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12月11日㈰の週 お届けカレンダー

   火 水 木 金

提出日 6 7 8 9
配送日 13 14 15 16

全て税込み価格です

丹沢農場の豚肉を使用したパティ丹沢農場の豚肉を使用したパティ

化学調味料を使わないで、安全でおいしい
豚肉・牛肉本来の旨さをきわだたせた、シ
ンプルなおいしさです。

200g（50g×4個） 526円

おうちでハンバーガーお作ろう

丹沢農場

ハンバーガー用パティ1920

イタリアのオーガニックワインイタリアのオーガニックワイン

ミディアム・フル。熟したラズベリーやアメリカンチェリー、
プラムなどのアロマに、ハーブのニュアンス。瑞々しい果実
味と酸のバランスが良い。

各750ml 1,650円

バイヤーおすすめ

イタリア ヴェネット

赤OGベッラ･ストーリア･メルロー8512

辛口。トロピカルフルーツや洋ナシのアロマ。アタックは柔
らかく、優しい果実味が広がります。

白OGベッラ･ストーリア･シャルドネ8513

エコファーム奥野さんの野菜

牧場主の武藤浩史さんは、ポストハーベスト農薬や遺伝子
組み換え農作物の心配な輸入穀物の飼料に頼らず、牧草地
へ放牧して牧草をたっぷり食べさせ、肥育時に与える飼料
も主に安全な国産飼料という、健康で安全なめん羊牧場を
営んでいます。育て方がよいので、市販の羊肉のイメージを
一新するおいしさです。

茶路めん羊牧場茶路めん羊牧場
北海道白糠町

北海道の大地で放牧しています

凍 翌 不定期！

糖度が高く 上品な甘さ

庄内ファーム 干し柿
庄内ファーム 郷土の漬物 旬の

一品

庄内ファーム

庄内の温海町で昔から焼畑農法で伝承され
てきた在来種の赤かぶを使用し、有機栽培
で育て、漬け込んだ甘酢漬け。

赤かぶ酢漬け3992

250g 561円
いぶしたくあん3993

庄内地方の砂丘畑でとれた干し大根を桜の
木で香り豊かに燻製してぬか漬けされたも
の。

250g 498円

紅花たくあん3994
庄内地方の砂丘畑でとれた干し大根をぬか
漬けにしました。県花の紅花を使い、自然な
色を出しています。

翌々冷 不定期！

250g 561円⇒548円 得

冬の庄内地方から真心
込めた味をお届けします。

庄内柿は、平べったい角型で
種がない柿。鶴岡の秋を代表
する果実です。果肉が緻密に
引き締まり、みずみずしい歯ざ
わりが楽しめます。糖度も高
く、上品な甘さが嬉しい逸品
です。農薬通常の5割減、化
学肥料、除草剤不使用です。

180g（5～6個入） 780円

庄内の干し柿
（平核無柿）

0381

庄内ファーム

水菜、ほうれん草、小松菜、ルッコラ、人参、ネ
ギ、大根などから旬の野菜をお届けします。

おまかせ5種 1,480円

奥野さんの野菜セット0012

人参にはビタミンＡやカロチンがたっぷり。人参
ジュース、生食でサラダなどにも。

約350g 374円鳥越人参（土付）0042

大根の根には「アミラーゼ」というでんぷん分解酵
素が多く含まれていますので、胃もたれや二日酔い
などに効果的です。

1本 280円鳥越大根0076

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

国産の有機栽培生姜を皮ごと

すりおろして、たっぷりと使用しました。

ジンジャードリンク 地元野菜地元野菜

今日の一日のスタートはアップルホットジンジャー。
広島県高野町産のりんごの粉末、有機シナモン粉
末、節蓮根粉末も加えました。

朝のアップルホットジンジャー7671

今日のホッとひといき。3種の本格スパイスとレモン
の風味がミルクによく合います。

昼のレモン＆ジンジャーチャイ7672

今日の癒しのひといきに。果実とハーブのフルー
ティーでフローラルな香りをお楽しみください。

夜のハーバルホットジンジャー7673

各12g×3 356円

翌々

赤身が多く肉汁を豊富に含んでいる部位です。焼肉やス
テーキにも適しています。

250g 2,365円ラムモモブロック1679

ステーキやローストでより
ジューシーな肉をお楽しみい
ただけます。

300g 3,240円

ラム骨付きステーキ
（チャップとスペアリブのセット）

1681

スネ・首・カタなどを使います。
ラムカレーシチュー用1682

スライスは焼肉用にスライス
した肩、モモ、バラを概ね均
等に盛り付けたパック。

ラムスライス1678

250g 2,225円

ラム串焼き1687
親羊（マトン）の加工品で、
発色剤やリン酸塩
などを含まない無
添加手作りソー
セージ。

羊肉ソーセージ（スモーク）1693
スネ・首・カタなどを使います。
ハンバーグ、コロッケ、餃子に、
肉団子、ミートソースなどに。

各250g 1,264円

ラムミンチ

細挽き1684
粗挽き1685

串焼きは塩コショウだけ
でも十分ですが、工夫し
て、いろん
な串焼き
をお 試
しくだ
さい。

軽やかな食感のかりんとう
高知県の太陽を浴びて育ったお米を使用

ごほうびかりんとう

有機栽培の国産大豆のきな粉、鹿児
島県種子島産の精製度の低い粗糖
などこだわりの食材を使用しています。

きな粉6445

生姜生産量日本一の高知県の生姜、
鹿児島県種子島産の精製度の低い
粗糖などこだわりの食材を使用してい
ます。

生姜6446

国産大豆・国産小麦・天日塩を杉桶で
仕込んだ醤油、鹿児島県 種子島産の
精製度の低い粗糖などこだわりの食
材を使用しています。

各45g 378円

しょうゆ6447

不定期！
不定期！凍

那珂川キッチンのこだわり総菜那珂川キッチンのこだわり総菜 翌々凍 不定期！

九州産の厳選した
低脂肪高たんぱく
な銘柄鶏を使用し
た本格的なから揚
げ。大人気商品。

200g 617円

那珂川キッチンのから揚げ77301
皮は国産小麦を丁
寧に手作り。丁寧に
ひとつづつ手で包
んでいる証。

走る豚 肉まん77302
銘柄鶏を使用したブ
ラックペッパーが効
いたスパイシーな唐
揚げです。今夜のお
かず、おつまみにも。

150g 540円

お弁当用 塩から揚げ77312

福岡県産特別栽培
米を有 機トマトケ
チャップ、よつ葉バ
ターで炊き上げまし
た。

天然えびピラフ77316
たけのこひじき、ほうれ
ん草のおひたし、五
目大豆が各2個
づつ入って
ます。

お弁当用 和のおかずセットA77319 お弁当用 和のおかずセットB77320 お弁当用 洋風おかずセット77321

国産のニラがたっ
ぷり。「走る豚」とア
ジと天然の海老すり
身を使ったこだわり
の一品です。

30g×5 828円

走る豚のニラまんじゅう77323
食感のアクセントに
国産蓮根を使い、
シャキシャキ食感で
あっさりとした味に
仕上げています。

200g 617円

チキンレンコンボール77324
国産牛もつ、スー
プ、麺、薬味のセット
です。お好みの野菜
を準備してください。

博多もつ鍋77327
マッシュポテトは使
わずにじゃがいもの
粘りだけで固めてい
ますので、外はカリっ
と中はホクホク。

240g（8個） 413円

ハッシュドポテト77330

中華鍋を振ってキ
ビ砂糖と菜種油か
らアメを作っていま
す。そこに2度揚げし
た国産さつまいもを
入れ仕上げました。 150g 414円

那珂川キッチンの大学芋77303

125g×2 635円⇒622円 得

  2,373円⇒2,326円
2人前

得

190g 535円⇒524円 得

きんぴらごぼう、豆ひじ
き、切干大根の煮
物を各2個づつ
入ってます。

かぼちゃのクリーム煮、き
のこのバルサミコ酢、
ブロッコリーと人参
のオリーブオイ
ル和え。

２・４週冷

250g 2,268円⇒2,222円 得

250g 1,469円⇒1,439円 得

4～5本（150g）

1,145円⇒1,122円 得

120g（20g×6） 483円⇒473円得 120g（20g×6） 518円⇒507円得 120g（20g×6） 489円⇒479円得
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会員からの質問や感想、要望などを掲載しています。会員からの質問や感想、要望などを掲載しています。
ご意見をどんどんおよせください。ご意見をどんどんおよせください。

もな ん 伝で 言 板 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

■第３世界ショップ「カシューナッツカレー味」

すっごくおいしかったです。ナッツはカリっ

としていて、スパイシーなカレー風味がク

セになります。� （金沢市　T.Tさん）

２週のみ6762

●0319 すりおろしにんにく（ビン）●0319 すりおろしにんにく（ビン）
んにく（島根産）、米酢、食塩（シママース）んにく（島根産）、米酢、食塩（シママース）

●1181 ミニクリスマスパンセット●1181 ミニクリスマスパンセット
小麦粉、粗糖、牛乳、卵、苺ジャム、バター、チョコレー小麦粉、粗糖、牛乳、卵、苺ジャム、バター、チョコレー
ト、イースト、菜種サラダ油、レーズン、食塩、片栗粉、ト、イースト、菜種サラダ油、レーズン、食塩、片栗粉、
抹茶、紅麹、ラム酒抹茶、紅麹、ラム酒

●1182 シュトーレン●1182 シュトーレン
小麦粉、バター、レーズン、牛乳、甘夏ピール、粗糖、小麦粉、バター、レーズン、牛乳、甘夏ピール、粗糖、
粉糖、アーモンドプードル、アーモンドスライス、卵、イー粉糖、アーモンドプードル、アーモンドスライス、卵、イー
スト、脱脂粉乳、食塩、シナモン、ラム酒、コアントロースト、脱脂粉乳、食塩、シナモン、ラム酒、コアントロー

●1183 贅沢プレッツェルクロワッサン●1183 贅沢プレッツェルクロワッサン
小麦粉、牛乳、バター、全粒粉、粗糖、イースト、岩小麦粉、牛乳、バター、全粒粉、粗糖、イースト、岩
塩、湖塩塩、湖塩

●1184 ミニバケット●1184 ミニバケット
小麦粉、イースト、食塩、モルト小麦粉、イースト、食塩、モルト

●1185 シナモンデロールデニッシュ●1185 シナモンデロールデニッシュ
小麦粉、シートバター、卵、粗糖、粉糖、イースト、小麦粉、シートバター、卵、粗糖、粉糖、イースト、
脱脂粉乳、バター、卵白、シナモン、食塩、レモン脱脂粉乳、バター、卵白、シナモン、食塩、レモン
果汁果汁

●1186 クリスマスクッキー●1186 クリスマスクッキー
小麦粉、粗糖、バター、卵、菜種サラダ油、アーモ小麦粉、粗糖、バター、卵、菜種サラダ油、アーモ
ンド、紅茶、カカオニブ、ごま、ココア、コーヒー、ジンド、紅茶、カカオニブ、ごま、ココア、コーヒー、ジ
ンジャー、岩塩、抹茶、シナモンンジャー、岩塩、抹茶、シナモン

●1187 クリスマス固焼きビスケット●1187 クリスマス固焼きビスケット
小麦粉、粗糖、菜種サラダ油、かぼちゃ粉末、紫い小麦粉、粗糖、菜種サラダ油、かぼちゃ粉末、紫い
も粉末、キャロブ、岩塩も粉末、キャロブ、岩塩

●1559 鶏鍋セット（塩）●1559 鶏鍋セット（塩）
鶏肉（国産）、つくね [ 鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、鶏肉（国産）、つくね [ 鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、
パン粉、馬鈴薯澱粉、清酒、醤油、砂糖、生麦、食塩 ]、パン粉、馬鈴薯澱粉、清酒、醤油、砂糖、生麦、食塩 ]、
スープ [チキンスープ、発酵調味料、昆布だし、鰹だし、スープ [チキンスープ、発酵調味料、昆布だし、鰹だし、
食塩、ガーリックパウダー、醤油、ごま油、（原材料食塩、ガーリックパウダー、醤油、ごま油、（原材料
の一部に小麦を含む）]の一部に小麦を含む）]

●1576 骨付てりやきチキン●1576 骨付てりやきチキン
鶏肉（国産）、砂糖、醤油、みりん、ばれいしょでん粉、鶏肉（国産）、砂糖、醤油、みりん、ばれいしょでん粉、
清酒、生姜、にんにくペースト（原材料の一部に小麦清酒、生姜、にんにくペースト（原材料の一部に小麦
を含む）を含む）

●1914 肉団子甘酢ダレ●1914 肉団子甘酢ダレ
豚肉、玉ねぎ、牛肉、パン粉、鶏ガラスープ、粗糖（種豚肉、玉ねぎ、牛肉、パン粉、鶏ガラスープ、粗糖（種
子島産）、醤油、酢、馬鈴薯澱粉、トマトケチャップ、子島産）、醤油、酢、馬鈴薯澱粉、トマトケチャップ、
菜種サラダ油（揚げ油）、塩（伊豆大島）、香辛料、しょ菜種サラダ油（揚げ油）、塩（伊豆大島）、香辛料、しょ
うがペースト、（原料の一部に小麦、大豆を含む）うがペースト、（原料の一部に小麦、大豆を含む）

●1920 ハンバーガー用パティ●1920 ハンバーガー用パティ
豚肉（国産）、玉ねぎ（玉ねぎ）、牛肉（国産）、牛乳、卵、豚肉（国産）、玉ねぎ（玉ねぎ）、牛肉（国産）、牛乳、卵、
パン粉、塩（伊豆大島産）、粗糖（種子島産）、香辛料パン粉、塩（伊豆大島産）、粗糖（種子島産）、香辛料
（原材料の一部に小麦を含む）（原材料の一部に小麦を含む）

