子

2匹 801円

2538
肉厚で味が良いと
言われている野付
産帆立の貝柱を殺
菌剤を使用せず、
紫外線殺菌された
海水で洗浄後、急速冷凍しました。

【原材料】ホタテ貝の貝柱（北海道野付）

140g（3～4個） 914円

ホタテ貝柱2555

白糠前浜定置網
で獲れた鮭のオ
ス。その山漬けさ
れた秋鮭を適度
に塩抜きをして切
り身にしました。

【原材料】鮭、天日塩

秋鮭山漬切身2548

旬のフルーツ

凍
大粒で口いっぱいに広がる甘
味と酸味がたまりません。寒さ
厳しい冬、湿度が高く暑い夏。
そんな能登の環境がブルーベ
リーの実を美味しくします。

ひらみゆき農園 100g 740円

能登の
ブルーベリー

0355

有機メロンで有名な坂本正男さん。糖度が15
度以上という厳しい
基準に達っしたメロ
ンになっています。

北海道富良野 坂本正男

1玉約1.3kg 2,030円

坂本さんの有機メロン0378

和歌山県は全国でも有数な桃の産
地です。紀州白桃、白鳳、日川白桃、
川中島白桃の中からその時に出荷で
きる桃をお渡しします。

和歌山 ばんじろう村

500g前後（2玉） 680円

和歌山もも0380

オレンジとレモンの自然交雑で誕生し
たといわれる品種です。一般的なレモ
ンと比べ表皮がつるっとしています。

ニュージーランド・ギズボーン地区

2個（200g前後） 360円

メイヤーレモン
(ニュージーランド産）

0384

5種類のミニパンセット。カフェオレあんにはカフェイ
ンレスのオーガニックコーヒーを使用。

夏パンセット1171

5種×1個 470円

よもぎの風味がとてもよい生地に、特注の無添加こ
しあんをたっぷり入れました。トッピングの黒ゴマの香
ばしさも、パンによくあっています。

よもぎあんぱん（こしあん）1172

バターロール、レーズンスティック、クロワッサンといっ
た人気のあるパンを詰め合わせた、ちびっこにも大
人気の大変お得なセットパンです。

ちびっこモーニング1173

３種×５ 427円

少し甘めの生地に、オーガニックレーズンをふんだん
に入れ、トッピングにはアーモンドスライスと粗糖をま
ぶしました。

レーズンマウンテン1174

1個 275円

くるみとミネラル豊富な黒糖を練りこみ焼き上げまし
た。丸くて重量感のあるパンです。

黒糖ブレッド1175

250g 427円

水俣産の無農薬・無化学肥料栽培の甘夏を使った
甘酸っぱいゼリー。

あまなつゼリー1176

60g×3個 378円冷

国産小麦・無添加パン

翌々凍 不定期！マストミマストミ老舗の鮪屋

さのままサラダで食べるのが最高です。ルッコラは野菜の
中でも『β-カロテン』『ビタミンC』『ビタミンE』が豊富で、ど
れも抗酸化作用をもつ栄養素です。

40g 130円金沢大地

有機金沢大地ベビールッコラ0180

今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜今週入荷の野菜

甘味と酸味がたまらない！
農薬・化学肥料不使用農薬・化学肥料不使用

ばんじろう村 あら川の桃

オレンジとレモンの自然交配メロンから放たれる甘い芳香

三陸産の牡蠣を使ったフライです。三陸産
の牡蠣は身がぷりっと引き締まり味も濃
厚なのが特徴です。

カキフライ2635

国産の助宗タラのすり身に国産のささが
きごぼうを混ぜ、食べやすいサイズで揚げ
ました。おかずはもちろんおつまみにも最
適な商品です

ささがきごぼうさつま揚げ2634

高橋徳治商店の練り物

240g 745円⇒730円 得

130g 401円⇒392円 得

揚げて下さい

１・３週 凍

原料の良さをより活かせるよ
うマグロの身の粒を残した状
態に仕上げています。

ねぎとろ丼90501

モッチリとした身質のカツオを
適度な厚さにスライス。食べ
応えのある一品です。

80g×2 616円

カツオ漬け丼用90502

メバチマグロに、モチモチッと
した食感の「ソデイカ」を合わ
せました。
50g×2（タレ×2） 562円

まぐろ丼（イカ入り）90507

50g×2（タレ×2） 
702円⇒687円 得

団子状にし、特製甘酢ソー
スをからめています。

140g×2 555円

まぐろ団子甘酢ソース90520

本格的な中華の味わいを、簡単
に召し上がっていただけるように
仕上げました。

300g 658円

放牧豚の酢豚90525

うま味タレに漬け込み、柔らかく
ジューシーな中華風唐揚げに仕
上げました。

神山鶏の唐揚げ90526

無添加の練り物です。すり身を
たっぷり使用。食欲がわくピリ辛カ
レー味。

2枚（130g） 385円

阿波のフィッシュカツ90536

ホクホクもっちりとした食感と上品
な甘味に濃厚な生クリームでコク
を加えました。

120g（5個入） 346円

鳴門金時芋のお弁当コロッケ90538

インドネシア産の天然エビ
を使用しているので、自然な
プリプリ感をお楽しみいた
だけます。

130g 416円

天然エビのチリソース90523

長崎県で水揚げされたシイ
ラを丁寧に切り身にしてカ
ラッと揚げました。

80g×2 401円

白身魚の甘酢あんかけ90524

200g 486円⇒476円 得

地元野菜地元野菜

３週のみ 翌々

翌々 不定期！

北海道 山三商店の魚介類 １週のみ 冷凍

北海道東部 白糠沿岸で獲れた、旬のサクラマス（本

鱒）を半身のフィレーにしました。漁獲量が少ないためとそ

の上品な味わいから高級魚とされています。脂ののりもよく赤身がき

れいで繊細な味わいです。白焼き、塩焼き、煮付け、ムニエルなどがオススメです。

200g以上 708円⇒693円 得

煮てあるのでそのままお刺身で食べ
れます。身がむっちりとしていて味が
濃厚なのが特徴です。

【原材料】煮ツブ（灯台つぶ）

150g 710円

灯台つぶ(煮ツブ)2521

2切 577円⇒564円 得

不定期！

不定期！

2個 378円⇒370円 得

復活！復活！