●2205 イワシミリン干し●2205 イワシミリン干し
いわし（熊野灘産）、醤油（国産丸大豆、天日干し岩塩、いわし（熊野灘産）、醤油（国産丸大豆、天日干し岩塩、
国産小麦）、砂糖（粗糖、三温糖）、三河味醂（米、国産小麦）、砂糖（粗糖、三温糖）、三河味醂（米、
米麹、もち米）、ごま米麹、もち米）、ごま

●2209 サンマひらき●2209 サンマひらき
さば（熊野灘産）、天日干し岩塩（粉砕塩）さば（熊野灘産）、天日干し岩塩（粉砕塩）

●2224 イカのミリン干し●2224 イカのミリン干し
するめいか（熊野灘産）、醤油（国産丸大豆、国産小麦、するめいか（熊野灘産）、醤油（国産丸大豆、国産小麦、
天日塩）、砂糖（粗糖）、本みりん（もち米、米糀、焼酎）天日塩）、砂糖（粗糖）、本みりん（もち米、米糀、焼酎）

●3992 赤かぶ酢漬け●3992 赤かぶ酢漬け
赤かぶ、洗双糖、塩、醸造酢赤かぶ、洗双糖、塩、醸造酢

●3993 いぶしたくあん●3993 いぶしたくあん
干し大根、米糠、洗双糖、天塩、赤唐辛子干し大根、米糠、洗双糖、天塩、赤唐辛子

●3994 紅花たくあん●3994 紅花たくあん
干し大根、米糠、洗双糖、天塩、赤唐辛子、乾燥紅干し大根、米糠、洗双糖、天塩、赤唐辛子、乾燥紅
花花

●6445 ごほうびかりんとう きな粉●6445 ごほうびかりんとう きな粉
米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、粗糖、米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、粗糖、
卵、米油、有機きな粉（大豆を含む）、糖蜜卵、米油、有機きな粉（大豆を含む）、糖蜜

●6446 ごほうびかりんとう 生姜●6446 ごほうびかりんとう 生姜
米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、卵、米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、卵、
粗糖、米油、生姜粉末、糖蜜粗糖、米油、生姜粉末、糖蜜

●6447 ごほうびかりんとう しょうゆ●6447 ごほうびかりんとう しょうゆ
米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、卵、米粉（米（高知県産））、小麦粉（小麦（国産））、卵、
醤油（小麦・大豆を含む）、粗糖、米油、糖蜜醤油（小麦・大豆を含む）、粗糖、米油、糖蜜

●77301 那珂川キッチンのから揚げ●77301 那珂川キッチンのから揚げ
鶏肉（国産）、菜種油、卵、胡麻油、薄口醤油、デン鶏肉（国産）、菜種油、卵、胡麻油、薄口醤油、デン
プン、薄力粉、パン粉、ニンニク、粉末かつおだし、ショプン、薄力粉、パン粉、ニンニク、粉末かつおだし、ショ
ウガ、ホワイトペッパー、一味唐辛子 / 香辛料、（一ウガ、ホワイトペッパー、一味唐辛子 / 香辛料、（一
部に小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉を含む）部に小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉を含む）

●77302 走る豚 肉まん●77302 走る豚 肉まん
具（豚、たまねぎ、キャベツ、砂糖（粗糖）、オイスター具（豚、たまねぎ、キャベツ、砂糖（粗糖）、オイスター
ソース、胡麻油、食塩、乾燥しいたけ、粉末かつおソース、胡麻油、食塩、乾燥しいたけ、粉末かつお
だし、ホワイトペッパー）、皮（小麦粉、砂糖（粗糖）、だし、ホワイトペッパー）、皮（小麦粉、砂糖（粗糖）、
牛乳、生イースト）/ 香辛料、（一部に小麦、乳製品、牛乳、生イースト）/ 香辛料、（一部に小麦、乳製品、
いか、ごま、大豆、豚肉を含む）いか、ごま、大豆、豚肉を含む）

●77303 那珂川キッチンの大学芋●77303 那珂川キッチンの大学芋
さつま芋（国産）、キビ砂糖、ナタネ油さつま芋（国産）、キビ砂糖、ナタネ油

●77312 お弁当用 塩から揚げ●77312 お弁当用 塩から揚げ
鶏もも肉、ゴマ油、デンプン、酒、塩、ガーリックパ鶏もも肉、ゴマ油、デンプン、酒、塩、ガーリックパ
ウダー、キビ砂糖、ショウガ、ブラックペッパー（一ウダー、キビ砂糖、ショウガ、ブラックペッパー（一
部にごま、鶏肉を含む）部にごま、鶏肉を含む）

●77316 天然えびピラフ●77316 天然えびピラフ
米、タマネギ、ピーマン、えび、ニンジン、バター、米、タマネギ、ピーマン、えび、ニンジン、バター、
粉末野菜ブイヨン、薄口醤油、塩、（一部にえび、小麦、粉末野菜ブイヨン、薄口醤油、塩、（一部にえび、小麦、
乳成分、大豆を含む）乳成分、大豆を含む）

●77319 お弁当用 和のおかずセットA●77319 お弁当用 和のおかずセットA
ほうれん草、大豆、たけのこ、キビ砂糖、濃口醤油、ほうれん草、大豆、たけのこ、キビ砂糖、濃口醤油、
乾燥ひじき、ニンジン、ごぼう、薄口醤油、こんにゃく、乾燥ひじき、ニンジン、ごぼう、薄口醤油、こんにゃく、
酒、みりん、干し椎茸、塩、粉末かつおだし、（一部酒、みりん、干し椎茸、塩、粉末かつおだし、（一部
に小麦、大豆を含む）に小麦、大豆を含む）

●77320 お弁当用 和のおかずセットB●77320 お弁当用 和のおかずセットB
大豆、プレーン天、ごぼう、ニンジン、薄口醤油、キ大豆、プレーン天、ごぼう、ニンジン、薄口醤油、キ
ビ砂糖、乾燥ひじき、みりん、切干大根、酒、薄口ビ砂糖、乾燥ひじき、みりん、切干大根、酒、薄口
醤油、いりごま、ゴマ油、塩、（一部に小麦、大豆、醤油、いりごま、ゴマ油、塩、（一部に小麦、大豆、
ごまを含む）ごまを含む）

●77321 お弁当用 洋風おかずセット●77321 お弁当用 洋風おかずセット
ニンジン、カボチャ冷凍、牛乳、シメジ、ホールコーン、ニンジン、カボチャ冷凍、牛乳、シメジ、ホールコーン、
椎茸、ブロッコリー、バルサミコ酢、オリーブオイル、椎茸、ブロッコリー、バルサミコ酢、オリーブオイル、
薄力粉、バター、菜種油、塩、キビ砂糖、ホワイトペッ薄力粉、バター、菜種油、塩、キビ砂糖、ホワイトペッ
パー / 香辛料、（一部に小麦、乳製品を含む）パー / 香辛料、（一部に小麦、乳製品を含む）

●77323 走る豚のニラまんじゅう●77323 走る豚のニラまんじゅう
焼売の皮、ニラ、バナメイむきえび、走る豚ミンチ、、焼売の皮、ニラ、バナメイむきえび、走る豚ミンチ、、
アジたたき身、菜種油、ゴマ油、卵、きび砂糖、塩、アジたたき身、菜種油、ゴマ油、卵、きび砂糖、塩、
ホワイトペッパー / 香辛料、（一部にえび、小麦、卵、ホワイトペッパー / 香辛料、（一部にえび、小麦、卵、
ごま、豚肉、魚介類を含む）ごま、豚肉、魚介類を含む）

●77324 チキンレンコンボール●77324 チキンレンコンボール
鶏肉、タマネギ、レンコン、揚げ油（菜種油）、デン鶏肉、タマネギ、レンコン、揚げ油（菜種油）、デン
プン、ゴマ油、薄口醤油、卵、オイスターソース、粉プン、ゴマ油、薄口醤油、卵、オイスターソース、粉
末かつおだし、ホワイトペッパー / 香辛料（一部に小麦、末かつおだし、ホワイトペッパー / 香辛料（一部に小麦、
卵、いか、ごま大豆、鶏肉を含む）卵、いか、ごま大豆、鶏肉を含む）

●77327 博多もつ鍋●77327 博多もつ鍋
ちゃんぽん（小麦粉、澱粉（ばれいしょデンプン）、塩（食ちゃんぽん（小麦粉、澱粉（ばれいしょデンプン）、塩（食
塩）、卵白粉鶏卵、牛内臓、食用菜種油、にんにく、塩）、卵白粉鶏卵、牛内臓、食用菜種油、にんにく、
ねぎ、食塩、粉末かつおだし、しょうゆ、とうがらし、ねぎ、食塩、粉末かつおだし、しょうゆ、とうがらし、
胡麻油、ホワイトペッパー /貝 Ca、クチナシ色素、胡麻油、ホワイトペッパー /貝 Ca、クチナシ色素、
香辛料（一部に牛肉、小麦、卵、ごま、大豆、いか、香辛料（一部に牛肉、小麦、卵、ごま、大豆、いか、
豚肉を含む）豚肉を含む）

●77330 ハッシュドポテト●77330 ハッシュドポテト
メークイン（国産）、パン粉、食用菜種油、塩、ホワメークイン（国産）、パン粉、食用菜種油、塩、ホワ
イトペッパー / 香辛料（一部に小麦を含む）イトペッパー / 香辛料（一部に小麦を含む）

表紙・20P・21P・40P原材料

〈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

▲1589	 とり餃子
■2643	 茶豆ちぎり揚げ
▲2662	 うずら天
▲2663	 一口揚げ
▲2668	 ごぼうつまみ
▲7116	 うらごしタイプもろこし畑缶
▲7117	 3缶うらごしタイプもろこし畑缶
■8227	 本体	能登ヒバスプレー

◆下記商品のご注文は今回までです。下記商品のご注文は今回までです。
12月３回お届け
　〈秋川牧園のクリスマス商品〉

　　通常注文書：1575～1584（☆マーク）

　〈狩野水産の数の子・にしん・たらこ〉

　　特別企画注文書：89501～89508	

12月４回お届け
　〈お正月用	しめ飾り〉

　　通常注文書：9825～9827	

お 知 ら せ
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　11月16日の日本農業新聞の一面トップに「有機転換
に10アール２万円　補正予算　新規就農も対象」とあ
りました。

　除草剤と農薬化学肥料に頼ってきた慣行農家に

とって、今オーガニックに転換することは生活がか

かってくる大変なことです。

　先日の名古屋市の河村市長とのオーガニック学校

給食のトークでも、南陽町の農家が河村市長に頼ま

れて学校給食のためのお米を有機で栽培したところ、

草取りは大変だし収量も４割も落ち込んでこれでは

絶対にやっていけない。せめて減農薬や特別栽培米

ならばと皆の前で語っていました。私が農水大臣の

時、戸別所得補償の一つとして、農薬、化学肥料を

半分に減らしたら10アール当たり8000円を給付する
制度を初めて設けました。当時有機栽培農家には結

構喜んでいただいたようでした。10年経った昨年、
農水省の担当課長から１万5000円に増額することが
できましたと嬉しい報告がありました。今回の慣行

から有機への転換に２万円の給付はさらに一歩前進

ですが、有機へ転換して商品として売れるものにな

るのには少なくとも３年はかかるとされています。そ

の間がなかなか続けられないので、２万円の交付を少

なくとも３年間は続けなければならないと思います。

　米国は広大な農地でも農家収入の４割、EUでは

８割が国の税金による所得補償です。米国、EU等は、
自国の ①自給率の達成 ②食の安全の実現 ③環境保
全の為に、農業は市場競争の原理に任せるのではな

く、国民の命をつなぐ大切な食料生産だと位置づけ

ています。ですから、農業に国民の税金を使うこと

は防衛費に国の税金を使うことと同じで当たり前の

ことだと思っているのです。

　日本は今年米価が１万円を切り、農薬、化学肥料

も２倍から３倍になって、農業を続けられない状況に

あります。ウクライナ戦争、気候変動による災害に

より、いつ食料危機に陥ってもおかしくありません。

しかし考えようでは、今年から慣行農家が有機に転

換すれば農薬も化学肥料もいらないので、農業再生

のチャンスかもしれません。 
　補正予算の審議もいよいよ始まりますが、大幅な

増額が予定されている防衛費の一部でも思い切って

慣行農家が有機に転換する所得保障に回すべき時で

はないでしょうか。

　さらに言えば、一気に有機栽培に転換できる秘策

があります。韓国はとっくに曖昧な減農薬、特別栽

培の表示制度をやめて、無農薬、もしくは300種類の
土壌の検査に合格したら有機の認証をしています。

さらに大事なのは慣行農家が有機に転換するときの

移行期の特別な表示を認めています。それらの費用

を農家に負担をかけずに市町村（政府が予算措置）が

賄っているのです。

　日本も今年オーガニックヴィレッジ事業予算の中

で 僅かですが、市町村も有機認証の費用を国からの 
交付金でまかなえるようになったのです。

　世界の潮流はそうなったのですから、いよいよ日

本も安全安心な有機農業に転換する時が来ました。

（山田正彦氏オフィシャルブログ2022.11.2より転載）

●  　原告ジョンソン氏のことは知っていましたが、

肌を映像で見て戦慄。もう人間の皮膚ではない。

「9000万ドルより元の肌を返してくれ！」の叫びが
聞こえるようです。ゼンさんは、子どもたちの不

調の原因を突き止め闘う女性ですが、原村監督の

いう「皆、穏やかで、子どもたちの健康を願って活

動する人々」とわかります。会場で求めた『食の安

全を守る人々』の冊子を読みつつ、映画に至る

「人々」の活動に深く感動。正義を告発するのでは

なく「未来への希望」を抱く映画にしたいという山

田氏や監督の術中に私も深く嵌まり込んだようで、

最後、韓国や日本各地の有機給食を広める運動は、

オーガニックへの世界の潮流オーガニックへの世界の潮流
日本政府も少しずつ日本政府も少しずつ
動かし始めています動かし始めています

「食の安全を守る人々」「食の安全を守る人々」
上映会と山田正彦氏講演会上映会と山田正彦氏講演会
の感想（２）の感想（２）

ともすれば暗かった未来に力強い明りをかざして

導いてくれる思いです。

　映画の冊子の牧山氏のコメントで「周りの人々が

一生懸命山田氏を支えようとするのは山田正彦の

歩みが一歩遅れると、その分、日本の「大切なもの」

が多国籍企業へ売り払われてしまうのではない

か？という危機感をこの社会が抱かせているから

ではないか」に深く感じ入りました。

 （金沢市　G.Sさん）

●  　石川県では幸い種子条例ができましたが、次は

種苗条例の制定を目指して、県議会に働きかけて

いくことが重要です。そのための活動を個人より

団体としてやっていくことが有利だと思っていま

す。金沢オーガニッククラブが中心となって、皆

でやっていく方向を考えていただけないでしょう

か。 （金沢市　C.Yさん）

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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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

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

0062

有機JAS。
みずみず

しい新玉葱。
産地変更にな
る可能性があ
ります。

有機玉ねぎ有機玉ねぎ
（北海道他）（北海道他）

北海道 ドリーム大地
450g 450g 351351円円

有

0057
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。

北海道玉ねぎ北海道玉ねぎ

北海道 河端
約400g 約400g 292292円円

無

0065
殺 虫 殺
菌0～2

回。加熱で独
特 の 粘 り と
ホ ク ホ ク 感
が 生 ま れ ま
す。

愛知里芋愛知里芋

愛知県 榊原
約400g 約400g 360360円円

低

0101

有機JAS。か
ぼ ち ゃ の 甘
み と 舌 ざ わ
り を 存 分 に
お 楽 し み く
ださい。

有機北海道有機北海道
カボチャカボチャ

北海道 わたなべ農園
1/4カット 1/4カット 330330円円

有

0035
有機JAS。強めの甘さにも
か か わ

ら ず 後 口 は
すっきりした
感 じ の 上 品
な 甘 さ を 感
じさせてくれ
ます。

鹿児島紅はるか鹿児島紅はるか

鹿児島有機農産
500g 500g 352352円円

有

0039
竹林に囲まれた日当たり
のよい山の段々畑育ち。山

下 さ ん の
ホックホク
の人気さつ
ま芋。

蓮花金時芋蓮花金時芋

金沢市 山下農園
約1㎏ 約1㎏ 432432円円

地

無

0030
土付きの
さつまい

もになります。
農 薬 不 使 用、
化学肥料不使
用でつくって
います。

神子原さつまいも神子原さつまいも

羽咋市 屋後浩幸
約500g 約500g 389389円円

地

無

0022
有機JAS。煮崩れしにくい
ので、煮物や炒め物など

に向いてい
ます。

有機北海道とうや有機北海道とうや

北海道 山口農園
400g 400g 324324円円

有

0021

有 機JAS。 細 長
い形とねっとり
した肉質が特長。
煮崩れが少ない
ためカレーやシ
チューなど煮込
み料理に。

北海道有機北海道有機
メークインメークイン

北海道 山口農園
400g 400g 338338円円

有

0064
煮物にすればなめらかな
舌触り

に、揚げ 物
でホクっと
した甘みが
増します。

福来園の里芋福来園の里芋

野々市市 福来園
400g 400g 367367円円

地

無

0036

なめらかな食感です。シルクと
い う 名 前 の 通
り、舌のうえを
するんと滑るよ
うな独特の食感
を楽しめます。

福来園の福来園の
シルクスイートシルクスイート

野々市市 福来園
500g 500g 356356円円

地

無

0054
鍋料理にも大
活躍です。

愛知ねぎ愛知ねぎ

愛知県 天野グループ

1束1束

214214円円

無

0024
鍋料理にも大活躍です。

長野男爵長野男爵

長野県 くりのみ園
約500g 約500g 270270円円

無

0083
根と葉と
では含ま

れる栄養成分
が 違 う か ぶ。
調理法を工夫
して残さず食
べられるので
活用ください。

愛知小カブ愛知小カブ

愛知県 天野グループ
1束 1束 281281円円

無

地もの里
芋。煮物、
汁 物、 サ

ラダ、コロッ
ケなどに。

蓮花町 山下農園

248248円円
432432円円0061

0060
1kg1kg

500g500g

蓮花里芋蓮花里芋

地

無

0070
ねばり
気が強

い蓮根です。
鉄分の吸収
を高めると
いわれてい
る野菜です。

蓮花蓮根蓮花蓮根

蓮花町 山下農園
500g 500g 432432円円

地

無

0080
大根の辛みには
胃液の分泌を高

め消化を促す働きがあ
るほか、胃腸の働きを
助ける数種類の消化酵
素も含まれています。

愛知大根愛知大根

愛知県 天野グループ
1本 1本 302302円円

無

0040
カロチンは皮の近くに含ま
れていますので、料理する

ときはできるだ
け薄く皮をむき
ましょう。

愛知人参愛知人参

愛知県 天野グループ
約400g約400g  248248円円

無

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 早崎 他
1玉 1玉 399399円円

低

0146
特 栽 レ
ベル。味

にクセがない
ため子供達に
も人気。カロ
テンとビタミ
ンＣが豊富。

愛知ブロッコリー愛知ブロッコリー

愛知県 早崎 他
1玉 1玉 389389円円

低

0171

有機JAS。ワン
カットでカンタ
ンサラダ。色味
が鮮やかなので
カラフルなサラ
ダにも。

有機赤オーク有機赤オーク
リーフレタスリーフレタス

金沢大地
80g前後80g前後194194円円

地

有

0172

有 機JAS。
ワンカットでカ
ンタンサラダ。
色味が鮮やか。
苦味やクセが少
ないです。

有機緑オーク有機緑オーク
リーフレタスリーフレタス

金沢大地
100g前後 100g前後 194194円円

地

有

0043
「 天 然
のイン

シ ュ リ ン 」
といわれる

「イヌリン」
という成分を豊富に含んでいま
す。

神子原菊芋神子原菊芋

羽咋市 屋後浩幸
300g 300g 378378円円

地

無

0044

小 ぶ り
ですが、甘み
のある人参で
す。サラダに
も。

神子原人参神子原人参
（洗い）（洗い）

羽咋市 屋後浩幸
300g 300g 378378円円

地

無

0013
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。

福来園の人参福来園の人参

野々市市 福来園

約500g約500g

292292円円
地

無

0041
減 農 薬。
甘味が強

くおいしいさ
つ ま い も で
す。

福井ほっこり金時福井ほっこり金時

福井県 吉村
500g（2～4本） 500g（2～4本） 799799円円

低

0042
人参にはビ
タミンＡや

カロチンがたっ
ぷ り 。 人 参
ジュース、生食
でサラダなどに
も。

鳥越人参鳥越人参（土付）（土付）

白山市 
エコファーム奥野

約350g 約350g 374374円円

地

無

0076
大 根 の 根 に は

「アミラーゼ」と
いうでんぷん分解酵
素が多く含まれてい
ますので、胃もたれ
や二日酔いなどに効
果的です。

白山市 
エコファーム奥野

1本 1本 280280円円

鳥越大根鳥越大根

地

無

0012

水菜、ほうれん草、小松菜、
ルッコラ、人参、ネギ、大根
などから旬の野菜をお届けし
ます。

奥野さんの野菜セット奥野さんの野菜セット
（おまかせ5種）（おまかせ5種）

白山市 エコファーム奥野

5種 5種 1,4801,480円円

無

地

新

新

新
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0244
カロテン、ビ
タミンＢ群、

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

高知ニラ高知ニラ

高知県 高生連
100g 100g 234234円円

無

0304
0305

サルノコシカケ科。成分βグ
ルカンは癌の抑制作用を持
つ。

100gg

1株1株（500g以上）（500g以上）

寺井 佐の川園

170170円円
1,0801,080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

90g90g  205205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

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 302302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 256256円円

低

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
低農薬。
殺 菌 ２

回、化成少量
有。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  170170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

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

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 302302円円

有

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

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。

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

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

0225

有機JAS。炒め
物などの香り
づけや、肉料
理の臭み消し、
薬味など香辛
料として。

有機割り有機割り
にんにく宮崎にんにく宮崎

宮崎県 健康家族
1玉 1玉 302302円円

有

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

0307
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

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

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

0193
とても栄養
価が高く、

緑黄色野菜の代
表です。とくに
カロチンやビタ
ミンC、鉄分を
多く含んでいま
す。

愛知ほうれん草愛知ほうれん草

愛知県 天野グループ
1束約180g 1束約180g 259259円円

無

0202
栄 養 価
もとても

高く、特にカ
ルシウムが豊
富です。

愛知小松菜愛知小松菜

愛知県 天野グループ
1束 1束 259259円円

無

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。

有機島根他有機島根他
ほうれん草ほうれん草

島根県 ぐりーんはーと
150g 150g 330330円円

有

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。

有機京都有機京都
ミニトマトミニトマト

京都府 オーガニックnico
100g 100g 367367円円

有

0316

特別栽培。生でも食べら
れる糖度の高い『ゆめの
コーン』のレトルトパッ
ク。糖度21度のとうきび。
真空パックでいつでも新
鮮。農薬8割減、肥料6割減。

北海道北海道
レトルトコーンレトルトコーン

北海道 三栄アグリ
1本 1本 432432円円

低

0317
から煎り
し、塩を

ふりおつまみ
に。湯がいて
お料理に。茶
碗蒸しの名脇
役。

高知ギンナン高知ギンナン

高知県 高生連
100g 100g 265265円円

無

0282
加熱すると
甘みが増し、

とろりとした食感
に。

白山市 
エコファーム奥野

280g前後280g前後

  330330円円

鳥越ネギ鳥越ネギ

地

無

0220
香りが豊
か！おひ

たしや天ぷら
などに。サラ
ダや味噌汁に
も◎。

鳥越春菊鳥越春菊

白山市 
エコファーム奥野

約100g 約100g 259259円円

地

無

0190

有機JAS。苦みや青
臭さがなく、しっか
りした葉でボリュー
ム感が出ます。生食
で楽しめます。

有機カリーノケール有機カリーノケール
（緑と赤）（緑と赤）

金沢大地
3～4枚入3～4枚入173173円円

地

有

0277
低農薬。
特 栽 レ

ベルのきゅ
うりです。農
薬、化学肥料半分に抑えていま
す。

愛知きゅうり愛知きゅうり

愛知県 あっぱれ天恵他
2本 2本 259259円円

低



果　　物

6

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。

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

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

0358

カナダ産の有機栽
培ブルーベリー。
野生種で粒が小さ
く、濃厚な色合い。
【原材料】有機ブルー
ベリー（カナダ産）

ムソー １㎏１㎏  3,4343,434円円

冷凍有機冷凍有機
ブルーベリーブルーベリー

冷凍

有

0359 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。
【原材料】有機ブルーベリー（カ
ナダ産）

150g150g  616616円円ムソー

有

冷凍

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

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

0360
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
いで、糖度
が高く香り
が強い。

冷凍有機いちご

1kg1kg  2,2192,219円円ムソー
冷凍

有

0386
0387

低農薬。緑色の極早生からスター
ト。土壌消毒剤・除草剤は使用せ

ず、低農薬で育ててます。肥料は有機肥
料のみ。少しずつ黄色くなってきます。
寒くなるにつれ酸味がやわらぎます。

500g500g
1kg1kg

熊本県 水の子

281281円円
540540円円

熊本早生みかん熊本早生みかん
低

0374
減農薬。慣行栽培の半分以
下の使用に抑えています。

さんさからスタートの予定です。
サンサ、つがる、シナノスイート
の順でご紹介していきます。

長野県 佐藤農園

680g前後（2～3個） 680g前後（2～3個） 454454円円

佐藤さんリンゴ佐藤さんリンゴ
低

0385
減農薬。土壌消毒剤・除
草剤は使用せず、低農薬

で育ててます。出荷のはじめ
頃は濃い緑色です。11月下
旬頃から少しずつ黄色くなっ
てきます。
熊本県 水の子

330～350g 330～350g 356356円円

熊本ハニースターレモン熊本ハニースターレモン
低

0396
0397

有機JAS。日本原産の温
州みかんです。手で剥け

る手軽さ。1月中旬まで。

500g500g

1kg1kg
愛媛県 星光農園

356356円円
680680円円

有機愛媛みかん有機愛媛みかん

有

0380
農薬、化学肥料不使用。ホ
ルモン処理もしていません。

完熟させたいときは20℃でリン
ゴや柿と一緒に袋に入れて置いて
ください）「ブルーノ」か「ヘイワー
ド」のお渡しです。

和歌山県 ばんじろう村

1Ｐ（3～6個） 1Ｐ（3～6個） 540540円円

和歌山キウイフルーツ和歌山キウイフルーツ
無

0388
市販のように表面はきれ
いではありませんが、有

機肥料栽培なので、香りが強
く出ています。

高知県 高生連

3玉 3玉 356356円円

高知ゆず高知ゆず
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600g5～6本約600g5～6本  540540円円
00005 定期定期   529529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350g 2～3本約350g 2～3本  346346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2～3本の少
量パックをご用意いたしました。

00006 定期定期   339339円円

無

0362
種はヘイワード。市販の
ものより小さいですが、

自家製の堆肥もやらず、自然
栽培でつくりました。追熟の
必要があります。

羽咋市 屋後浩幸

約200g（2～3個） 約200g（2～3個） 389389円円

神子原のキウイフルーツ神子原のキウイフルーツ

無

0356
1月に殺虫剤と殺菌剤の
混合液を1～2回まで。ゆ

めほのか、とちおとめ、紅ほっ
ぺ、やよいひめなどから出荷
していきます。

愛知県 アートヘルスファーム
約230g 約230g 972972円円

愛知いちご愛知いちご
低

特栽レベル。庄内柿は、平べっ
たい角型で種がない柿。鶴岡

の秋を代表する果実です。果肉が
緻密に引き締まり、みずみずしい
歯ざわりが楽しめます。糖度も高
く、上品な甘さが嬉しい逸品です。
農薬通常の5割減、化学肥料、除
草剤不使用です。

0381 庄内の干し柿（平核無柿）庄内の干し柿（平核無柿）

山形県 庄内ファーム 180g（5～6個入） 180g（5～6個入） 780780円円

低
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（北
海道製造）、濃縮バターミ
ルク（北海道製造）、クリーム（北海道製造）、砂糖

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 273円
400g 267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

0513

北海道十勝産生乳100％使
用。スパイスミックスとの
セットでより本格的に。
【原材料】チーズ：ナチュラルチーズ（生乳
（北海道十勝産）、食塩）、添付小麦粉：小麦
粉（北海道産）、添付スパイス：香辛料（白
こしょう、ナツメグ、コーンパウダー）

チーズフォンデュチーズフォンデュ
北海道十勝100北海道十勝100

210.8g210.8g 799799円円冷蔵

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

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

賞味期限が到着日を含
め、3日か4日になりす。

冷蔵

1ℓ 1ℓ 333333円円

1ℓ 1ℓ 340340円円

得

得

得

得

得

得 得

得
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●●●●●●●●●●お米・お餅・今月のわっぱん

お　　米

お　　餅

オーサワ

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

0951 有機玄米もち 300g（6個）475円

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

0952 有機よもぎ入玄米もち 300g（6個）496円

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

0953 有機黒豆入玄米もち 300g（6個）529円

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

0954 きび入玄米もち 300g（6個）583円

２・４週

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

オーサワの有機活性発芽玄米

0931 500g 0932 2kg778円 2,700円

２・４週

オーサワ

高知 ・高生連
0884 除1）玄米コシヒカリ５kg 2,900円
0885 除1）七分コシヒカリ５kg 3,000円
0886 除1）白米コシヒカリ５kg 3,000円
約30世帯の米農家が手塩にかけてはぐくんだコシ
ヒカリです。高生連の作るお米は、田植え時から収
穫時まで、除草剤を含め一切の農薬を使わない「農
薬不使用米」と、田植え時の「除草剤１回のみの低農
薬米」の２種類があります。どちらも、粗植えで丈
夫な苗を作り、多収を狙わず、肥料を控え、食味の
よい米を作ることを指針に、鯉や合鴨、ジャンボタ
ニシを導入するなど、自然栽培を確立されています。

低農薬米栽培の武市竜人さん

▲

0895 無）玄米コシヒカリ 5kg 4,500円
0896 無）玄米コシヒカリ 10kg8,960円
0898 無）五分米コシヒカリ 5kg4,500円
0899 無）五分米コシヒカリ 10kg8,960円
0901 無）白米コシヒカリ 5kg4,500円
0902 無）白米コシヒカリ 10kg8,960円
0903 無）玄米イセヒカリ 5kg4,500円
0904 無）五分米イセヒカリ 5kg4,500円
0905 無）白米イセヒカリ 5kg4,500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）

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５kg2,800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 ５kg3,392円
0924 無）白米コシヒカリ ５kg3,856円
0925 玄 高橋さんのモチ米 ３kg2,376円
0926 白 高橋さんのモチ米 ３kg2,689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）

新米

新米

新米

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

新米

12月の
わっぱん

1171
抹茶と粒あんのマーブル模
様が美しい、お花型のパン
です。パンの長さは11㎝で
す。
【原材料】小麦粉、粗糖、小豆、
卵、バター、菜種サラダ油、
イースト、脱脂粉乳、食塩、
抹茶、みりん

お花のパン（抹茶&粒あん）

2個約250g 405円
1173
食欲をそそるようなバター
の香ばしさがおいしいデ
ニッシュ生地の総菜パンで
す。
【原材料】玉葱、まぐろ油漬、
小麦粉、バター、粗糖、卵、
マヨネーズ、イースト、脱
脂粉乳、岩塩

ツナデニッシュ

2個400円

1174

フワフワっとした食感、天
然酵母とよもぎの香りを
しっかり楽しめます。
【原材料】小麦粉、牛乳、よ
もぎ、粗糖、天然酵母、岩
塩

2種×2個322円

天然酵母ちびハイジ
（プレーン＆よもぎ）

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

1172
「ゆめあかり」は愛知県のパ
ン用小麦です。ゆだね製法
です。もっちり食感です。
【原材料】小麦粉、粗糖、バ
ター、脱脂粉乳、イースト、
岩塩

ゆめ食パン

約430g 848円

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

その他のパン

ふくらむ魔法の冷凍パン

ピノキオ

２・４週 冷凍

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

1216 メロンパン 84g 4個入 551円

上品な優しい甘みのあんにとろけたバター
しみこむあんパン。
【原材料】小倉あん
（砂糖、小豆）、小麦
粉（小麦（国産））、バ
ター、鶏卵、米油、
砂糖、全粉乳、パン
酵母、食塩、レモン
果汁

1221 小倉あんバタ
83g 3個入 606円

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

1218 バターボール（クルミ）
72g 4個入 538円

焼きたては生地がカリッ。中のカレーもこ
だわってつくっています。ご自宅で焼きた
てのカレーパンをお楽しみ下さい。
【原材料】小麦粉（小麦（国産））、カレー(野菜
（玉ねぎ、人参、じゃがいも）（国産）、豚肉（国
産）、植物油脂、小麦粉、コーンスターチ、砂糖、
カレー粉、その他)、鶏卵、米油、砂糖、バター、全粉乳、パン酵母、食塩、レモ
ン果汁（一部に卵・乳成分・小麦・鶏肉・豚肉・りんごを含む）

1219 焼カレーパン 75g 4個入 594円

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

1220 ソフトフランス（ミニバタール）
87g 3個入 464円

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

６個389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

５本 289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 281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389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410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351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

２個367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 319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400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

１個194円

1128 あんぱん（粒）
【原材料】小麦
粉、小豆、粗
糖、牛乳、卵、
バター、菜種
サ ラ ダ 油、
イースト、食
塩、みりん、
ごま

２・４週

１個194円

1131 クリームパン
【原材料】牛
乳、小 麦 粉、
卵、粗 糖、バ
ター、イース
ト、菜種サラ
ダ油、食塩、ラ
ム酒

２週のみ

4個429円

1133 もちふわ玄丸パン
【原材料】小麦
粉、玄米粉、
粗糖、菜種サ
ラダ油、イー
スト、岩塩

２週のみ

１個194円

1132 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

２・４週

【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

620g581円
420g400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670円
6枚470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592円
6枚410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

620g659円
410g459円

1103 大
1104 小

リーン天然酵母食パン

620g659円
410g459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

420g416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

410g491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

410g410円

1113 じゃがいも
食パン(リーン)

【原材料】小麦
粉、じゃがい
も、粗糖、イー
スト、食 塩、
菜種サラダ油

410g518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

410g400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

420g416円

1109 全粒食パン

約75g×3 416円

1122 ベーグルプレーン
【原材料】小麦
粉、粗糖、イー
スト、岩塩

得
得
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その他のパン・秋川牧園の豚肉・鶏肉

1226 三輪さんの玄米ベーグル
マクロビオティックの指導者、久司氏の助
言を得て、無塩・無糖・無脂・無卵・無乳
と添加物は、いっさい使用せず、特許をとっ
た製法で作った玄米ベーグルです。焼いて
も、揚げても、そのままでも美味しくいた
だけます。栄養価の高い玄米を手軽に召し
上がってください。いろんな具材をサンド
するのもおすすめです。
【原材料】南魚沼産農薬不使用玄米、国産
小麦、酵母

1個206円みわ農園

２・４週

肉　　類

1314 黒豚ローストンカツ用 200g 816円
1315 黒豚ロースシャブシャブ

200g797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 200g789円
1323 黒豚バラシャブシャブ 200g 631円
1324 黒豚バラスライス 200g 631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。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 黒豚ローススライス

秋川牧園の黒豚 冷凍

秋川牧園（山口県）
1500 若鶏モモ肉 300g 710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、親子丼などいろいろ使えます。

1502 若鶏ムネ肉 300g 553円
脂が少なくヘルシーなお肉です。唐揚げ、チキンカツ、
クリームシチューなどに。

1503 若鶏モモ・ムネ切身
350g 767円

若鶏のモモ肉とムネ肉を唐揚げサイズの大きさにカット
しています。

1504 若鶏ササミ（バラ凍結）
250g（約４本）635円

柔らかく淡白です｡茶碗蒸し､チーズ巻き､離乳食にもお
すすめ｡使いやすいバラ凍結です｡

1505 若鶏ササミ 200g 537円
1506 若鶏レバー 150g 274円
ビタミン、鉄分を豊富に含んだ部位です。甘露煮、レバ
ニラ炒めなどにどうぞ。

1507 若鶏砂肝 200g 348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 310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。

1513 若鶏ミンチ 200g 494円
1515 若鶏手羽先 400g 571円
コラーゲンが多く、コクのある部位です。唐揚げ、煮物
などにどうぞ。

1518 若鶏ブツ切り 300g 556円
モモ、ムネなどを骨付きでカット。唐揚げ、鍋物などに。

1520 若鶏小間切れ 200g 486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。

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。

1526 若鶏せせり 200g 405円
せせりは首まわりの肉で、1羽から少量しかとれない希
少部位。ぷりっとした弾力と、脂がほどよくのったこく
がたまりません。

冷凍

1530 とりがらスープ 50cc×5 529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

1524 いろいろ使える鶏つみれ
200g 408円

若鶏のむね肉を使用。生姜をきかせ、鶏の旨味を引き立
たせました。味付けしていますので、そのままでも鍋な
どにもお使いいただけます。
【原材料】鶏肉（国産）、鶏卵（国産）、玉ねぎ（国産）、パン粉、ばれ
いしょでん粉、清酒、醤油、砂糖、生姜、食塩（一部に鶏肉・卵・小
麦を含む）

中初商店のかぶら寿しと大根寿し
かぶら寿し

大根寿し

冷蔵

3863 300g 1,041円
3864 500g 1,736円

3860 約150g1枚入 694円
3861 約300g2枚入 1,388円
3862 約600g4切れ 2,777円
【原材料】かぶら、鰤、人参、唐辛子、漬け原材料（米・
米糀・食塩・焼酎）

【原材料】大根、にしん、人参、唐辛子、漬け原材料（米・
米糀・食塩・焼酎）

契約栽培無農薬米から作った麹と無農薬米をあわせて
作った甘酒に、無農薬青かぶに旬の鰤を挟み込んで漬け
込む、手の込んだ絶品です。金沢の冬の味。

大きく刻んだ青首大根とぶつ切りの身欠にしんをあわせて
漬け込みました。

↓ P.13「惣菜」コーナーより一部掲載

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

200g 711円丹沢農場 冷凍

1291豚ローススライス 200g 679円
1292豚肩ローススライス 200g 611円
1293豚バラスライス 200g 596円
1294豚モモスライス 200g 583円

約３㎜厚でスライス。赤身率90％。

1295豚小間切れ 200g 491円
1296豚挽肉 200g 482円
1297上豚挽肉 200g 546円

赤身9割。脂肪を避けたい人おすすめ。赤身約８割。肉団子や餃子に。

丹沢ハム工房
丹沢農場

神奈川県北西部に広がる丹沢山地の麓・愛川町にある「丹沢農場」は、

自社農場で育成した豚の精肉のほか、ハム・ソーセージやお惣菜を製

造しています。

全品冷凍

２・４週

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

100g 568円丹沢農場

２・４週

冷凍

丹沢農場の豚肉・ハム・ソーセージ・お総菜

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

120g 389円丹沢農場

２・４週

冷凍

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

120g 405円丹沢農場

２・４週

冷凍

1757 ベーコンスライス
余分な添加物を使うことなく作り上
げ、肉の旨味を生かした商品となって
います。
【原材料】豚肉、塩、粗糖、香辛料

100g 518円丹沢農場

２・４週

冷凍

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

160g（２枚）617円丹沢農場 冷凍

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

400g 1,618円丹沢農場 冷凍

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

200g（２枚）712円丹沢農場 冷凍

1911 ハンバーグ
化学調味料を使わないで、安
全でおいしい豚肉・牛本来の
旨さをきわだたせた、シンプ
ルなおいしさです。
【原材料】豚肉、玉ねぎ、牛肉
（瑞穂牛または興農牛）、牛乳、
卵、パン粉、食塩、砂糖、ホ
ワイトペッパー、ナツメグ

丹沢農場 200g（２枚）433円冷凍

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

200g 450円丹沢農場 冷凍

1913 レバーの唐揚げ（衣つき）
栄養価の高い豚レバーを唐揚
げにしました。レバーが苦手
な方にお勧めです。
【原材料】豚レバー（国産）、純
米酒、醤油（国産丸大豆）、片栗
粉、ニンニクペースト、しょう
がのペースト、菜種サラダ油（原
材料の一部に小麦を含む）

125g 401円丹沢農場 冷凍

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

200g 538円丹沢農場 冷凍

1760 スモークレバー
飼育方法や飼料にこだわった丹沢高
原豚の豚レバーを使用しています。発
色剤、結着剤、増量剤、化学調味料
等一切使用していません。塩は、伊豆
大島の海水から取った自然海塩を使
用しています。【原材料】豚レバー、肉、
食塩（自然海塩）、海水、砂糖（粗糖）、
砂糖きび、香辛料（ブラックペッパー、
シナモン、クローブ、ローレル）

100g 445円丹沢農場 冷凍

1751 ポークウインナー
新鮮な豚肉と、厳選された香辛料
だけで作りました。豚肉本来の自
然でやさしい味が味わえます！
【原材料】豚肉、塩（伊豆大島産）、粗
糖（種子島産）、香辛料（ホワイトペッ
パー、オニオン、ナツメグ、メース、
唐辛子）、羊腸

120g 387円
120g 395円

丹沢農場

２・４週

冷凍

定期購入00013

1753 皮なしベビーウインナー
羊腸が苦手な方、お子様にも
おすすめな皮が気にならず、
美味しさそのままの皮なしウ
インナーです。お弁当に◎。
【原材料】豚肉、塩（伊豆大島産）、
粗糖（種子島産）、香辛料（ホワ
イトペッパー、オニオン、ナツ
メグ、メース）

120g 381円
120g 389円

丹沢農場

２・４週

冷凍
定期購入00014

得

得
得
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興農ファームの牛肉・芦浜産直出荷組合

知床興農
ファーム

《ステーキ用》

1641 牛ヒレステーキ用 100g×22,419円 

1642 牛サーロインステーキ用 150g×22,657円 

《しゃぶしゃぶ用》

1646 牛しゃぶしゃぶ用 200g1,349円 

《お料理用》

1652 牛切落し 250g1,317円 

1653 牛角切カレー・シチュー用 200g1,072円 

《焼肉用》

1665 牛サガリ焼肉用 200g1,004円 

1670 牛タン焼肉用 200g1,785円 
全国的に注文が多数の場合、欠品になる場合があります。

《細切・ミンチ肉》

1662 牛・豚ミンチ（バラ凍結） 250g 957円 

1664 牛ミンチ（バラ凍結） 250g1,065円 

国産
飼料牛肉

《その他の部位》

1649 牛テール 400g1,598円 

1651 牛ミックスホルモン 300g1,047円 

1667 牛スジ 200g 648円 

1671 牛脂 30～50g 93円 

《お徳用》

1648 徳用牛切り落とし 400g1,974円 

1659 徳用牛挽肉 400g1,576円 

1660 徳用牛豚合挽 400g1,349円 

《お総菜》

1673 手作り生ハンバーグ 100g×2767円
興農牛ミンチと興農豚ミンチを使用してます。有機認定を受けた玉ねぎを
使用し、その他の原料についてもこだわりのものを使用しています。
【原材料】牛ミンチ、豚ミンチ、玉ねぎ、冷凍全卵、パン粉、塩、白胡椒、ラード

1674 手作り生ミニハンバーグ 35g×5799円

1675 興農ビーフコロッケ 160g（2個）536円

1676 興農メンチカツ 200g（2個）787円

２・４週

冷凍

翌々週

海藻以外全て冷凍芦浜産直出荷組合 ２週のみ
国産の水産薬剤不使用の天然海産物を!!

翌々週

〈みりん干し〉
2200 ブリみりん照焼き

約240g（２～３切れ）1,036円

2201 カワハギみりん干し
  ４～８枚 821円

2202 アジみりん干し ５～10枚 670円

2203 サバみりん干し ２枚 423円
2204 サンマみりん干し ２枚 548円
2205 イワシみりん干し ５～７枚 540円

〈一夜干し〉

2206 ムロアジ開き １～２枚 408円
2207 カマス開き ３枚 781円
2208 サバ開き １～２枚 416円
2209 サンマ開き ２枚 519円
2210 干物詰め合わせ５種類

５種類 1,503円

2216 ウルメイワシ丸干し 100g 503円
2218 スルメ一夜干し １枚 726円

2219 たちうおミリン干し 3枚 647円

〈冷凍魚・その他〉

2211 かつお刺身用 四半身 956円

2212 かつおタタキ刺身用 四半身 980円

2213 かます味醂干し ４～７枚 678円

2214 ブリ一夜干し（塩） 
約150g（２～３入） 670円

2215 ブリ味醂干し 
約180g（２～３入） 693円

2217 イカ（カット） 150g 408円
内臓処理後カットしました。解凍後そのままお料理に使えます。

2220 中アジ ２～３尾 519円
2221 太刀魚 2 ～３切れ 591円
唐揚げ、バター焼き、煮付け、塩焼き

2222 カマス ３尾 718円
煮付け、塩焼きに!!

2224 イカのミリン干し
３～４入200g 567円

丸のままのイカを味醂干しにしました。柔らかく生産者おすすめの一品です。
【原材料】するめいか（熊野灘産）、醤油（国産丸大豆、国産小麦、天日塩）、砂糖（粗糖）、本みり
ん（もち米、米糀、焼酎）

2225 イワシ ３～５尾 480円
刺身、煮付け、塩焼きに

2226 だるまいか 250g 559円
2227 いさきひらき ２～４枚 503円
2228 煮干し 100g 393円
2229 小あじ ４～７尾 417円

2230 サンマ ２～４尾 631円
2231 アジ･フライ用 ６～８尾 469円
2232 イワシ･フライ天ぷら用 ３～４尾 376円
2233 かわはぎひらき ４～８枚 789円

2234 塩ぶり 240g 988円

得

得

得

得
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●●●●●●●●●●惣菜・水産物

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

惣　　菜

1868
北海道産天然さば使用。あっさりとした
さばの旨み。食べやすいように骨まで柔
らか。
【原材料】さば（北海道産）、食塩（赤穂塩）

北海道産さばの水煮

兼由 120g 227円

２週のみ 1869
北海道産天然さば使用。素材の風味を活
かした味噌仕立てで食べやすい。
【原材料】さば（北海道産）、てんさい糖、味噌、
味醂

北海道産さばの味噌煮

兼由 120g 227円

２週のみ 1870
北海道産天然いわし使用。素材の風味を
活かした味噌仕立て。食べやすいように
骨まで柔らか。
【原材料】いわし（北海道産）、てんさい糖、
味噌、本みりん

北海道産いわしの味噌煮

兼由 95g194円

２週のみ

国内産の大正金時豆を直下でおいしく炊き上げました。長
時間じっくり煮込んでいますので、芯まで味がしみていま
す。無添加にこだわり、自然そのままの色を出しています。

マルシマ

マルシマの味付け煮豆

【原材料】金時豆、三温糖、食塩
1895 金時煮豆 120g346円

【原材料】大豆、三温糖、昆布、醤油（小麦を含む）
1896 こんぶ煮豆 120g378円

【原材料】黒大豆、三温糖、醤油（大豆、小麦を含む）
1897 黒煮豆 120g410円

２週のみ翌々週

1879
北海道産天然ほっけ使用。あっさりとし
た味噌仕立て。骨までやわらか。
【原材料】ほっけ（北海道産）、てんさい糖、
味醂、本みりん

北海道産ほっけ味噌煮

兼由 80g 238円

２週のみ1878
北海道産天然ほっけ使用。あっさりとし
た上品な味わい。食べやすいように骨ま
でやわらか。
【原材料】ほっけ（北海道産）、食塩

北海道産ほっけ水煮

兼由 80g 238円

２週のみ1873
北海道産ベビーほたて使用身がふっくら
柔らかく、しっかりとした旨み・そのま
ま、または温めて・汁ごと料理に使える
【原材料】ほたて（北海道産）、食塩

北海道産ほたて水煮

兼由 65g 346円

２週のみ

水 産 物

2376

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

エコシュリンプむき身
Sサイズ

オルタートレード

200g（15～ 20尾）

1,642円

２・３週

2377

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

エコシュリンプ下処理
Lサイズ

オルタートレード

140g（7～ 9尾）

1,328円

２・３週

2306

天然紅鮭を、ミネラ
ル豊富な塩のみで仕
上げた逸品です。「手
ほぐし」して瓶に詰め
ました。着色料、香
料等の添加物は一切
使用しておりません。
【原材料】紅鮭、食塩

60g594円マルシマ

天然紅鮭 ２週のみ

翌々週

2308
北海道産のシャケを美
味しさを損なわない技
術でボイルしました。
【原材料】鮭（北海道
産）、なたね油、食塩、
魚介エキス（小麦、大
豆を含む）、清酒/着色
料（紅こうじ、パプリ
カ色素）

60g525円マルシマ

シャケフレーク２週のみ

翌々週

1846

1845
脂質の高い鯖を高知県産天日塩でつけて、じっくり味を染み込
ませ、ふっくら焼き上げています。
【原材料】サバ(ノルウェー産)、砂糖、食塩

焼き鯖（SABADAY)

浜吉ヤ 各1枚 378円

脂質の高い鯖を昔ながらの製法で、じっくりと燻製しました。
香りと旨味をしっかりと閉じ込めています。燻製してもやわら
かな食感に仕上げています。
【原材料】サバ(ノルウェー産)、砂糖、食塩

鯖燻製（SABADAY)

２週のみ翌々週

エコシュリンプの旨みがつまった頭部の殻やミソを丸ごと炊き
だして作ったスープをベースにしました。エビの香ばしさや甘
味が広がるビスクとパスタソースです。
【原材料】えびスープ、野菜[玉ねぎ（国産）、人参（国産）、セロリ（国産）、
にんにく（国産）、牛乳、生クリーム、チキンエキス、トマトペースト、
バター、小麦粉、全粒粉、植物油脂、ワイン、はちみつ、酵母エキス、
食塩、えびパウダー、香辛料、（一部にえび、
小麦、乳成分、鶏肉を含む）

オルタートレード

エコシュリンプで炊きだしたビスク

2378 1袋 160g 453円
2379 2袋 160g×2894円

２週のみ

1880
いももちとは蒸したじゃ
が芋に澱粉を加えて練り、
餅状にした北海道の郷土
料理です。北海道のじゃ
がいもを使用しています。
【原材料】じゃがいも（遺伝子
組み換えでない）（北海道産）、
じゃがいもでんぷん（遺伝子
組み換えでない）、砂糖、食塩/加工デンプン

プチいももち ２・４週

中華札幌 300g 603円冷凍

1881
北海道産のかぼちゃとじゃ
がいもを蒸して練り、モチ
状にした北海道の郷土料理
です。かぼちゃの甘みと風
味が活きています。
【原材料】かぼちゃ（北海道）、じゃ
がいも（遺伝子組み換えでない）
（北海道）、じゃがいもでん粉（遺
伝子組み換えでない）、砂糖、食塩/加工でんぷん

プチかぼちゃもち２・４週

中華札幌 300g 622円冷凍

1842
具と皮の原料すべてにこだわりを実現しています。具の豚肉
は放牧豚を使い、野菜は無農薬のもの、調味料は㈱かめび
しの濃口醤油などを使っています。
【原材料】[具]豚肉、玉葱、生姜、にんにく、たけのこ、醤油、砂糖、
塩、澱粉、純米料理酒、オイスターソース、ブラックペッパー　[皮]
小麦粉、ビート糖、食塩不使用バター、生イースト、塩、重曹

放牧豚まん２・４週

オルター大阪 4個入り713円冷凍

1885
植物性素材だけでつくったおでんを１人前のレトルトパックにしま
した。具材は大根、がんもどき、高野豆腐、しらたき、結び昆布の
５種類温めるだけですぐお召し上がりいただけます。天然の旨みを
いかし、じっくりと煮込んだ上品な味です。
【原材料】特別栽培大根（国内産)、がんもどき【大豆・枝豆・蓮根・人参・
椎茸・大和芋（国内産）、にがり、菜種油、食塩（海の精）】、高野豆腐【大豆
（国内産）、にがり】、しらたき【蒟蒻製粉、石灰（貝殻焼成カルシウム）】、薄口醤油、昆布（北海
道産）、みりん（もち米、米麹、米焼酎）、食塩（天塩）、酵母エキス

5種こだわりおでん２・４週

オーサワ 370g 572円レトルト

1781
青森県フランス鴨「八甲鴨」の100%ハンバーグ。旨味を逃さないよ
うに鉄板でひとつひとつ職人が成形し焼き上げました。余分な原材
料は使わず、パン粉の小麦も国産品を使用しています。解凍して温
めるだけで、本格派の贅沢な鴨肉ハンバーグがお楽しみいただけま
す。ソースなしで美味しいです。
【原材料】鴨肉（青森県）、玉ねぎ（国産）、パン粉［小麦粉（国産）、イースト、
食塩]、鶏卵（国産）、食塩（海の精）、こしょう、ナツメグ

八甲鴨ハンバーグ２・４週

千葉産直 160g 580円冷凍

「中初商店のかぶら寿しと大根寿し」はP.10に掲載しています。

得

得
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●●●●●●●●●●練り物・海藻

海　　藻

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

鳴門産塩蔵わかめ２・４週

ムソー 100g 346円
冷蔵

2730
粘り､風味がとろろこんぶ向きの真
昆布を富士酢だけで味付け。
【原材料】道南白口浜産天然真昆布・飯
尾醸造の無農薬米原料古式醸造純米醸
造酢（富士酢）

末廣とろろ昆布 ２・４週

末廣昆布 30g 264円
2757

有明海産海苔使用圧搾法ごま油の風味と塩
味が絶妙。海苔の濃い旨味と香りが楽しめる。
【原材料】乾海苔（有明海産）､胡麻油､食塩（浜
御塩焼塩）

ひと味ちがうごま油風味味付けのり
(初摘みのり)

オーサワ 8切44枚 540円

２週のみ

2708
風光明媚な瀬戸内海国立公園に浮かぶ小豆
島産の生のりを杉桶でじっくり熟成した有
機醤油で炊いた香り高い佃煮です。
【原材料】生のり（小豆島産）、有機醤油（大豆・
小麦を含む）、水飴、含蜜糖、澱粉、食塩※本品
に遺伝子組換え原料は使用しておりません。

小豆島産生のり佃煮

マルシマ 90g 448円

２週のみ

翌々週

練 り 物

いちうろこの練り物 冷蔵 ２週のみ翌々週 2670 桜えび揚げ 3枚 522円
ぐち、たらのすり身に桜海老を加えてすりあげ、菜種油で揚げてい
ます。蒲鉾のようなプリプリの感触に仕上げました。
【原材料】魚肉（たら、ぐち）・澱粉（馬鈴薯）・砂糖（洗双糖）・桜海老・食塩
（粉砕塩）・発酵調味料（みりん、塩）・かつおだし・菜種油

2672 小判揚げ 5枚 336円
無添加で仕上げました。すり身のきめの細かさやプリもち感をお楽
しみください。
【原材料】魚肉（すけそうだらすり身）、澱粉（馬鈴薯）、砂糖、食塩、発酵調
味料、かつおだし、ナタネ油

2673 青のり小判 3枚 306円
静岡県産の高級青のりををふんだんに使用しました。お弁当のおか
ず、おやつ、おつまみに最適です。
【原材料】魚肉（すけそうだらすり身）、澱粉（馬鈴薯）、砂糖、食塩、青のり、
発酵調味料、かつおだし、ナタネ油

2674 いかスティック 6本 429円
国内産イカと国産のスケトウダラすり身を使用。リン酸塩は無添加。
【原材料】魚肉（すけそうだらすり身）、いか、澱粉（馬鈴薯）、砂糖、食塩、
発酵調味料、かつおだし、ナタネ油

2661小ちくわ 5本 367円
そのままちぎって生でも。おでん種としてもおすすめです。サラダ、
酢の物にも。
【原材料】魚肉（たら）、馬鈴薯澱粉、発酵調味料、粗製塩、粗精糖、かつおだし

2664 うろこちゃん白かまぼこ 150g 475円
そのまま切ってさわび醤油などに。
【原材料】魚肉（すけとうだら）、馬鈴薯澱粉、砂糖、卵白、発酵調味料、食
塩、かつおだし

2665 いわし黒はんぺん 5枚 352円
そのままでも。パン粉をつけてフライにしたり、醤油を付けて焼い
ても一層おいしく召し上がれます。
【原材料】魚肉（いわし、たら、ぐち）、澱粉（馬鈴薯）、砂糖、食塩、発酵調
味料、かつおだし

2666 いわし団子 8個321円
駿河湾で獲れた新鮮ないわしを使って作りました。いわしの骨や皮
もミンチにして使っているので、カルシウムもたっぷり。
【原材料】いわし（駿河湾）、馬鈴薯澱粉、ぐち（九州近海）、スケトウダラ
すり身（北海道北東沖）、洗糖、自然塩、味の母、ねぎ、鰹だし

2667 たこボール 8個352円
魚肉すり身がたこの旨みを引き出した、一口サイズの練り物です。
おでんの一品に、刻んで野菜炒めの具や、煮物、お弁当のおかずにも。
【原材料】スケトウダラすり身（北海道北東沖）、たこ（北海道）、味の母、鰹
だし、馬鈴薯澱粉、洗糖、自然塩、菜種油

高橋徳治商店 冷凍

2640 7種の野菜揚げ
５個（165g）368円

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

２・４週

2641 玉ねぎ揚げ
５個（165g）374円

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

２・４週

2633 五目おとうふ揚げ
5個（175g）378円

国産の野菜をカットして練り込みま
した。すり身の旨味と豆腐の甘味に
加え、野菜の旨味と食感、彩も楽し
めます。そのままでも、汁物でもおすすめです。
【原材料】魚肉（タラ（国産））、豆腐（大豆（国産））を含む）、米油（国
内製造）、人参（国産）、たけのこ（国産）、でん粉（国産）、枝豆（大
豆（国産））、砂糖、カツオブシエキス、発酵調味料

２・４週

2632 お好みさつま揚げ
80g×2枚409円

北海道の無リン助宗タラすりみを
ベースにキャベツ、人参、そしてホタ
テをふんだんに使った揚げかまぼこ
です。魚介の旨みと野菜の食感が味わえます。
【原材料】魚肉（タラ（国産）、サケ（国産））、キャベツ（国産）、ホタテ（国
産）、全卵（国産）、煮出し汁（カツオ、サバ）、馬鈴薯澱粉（国産・遺伝
子組み換えでない）、にんじん（国産）、酢漬け生姜（生姜（国産）、米酢、
砂糖、食塩）、発酵調味料、長ネギ（国産）、砂糖、カツオエキス、食塩、
食用米油（揚げ油）

２・４週

2638 ぼたん竹輪
５本（165g） 413円

北海道の助宗タラすり身に鮫肉を混ぜ
合わせ、旨味を出しました。ボタンの
ような焼き目が特徴のちくわです。
【原材料】魚肉（タラ（国産））、アブラツノザメ（国産）、小魚（国
産）、煮出し汁（カツオ、サバ）、ばれいしょでん粉（遺伝子組み換
えでない）、食用米油、砂糖、カツオエキス、発酵調味料、食塩

２・４週

2657 おでん種4種セット

227g（4種×7品） 643円
少人数でもご利用いただけるよう使い
やすくしました。煮物材料としても。
【原材料】ぼたんちくわ、小魚つみれ、ごぼう天、玉ねぎ揚げ

２・４週

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

鬼崎産お徳用寿司はね焼のり2704
【原材料】乾海苔（愛知県鬼崎） 10枚 387円
2705 鬼崎産おにぎり用のり

【原材料】乾海苔（愛知県鬼崎）3切30枚 399円
2706 渥美産あおさのり
【原材料】乾ヒトエグサ（愛知県渥美）15g 355円

得

得
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●●●●●●●●●●海藻・シリアル・ごはん・豆・雑穀・ごま

2771
伊勢志摩産わかめ、肉厚で磯の香り
豊か。乾燥タイプで塩抜き不要です。
【原材料】湯通し塩蔵わかめ（伊勢志摩産）

伊勢志摩産カットわかめ

オーサワ 20g464円

２週のみ シリアル

2808

オリジナルは第三世界ショップで不動の人
気を誇るレーズンやくるみを入れました。
【原材料】シリアル加工品
（オートミール、メープル
シロップ、食塩）、レーズ
ン、ドライクランベリー
（クランベリー、粗糖、
ひまわり油）、くるみ、
アーモンド

オリジナルメープル
グラノーラ

第3世界ショップ

220g1,058円

２週のみ

翌々週

2809

ドライマンゴーやカ
シューナッツを入れて
トロピカルな風味が楽
しめます。
【原材料】シリアル加工
品（オートミール、メー
プルシロップ、食塩）、
レーズン、ドライマン
ゴー、カシューナッツ

マンゴー・カシュー
メープルグラノーラ

第3世界ショップ

220g1,058円

２週のみ

翌々週

2791

もち麦を中心に国
産原料のみでグラ
ノーラをつくりま
した。
【原材料】もち麦（徳
島・岡山産）、玄米（国
内産）、大豆（福井・
石川・新潟産）、押麦
（香川・愛媛産）、黒
大豆（北海道産）

国産もち麦
グラノーラ

小川生薬 120g 540円

２週のみ

2792

はと麦を中心に国
産原料のみでグラ
ノーラをつくりま
した。
【原材料】はと麦（栃
木・島根・北海道産）、
玄米（国内産）、大豆
（福井・石川・新潟産）、
押麦（香川・愛媛産）、
黒大豆（北海道産）

国産はとむぎ
グラノーラ

小川生薬 120g 540円

２週のみ

2767 長ひじき
伊勢志摩産天然ひじき食感で、
良く磯の香り豊かです。鉄分豊
富。

オーサワ 30g421円

２週のみ

豆・雑穀・ごま

2857

マルシマ

特別栽培
十勝の小豆

十勝の契約農家で大
自然に育まれて健や
かに育った自慢の豆
の風味と味わいをお
楽しみください。
【原材料】小豆

300g670円

２週のみ

翌々週

2858

マルシマ

特別栽培
十勝の黒豆

十勝の契約農家で大
自然に育まれて健や
かに育った自慢の豆
の風味と味わいをお
楽しみください。
【原材料】黒豆

300g637円

２週のみ

翌々週

2859

マルシマ

契約栽培十勝の
金時豆

北海道十勝の契約農
家で大自然に育まれ
て健やかに育った自
慢の豆の風味と味わ
いをお楽しみくださ
い。（化成45％以上
減）
【原材料】金時豆

300g637円

２週のみ

翌々週

2853

内モンゴルの大自然
の中で育った有機も
ちあわもちもちとし
た食感と適度な粘
り。米に1～ 2割混
ぜて。もちやぜんざ
いの材料にも。
【原材料】有機もちあ
わ（中国内モンゴル
自治区産）

有機もちあわ
（内モンゴル産）

オーサワ 200g 540円

２週のみ

2856

内モンゴルの大自然
の中で育った有機も
ちきび。もちもちと
した食感とほのかな
甘味。団子、もちの
材料。お米に混ぜて。
【原材料】有機もちき
び（中国内モンゴル
自治区内）

有機もちきび
（内モンゴル産）

オーサワ 200g 540円

２週のみ

2869
2870

オーサワ

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

有機すりごま・黒
有機すりごま・白

各70g243円

２・４週

2872
2873

オーサワ

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

有機いりごま・黒
有機いりごま・白

各80g243円

２・４週

2864
ビタミン・鉄・カル
シウム・亜鉛などが
多く含まれる黒米で
す。白米に混ぜるだ
け！

奥野さんのカオリ紫黒米

エコファーム奥野

200g 648円

１・２・３週

2810
料となるオーツ麦を脱穀し、蒸してから
平たくのばして乾燥させました。厚みが
あるオートミールで、歯ごたえが残るよ
うに仕上げています。原料はアメリカ産
で海外の有機認証があります。食物繊維、
鉄分が豊富でタンパク質を含んでいます。
各種お料理にもお使いください。
【原材料】オートミール（アメリカ）

オートミール

第3世界ショップ 230g410円

２週のみ

翌々週

2907

250g734円オーサワ

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

２・４週 2934

オーサワ

国内産小豆
北海道産で農
薬・化学肥料不
使用。ツヤよく
甘味がある。品
種はエリモショ
ウズ。赤飯や煮
豆、 菓 子 作 り
に。
【原材料】小豆（北海
道産）

200ｇ540円

２週のみ

2865
有機栽培でつくり
ました。畑の肉と
も言われている栄
養価の高い大豆、
地元で栽培された
貴重な有機大豆を
ぜひご賞味くださ
い。
【原材料】大豆（石川県
産）

大豆（里のほほえみ）

たかはし農園 500g 545円

２・４週
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●●●●●●●●●●豆腐・揚げ・こんにゃく・納豆

こんにゃく

納豆・テンペ

豆腐・揚げ

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

〈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。

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

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。

3168
有機大豆を主原料に、麦芽エキス、カフェイ
ンレスコーヒー、玄米全粒粉等を加えた豆乳
飲料です。大豆に含まれるイソフラボンが、
手軽に補給でき、乳アレルゲンを含んでおり
ません。
【原材料】有機大豆（中国、アメリカ）（遺伝子組
換えでない）、砂糖、麦芽エキス、植物油脂、カ
フェインレスコーヒー、食塩、玄米全粒粉／重
曹

麦芽豆漿 ２・４週

マルサン 200ml×2228円

3166
本当においしい豆乳のために国産プレ
ミアム大豆「るりさやか」使用。コクと
旨み、すっきりとした後味。大豆固形
分11%の成分無調整豆乳です。
【原材料】大豆(国産)

ひとつ上の豆乳 成分無調整

マルサンアイ 200ml108円

２週のみ

翌々週

3167

青臭みや収れん味の強い成分を含まない国
産プレミアム大豆「るりさやか」、和三盆、
沖縄食塩の3つの原材料のみでシンプルに
仕上げた、上品でやさしい味わいの大豆固
形分8%の調製豆乳です。

【原材料】大豆(国産)、和三盆糖、食塩

マルサンアイ 200ml108円

ひとつ上の豆乳
調整豆乳和三盆仕立て

２週のみ

翌々週

3301 丸形こんにゃく（２玉）
約400g 367円

手ひねり。木灰水仕込み。

3302 板こんにゃく
約300g 269円

手ひねり。木灰水仕込み。

3303 糸こんにゃく
約250g205円

木灰水仕込み・卵殻焼成カルシウム30％使用。

3304 つきこんにゃく
約400g 367円

徳島の山奥の源
泉水を使用し、
有機栽培のこん

にゃく芋にて製造。木灰水仕込み。食感、味しみを重視
して、バタ練り、缶蒸し製法、手造り製法を行っています。
市販のこんにゃくのような臭み、苦みがなく、とろりと
した食感のおいしいこんにゃくになっています。

片岡蒟蒻店 冷蔵 ２・４週

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
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●●●●●●●●●●納豆・テンペ・梅干・漬物・かつお節・だし・つゆ

梅干・漬物

3731 紅しょうが（刻み）
生姜の辛みと梅酢が美味しい。
紅玉梅酢使用。無着色、無添加。
非加熱。【原材料】しょうが（国内
産）、漬け原材料：有機梅・しそ（奈
良産）、食塩（海の精）

オーサワジャパン 60g346円

２週のみ

オーサワ 120g421円

3972 福神漬
オーサワの福神漬ができました。有機濃
縮ぶどう果汁のすっきりとした甘さと、
程よい酸味が特長です。カレーの付け合
せだけでなく、ご飯にもよく合います。
【原材料】有機大根（宮崎産）、きゅうり（宮崎
産）、なす（徳島産他）、有機にんじん（鹿児島・
宮崎産）、しょうが（宮崎・大分産）、なた豆（宮崎産）、しそ葉（宮
崎産）、昆布（北海道産）、漬け原材料【有機ぶどう果汁（アルゼ
ンチン産）、しょうゆ（茜醤油）、みりん、梅酢、昆布だし、食
塩（海の精）】

２週のみ3856

マルシマ

鹿児島県内の契約農家で丹精こめて育てられた
大根を使用。「天日寒風干し」という伝統的手法
を守り、氷温で漬け込み熟成させていますので、
旬の味、香り豊かな風味をご賞味頂けます。
【原材料】干しだいこん・漬け込み材料（米糠・食
塩・粗糖・米酢）

１本 464円２週のみ

さつまたくあん（玄米黒酢漬）

翌々週

3701 仙人梅
深山だけでとれる無農
薬梅を無農薬の赤じそ、
女松の新芽とともに漬
け込みました。

２週のみ

200g 807円マルシマ

翌々週

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

2P井村さんの有機大粒納豆

金沢大地 45g×2287円

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

テンペ（レトルト）２・４週

オーサワジャパン 100g270円

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

井村さんの有機納豆

小杉食品 90g 288円冷蔵

かつお節・だし・つゆ

4095 割烹だし
厳選した風味原料をたっぷ
り使い、国産大豆、国産小
麦を杉桶でじっくり熟成し
たしょう油をブレンドした
本格濃縮つゆです。
【原材料】本醸造しょうゆ、大
豆（遺伝子組み換えでない、
小麦を含む）、風味原料（かつ
おぶしエキス、魚介エキス、
こんぶエキス、かつおぶし）
砂糖、みりん、米発酵酸味料、
食塩、酵母エキス

マルシマ 400㎖864円
翌々週

２週のみ かつおめんつゆ4099
丸大豆仕込みで、じっ
くり熟成させた純正醤
油に、かつおぶしエキ
スと、こんぶエキスを
使用した、濃縮タイプ
のつゆです。
【原材料】杉樽純正醤油・風味
原料（かつお節・昆布）・砂糖・
食塩・味醂

マルシマ 300㎖475円

２週のみ

翌々週

4096
洋風料理に最適な
ベース調味料。天
然の酵母から抽出
した酵母エキスを
生かし、洋風料理
にうま味やコクを
加えるベース調味料です。
【原材料】ぶどう糖、酵母エキス、食塩、
オニオンパウダー、発酵調味料、香辛料（原
材料の一部に小麦を含む）

日食洋風だしの素

日食 5g×20594円

２・４週

4097
口当たりまろやか
な中華料理が楽し
めるベース調味
料。天然の酵母か
ら抽出した酵母エ
キスを生かし、中
華料理にうま味とコクを加えます。
【原材料】ぶどう糖、食塩、酵母エキス、ガー
リックパウダー、発酵調味料、オニオン
パウダー、香辛料（原材料の一部に小麦を
含む）

日食中華だしの素

日食 5g×20594円

２・４週

3703
自社農園で栽培した完熟に近い南
高梅を、天日海塩で漬けました。
梅はアブラムシ対策のために、粘
着くん水和剤（有機JAS対応）のみ
使用の低農薬。
【原材料】南高梅、食塩（シママース）

木下さんの梅干し２・４週

林檎屋木下 100g 648円

4092

化学調味料無添加で28
アレルゲン不使用でつ
くりました。ハーブチ
キン風味。水にも溶け
やすいです。
【原材料】デキストリン（国
内製造）、食塩、酵母エキ
スパウダー、ブドウ糖、
砂糖、植物油脂、オニオ
ンパウダー、香辛料、野菜エキスパウダー
（キャベツ、しいたけ、はくさい）、セロリ

コンソメ
（アレルゲン添加なし）

２・４週

節辰商店 100g 418円

4093

化学調味料無添加で28
アレルゲン不使用の和
風だし。鰹節屋が選ん
だ良質の鰹節、イワシ
の香りが豊かです。
【原材料】イワシ煮干し（国
内製造）、ブドウ糖、食塩、
砂糖、鰹節粉末、酵母エ
キスパウダー

和風だし
（アレルゲン添加なし）

２・４週

節辰商店 100g 418円

4094
薄口しょうゆと鹿児
島県産鰹節で仕上げ
たつゆです。うどん、
おでん、釜飯等をお
いしく作ることができ
ます。原材料はすべ
て国内産・国内製造
のものを使用してい
ます。
【原材料】しょうゆ(本醸
造)（大豆・小麦を含む）（国内製造）、粗糖、
食塩、みりん、かつおぶしエキス、鰹節、煮
干、むろあじ節、昆布、干し椎茸、醸造酢

釜めしでんどん２・４週

節辰商店 500ml510円

4091
国内産有機丸大豆と小麦を使
い1年以上熟成させた有機本
醸造醤油をベースに作っため
んつゆ。２倍濃縮タイプ。煮物、
天つゆ、めんつゆ、丼物など
幅広く使える。
【原材料】有機醤油、有機砂糖、
有機米醗酵調味料、鰹節(鹿児
島産)、昆布(北海道産)、食塩
(シママース)

光食品有機めんつゆ

光食品（オ） 300㎖ 551円

２週のみ
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●●●●●●●●●●漬物・かつお節・だし・つゆ

4122 サクラ印花かつお
だし取りに最
適。
【原材料】かつお
ぶし（鹿児島県
産）

マエカワテイスト
100g袋586円

２・４週

愛知県宝飯郡音羽町

3884 寒干たくあん 120g 367円
寒干しとぬか漬けの風味が、こんなにおいしいた
くあん漬けに。

3886 はりはりキムチ 110g 403円
切干大根をかつおとしょうゆの香りが特徴の和風
キムチベースに漬け込みしました。しっかりとし
た歯ごたえと、甘みと香りが楽しめるキムチです。

3887 紅しょうが 40g 420円
赤梅酢で色鮮やかに仕上げました。さわやかな
辛みと香りをお楽しみください。

3889 甘酢しょうが 40g 369円
さわやかな辛みと香りをお楽しみください。みじ
ん切りにして、卵焼き、茶わん蒸しなどの香り漬
けにもおすすめです。

3892 スパイスだいちゃん 150g 411円
カレー風味のスパイシーなたくあん。有機カレー粉を使
用。大根は農薬不使用の北海道産。
【原材料】大根、漬け原材料（粗糖、米酢、みりん、リンゴジュー
ス、食塩、カレー粉）

3893 あとひきだいちゃん 150g 411円
大根の甘酢漬けにりんごをいれました。甘くて、
やわらかい、あとひく味わいです。気持ちの良い
歯ごたえと爽やかな風味の楽しい一品です。

3894 千枚大根 150g 384円
昆布の香りが深い味わいを生んでくれます。見
た目にもきれいな一品です。

3896 浅漬けのもと 420g 350円
浅漬けばかりでなく、料理の幅が広がる。ソル
トビーの海一粒、三河本みりん等使用。

3902 甘口しぼり 100g 350円
お子様にも食べやすい甘口のたくあんです。

3903 レモン大根 150g 758円
大根の甘酢漬けにレモン果汁とレモンの皮をい
れました。とても爽やかな風味！

3904 ゆず大根 150g 350円
生のゆずをそのまま使っています。風味は最高で
す。細切りにして手巻寿司の芯にしてもgood！
【原材料】大根、粗糖、米酢、みりん、ゆず、昆布

3905 かぶ千枚漬 150g 420円
地元豊川市の鈴木慶市さんのかぶ。昆布のだしが効いて
ます。冬の味覚をお楽しみください。
【原材料】かぶ、漬け原材料（ビートグラニュ糖、米酢、
みりん、食塩、昆布）

3908 福神漬 110g 350円
昔から農家に伝えられてきた、素朴でやさしい漬
物です。

3910 きゅうりのかっぱ漬 100g 369円
ぱりっとした歯ごたえ、さっぱりした風味。豊川市の鈴
木慶市さんのきゅうりをさっぱりとしたたまり風味で漬
け込みました。栽培には農薬・化学肥料を使っていません。
【原材料】きゅうり、白たまり、溜り醤油、みりん、白梅酢、しょ
うが、食塩、粗糖

3916 和風きむち 180g 405円
昆布とかつお節、しょうゆをベースにした和風仕立てです。
【原材料】白菜、トマトピューレ、白梅酢、溜り醤油（大豆含
む/非遺伝子組み換え）、白たまり（小麦含む）、みりん、り
んご、人参、にんにく、唐辛子、粗糖、しょうが、鰹節、昆布

3917 奈良漬うり 100g 429円
岡崎市・愛恵協会さんが青うりの栽培から漬け
込みまでしました。
【原材料】青うり、酒粕、粗糖、塩

3920 古式一丁漬  100g 334円
渥美半島、前川漬物さんの古式渥美たくあん。かたくて、
塩味。ご飯にみそ汁、それにこのたくあんがあれば、充
分満足できてしまいます。漬物好きな人にぜひ食べてい
ただきたい、なつかしい味！！

3921 小梅漬 120g 421円
カリカリ食感がたまらない小梅です。
ます。すべて安心素材で作りました。
【原材料】小梅、塩、赤しそ

3922 三年熟成梅ぼし 180g 954円
新城市小山柳二さんの梅を３年間以上じっくり漬
けました。酸味がとれ、うま味たっぷり。
【原材料】梅、塩、赤しそ

3924 特製キムチベース
150g 509円

かつおと昆布、しょう油の香りがたまらない和風のキム
チベースです。手軽にキムチが楽しめます。

3925 キムチ鍋のもと 150g 509円
お家で簡単にキムチ鍋が楽しめます。味噌も
入っているので、あとは食材を入れるだけ。

3929 特選梅ぼし 150g 788円
愛知県新城市、小山さんの梅を、昔ながらの方法
で漬け、干しあげた香りいっぱいの梅干しです。

3931 ゆかり寿司のもと
110g 350円

３合の硬めに炊いたご飯に「ゆかり寿司のもと」
を混ぜるだけで、香りいっぱいでやさしい甘み
の「ゆかり寿司」のできあがり！たまご、のりな
どと一緒にちらし寿司にするもよし、親子で海
苔巻きパーティーなんてのも楽しい。

3934 熟成ぬか床・つけ太郎 

１kg 1,716円
自分で漬けたぬか漬けを食卓へ。野菜だけでな
くお肉やお魚をぬか漬けにして焼いたりと、い
ろんな使い方が可能
3935 つけ太郎ぬか・補充用
補充用ぬかです。 500g404円
【原材料】米ぬか、塩

3936 ミニ補充用つけ太郎
300g 334円

補充用のミニサイズ。

漬物本舗 道長のおつけもの

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

マエカワテイスト
10g×25849円

天然だしパック25
２・３・４週

冷蔵２週のみ

4159 いわし削りぶし
九州長崎産の新鮮ない
わしを削り節にしまし
た。コクのあるだしで、
煮物や椀物をさらに美
味しく仕上げます。冷
奴、焼きそば、ごはん
等にふりかけて、天然
のたんぱく源、カルシ
ウム補給にもお役立て
下さい。
【原材料】いわしの煮干し（国内産）

マルシマ 40g292円
翌々週

２週のみ

4129
4130

植 物 性 素 材100%で つ
くったオーサワの和風だ
し。昆布・乾椎茸・切干
大根の旨みが凝縮され、
料理の味をワンランク
アップしてくれます。
【原材料】食塩（天塩）、さつまいもでん粉（国
産）、焼き野菜粉末［切干大根・乾しいたけ・
昆布（国産）］、酵母エキス

オーサワの和風だし

徳用

オーサワ

5g×8包 529円

5g×30包1,404円

２週のみ

P.17の続き

4123 うすくち

4124 こいくち

有機醤油、有機砂糖、天日海水塩に天然
の風味原料のだしを合わせたこいくちタ
イプのだし醤油です。
【原材料】しょうゆ、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

播州熟成だし醤油姫路

マエカワテイスト
900㎖ 1,782円

900㎖ 1,774円

4160 煮干いりこ

良質な瀬戸内海音
戸産片口いわしを
使用。色白で小ぶ
りなため、臭みが
少なく濁りのない
出汁がとれます。
味噌汁やお吸い物
の出汁としてご利
用ください。

オーサワ 150g497円

２週のみ

4105
4107

野菜の旨みたっぷり
の純植物性洋風だし
の素。
【原材料】天塩、鹿児島甘
藷でん粉、酵母エキス、道
産玉葱、道産人参、本醸造
醤油、ブラックペッパー、
セロリ、ガーリック

オーサワの野菜ブイヨン

5g×8包
徳用5g×30包

オーサワ

389円

1,337円

２週のみ

4106 うどんスープ
特殊製法
のかつお
節 粉 末、
昆布、粉
末醤油をほどよくブレンドした食品添加
物不使用・粉末タイプのうどんスープで
す。うどんスープ以外に炊き込みご飯、
茶碗蒸しなどの和風料理、洋風、中華料
理にも幅広くお使いいただけます。
【原材料】ブドウ糖・焼き塩・風味原料（かつ
お節粉末・昆布粉末）・粉末醤油（大豆、小麦
を含む）・酵母エキス

10g（１食）×6 247円
マルシマ 翌々週

２週のみ

得

得
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●●●●●●●●●●だし・つゆ・ご飯の素・ふりかけ・みそ汁・佃煮

22ページにつづく ▶

4288

道長

ゆかり

梅ぼし漬けるとき
に使用した赤しそ
を使ってゆかりに
しています。香り
も味も抜群です！
【原材料】赤しそ、梅酢

25g 280円

２週のみ

ごはんがおいしいソフトふりかけ！ご飯にそのままふりかけ
て、またパスタのトッピングやおにぎりにすると格別です。

マルシマのソフトふりかけ

4348 ちりめんひじきしっとりふりかけ 40g 465円
【原材料】ひじき（瀬戸内海産）、ちりめん、砂糖（てんさい糖）、食塩、みりん、昆布粉末、赤し
そコンタミ：えび、かに

4349 生姜ひじきしっとりふりかけ 40g 378円
【原材料】ひじき（瀬戸内産）、てんさい糖、梅肉、食塩、みりん、赤しそ、醸造酢、昆布粉末、
かつおエキス

4350 しそひじきしっとりふりかけ 40g 378円
【原材料】ひじき（瀬戸内海産）、砂糖（てんさい）、食塩、みりん、昆布粉末、赤しそ梅酢漬け

4351 梅ひじきしっとりふりかけ 40g 438円
【原材料】ひきじ（瀬戸内海産）、砂糖（てんさい）、梅肉、食塩、みりん、赤しそ梅酢漬け、醸造酢、昆布
粉末、かつお節エキス

4352 梅梅ひじきしっとりふりかけ 40g 497円
【原材料】ひじき(瀬戸内海産)、砂糖(てんさい)、梅肉、食塩、みりん、赤しそ、昆布粉末、かつお節エ
キス

4353 かつおひじきしっとりふりかけ 40g 378円
【原材料】ひじき（瀬戸内産）、てんさい糖、食塩、かつお節、みりん、醤油、かつおエキス、昆
布粉末、赤しそ　（原材料の一部に小麦・大豆を含む）

4354 ちりめんわかめソフトふりかけ 40g 400円
鳴門わかめをやわらかなソフトふりかけにしました。爽やかなシソの香りが食欲をそそります。
瀬戸内海産のカルシウムたっぷりなちりめんをブレンドしました。
【原材料】わかめ（鳴門産）、てんさい糖、しらす、食塩、赤しそ

4355 しそわかめソフトふりかけ 40g 307円
【原材料】わかめ（鳴門産）、てんさい糖、食塩、赤しそ

２週のみ 翌々週

4324 えびいりこふりかけ
国内産のいりことあみえび、焼のり、青のり、いりご
まをブレンドして造った磯の香りいっぱいのおいしい
ふりかけです。自然が育てた天然素材を大切にする
ため調味顆粒は使用せず作りました。
【原材料】カタクチイワシ、ごま、あみえび、醤油（大豆、小麦
を含む）、砂糖、焼のり、青のり、食塩、鰹節エキス、昆布エ
キス、みりん、発酵調味料、酵母エキス、紅麹色素コンタミ：
えび、かに、そば、乳、卵

30g 378円マルシマ 翌々週

２週のみ

オーサワのごはんの素シリーズ（２合用約２～３人前）２週のみ

4251 ちらし寿司の素 150g463円
国内産の具材がたっぷり。酸味と甘味のバランスよく、素材の香り
と歯ごたえが活きたおいしさです。
【原材料】米酢（国内産）、特別栽培人参（国内産）、ひじき、たけのこ（国内
産）、有機ブルーアガベシロップ（メキシコ産）、米飴、かんぴょう、椎茸、
油揚げ（国内産）、薄口醤油、メープルシュガー（カナダ産）、醗酵調味料、
食塩（海の精）、酵母エキス、昆布粉末（国内産）

4254 ベジ釜めしの素 170g 421円
大豆ミートの程よい食感と豊かな旨み。国内産大豆ミートと野菜を
使用し、醤油と昆布で仕上げたとり釜飯風ごはんの素です。
【原材料】粒状大豆たんぱく・人参・ごぼう・昆布だし（国内産）、米飴、
醤油、醗酵調味料、菜種油、食塩（海の精）、酵母エキス、メープルシュガー
（カナダ産）

4255 玄米によく合うごぼうごはんの素
120g410円

安心な国内産野菜を使ったごぼうの風味豊かな混ぜごはんの素。炊
いたおごはんに混ぜるだけ。もちろん、白米に混ぜてもおいしいです！
【原材料】ごぼう・椎茸だし・椎茸）、醤油、ひじき・油揚げ、醗酵調味料、食塩、有機ブルーア
ガベシロップ、昆布粉末・菜種油・酵母エキス

4256 オーサワのきのこごはんの素 140g 399円
４種の国内産きのこの風味よく広がるおいしさ。素材の旨味を天然調味料でやさしく包
みました。お米２合と一緒に炊くだけの簡単調理は重宝。
【原材料】昆布だし・舞茸、淡口醤油、ぶなしめじ、特別栽培人参）、椎茸・椎茸だし、有機ブルーアガ
ベシロップ、米飴、エリンギ、食塩、醗酵調味料、米酢・菜種油・酵母エキス、メープルシュガー、昆布
粉末

4257 オーサワの五目ごはんの素 150g 399円
国内産根菜類がたっぷり。素2合のお米と一緒に炊くだけの手軽さでおいしくできあがり。
【原材料】昆布だし、特別栽培人参）、ごぼう・れんこん、淡口醤油、椎茸・椎茸だし、有機ブルー
アガベシロップ、油揚げ）、米飴、食塩、醗酵調味料、米酢・菜種油・酵母エキス）、メープルシュ
ガー、昆布粉末

ご飯の素・ふりかけ・みそ汁

4394  ポタージュカラダニ
ヤサシイ 14g×3

とうもろこしを主原料にかぼちゃ・たまねぎ・セ
ロリといった国産野菜、10種類の国産雑穀を使用
し、自然のおいしさをまとめたスープ。
【原材料】コーン［遺伝子組換えでない（北海道）］、米粉
（国内産）、てん菜糖（北海道）、塩（伊豆大島近海）、酵母エキス（国内産、
ＥＵ、ブラジル、カナダ、アメリカ）、有機玄米エキスパウダー（国内産）、
かぼちゃ（北海道）、たまねぎ（北海道、佐賀）、昆布（北海道）、セロリ（熊
本）、うきみ・具［コーン（北海道：遺伝子組換えでない）、玄米（国内産）、
もちきび（北海道、長崎）、もちあわ（岩手、長崎）、ひえ（岩手）、黒もち
米（愛媛、山形）、赤米（愛媛）、赤もち米（兵庫、熊本）、緑米（奈良）、た
かきび（岩手、長野）］

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

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

ファインの体に優しいスープ ２・４週

各 432円翌々週

佃　　煮

4407 海鮮づくしおかわりいっぱい! 100g瓶432円
磯の香りとぷちとろ食感海の幸をふんだんに使い、じっくりと
熟成させた丸大豆醤油で炊き上げました。
【原材料】醤油(大豆、小麦を含む）（国内製造）、粗糖、水飴、わかめ、
魚卵、醸造酢、昆布、ひじき、かつお削りぶし、寒天

4408 生姜でごはん 70g508円
国内産の生姜を食べやすいように千切りにし、おかかと一緒に
おいしく炊いた佃煮です。シャキシャキとした生姜の歯ごたえ。
【原材料】生姜･醤油(大豆、小麦を含む)･粗糖･水飴･鰹削り節･みりん･醸
造酢･食塩･酵母エキス

4409 山椒ちりめん 45g508円
山椒の香りとちりめんのうま味瀬戸内海産のしらすを有機純
正醤油。
【原材料】ちりめん(国内製造)、有機醤油(大豆・小麦を含む)、粗糖、み
りん、水飴、山椒の実(塩漬け)　コンタミ：えび、かに

4412 天然岩のり 95g454円
天然岩のりを100％使った低塩タイプの佃煮です。
【原材料】醤油（大豆、小麦を含む）、粗糖、麦芽水飴、のり、みりん、醸
造酢

マルシマの佃煮 ２週のみ 翌々週

4176
1年3ケ月以上熟成され
たうすくち醤油をベー
スに、4種の国産だしと
飼育方法にこだわった
国産鶏がらスープをあ
わせた、風味豊かな寄
せ鍋つゆです。
【原材料】しょうゆ（小麦、大
豆を含む、国内製造）、とり
がらスープ、砂糖、いわしぶ
し、食塩、みりん、いわし煮
干、そうだかつおぶし、昆布

だしが香る鍋つゆ

マエカワテイスト

300ml880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60g583円⇒571円

すりおろしにんにく（ビン）0319
おろしたてのようなみずずしさと、にんにくの
芳醇な香りが楽しめます。餃子やラーメン、
料理の隠し味など、様々な使い方でお楽し
みください。

吉田ふるさと村 得135g（6皿分）448円⇒438円

植物素材の
本格カレー（中辛）

7357

２５種類以上のオリジナルブレンドスパイ
ス、直火焙煎した国内産小麦粉、有機べ
に花油など植物性
素材のみで仕上げた
香り高くコクのある本
格カレールウです。

創健社

２週のみ

得240g512円⇒486円

肉団子甘酢ダレ1914
こだわりの豚肉を使用して作った肉団子に甘
酢ダレをからめました。食品添加物・化学調
味料不使用。豚肉以外の原材料も全てこだ
わっています。肉団子9個入り(団子158g、タレ
82g）。フライパンで、ほうれん草などと炒めても
美味しく頂けます。

丹沢農場

得550g1,204円⇒1,143円

鶏鍋セット（塩）1559
特製つみれ・もも肉胸肉の切身・特製塩
スープの3点セットです。生姜の効いたつみれ
は鶏臭さもなく、ﾌﾟﾘｯとした食感が美味し
く、噛むほどに旨味が増します。

秋川牧園
得10g×25849円⇒820円

天然だしパック4121
風味豊かなだしが簡単にとれます。国産の
かつお節とうるめいわしをベースに、昆布、
椎茸など厳選された
素材を使用しただし
パックです。食塩、調
味料は一切使用し
ていません。

マエカワテイスト
得180g648円⇒635円

十割そば4842
無農薬栽培し添加物や塩を一切使用せ
ずに製麺した十割そば乾麺です。そば粉も
乾麺ではめずらしい全粒粉を
使用している為、栄養価の
高い乾麺です。 

イチカラ畑

若鶏モモ・ムネ切身1503
若鶏のモモ肉とムネ肉を唐揚げサイズの
大きさにカットしています。「若鶏ももむね
切り身」は定番の唐揚げに。

秋川牧園

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得350g767円⇒729円
豚小間切れ1295

小間切れ。炒め物、鍋物、煮物に。

丹沢農場 得200g491円⇒466円

凍

ミニクリスマス
パンセット

1181

サンタ、トナカイ、クリス
マスツリーの可愛らし
い菓子パンセット。

3種×1個529円

贅沢プレッツェルクロワッサン1183
ボリュームのある進化系クロワッ
サンです。国産小麦のバター
のリッチな香り、牛乳で練っ
た生地のほのかな甘みを
湖塩のトッピングが引き締
めます。

1個（90g）319円
ミニバケット1184

表面はカリッと、中はも
ちもちの小 ぶりのバ
ケット。フレンチトースト
やピザ、ラスクなど、い
ろいろ楽しめます。

3本(長さ約18㎝)335円

シナモンデ
ロールデニッシュ

1185

渦巻き状に粉末のシナ
モンが挟まった、デニッ
シュパンです。

2個400円

クリスマスクッキー
1186

ツリーやブーツ、ローソク、星、ベルなど。いろ
んな味が8種類入っています。

8個（80g）589円

クリスマス固焼きビスケット
1187

牛乳、卵、大豆不使用のあっさり味の固焼き
ビスケット。一口サイズ。

60g464円

シュトーレン1182
ドライフルーツ、アーモンド、ケーキクラムがたっぷり入った、シュ
トーレンの中でも最高級の配合です。しっとりとした美味しさ。

約300g1,922円 わ っ ぱ ん

今回のみ
！

今回のみ
！

1181～1185は12月2回と3回で注文できます

１・３週 ２・４週

凍

凍

チラシ

２・３週 ２・３・４週 ２・４週

冬季限定の漬物 ２週のみ 冷

和風きむち3916
昆布とかつお節、しょうゆをベー
スにした和風仕立て。

かぶ千枚漬3905
地元豊川市の鈴木慶市さんの
かぶ。昆布のだしが効いてます。
冬の味覚をお楽しみください。

150g420円

得180g405円⇒384円

道長

２・４週

骨付てりやき
チキン

1576

にんにく風味のタレをつけて、
ジューシーに焼き上げました。

秋川牧園 300g730円

身欠きにしん本乾89504
昔ながらの伝統的な加工法で
無添加の身欠きにしんを作りま
した。

狩野水産

200g1,098円

不定期！

チラシチラシ 不定期！

12月３回お届け 12月４回お届け予
約
受
付
最
終
で
す

冷

凍

オーサワのおすすめチョコレート
乳化剤・添加物不使用

有機アガベチョコ
ダークカカオニブ92002

奥深いカカオの風味とサクサクとしたカカオニブの食感。砂
糖・乳化剤不使用。有機カカオ70%。

60g507円
ダークカカオビーンズ92005

ローストしたカカオ豆を丸ごとチョコで包
んだ カリカリとした食感とビターなカカ
オの風味。砂糖・乳化剤不使用。

アルマテラ 65g540円

いちうろこの
美味しい練り物

２週のみ 翌々凍

２週のみ 翌々冷

小ちくわ2661
そのままちぎって生でも。おでん種としてもおすすめです。
サラダ、酢の物にも。

5本367円

桜えび揚げ2670
蒲鉾のようなプリプリの感触に仕上げました。

3枚522円

たこボール2667
魚肉すり身がたこの旨みを引き出した、一口サイズの練り
物です。おでんの一品にどうぞ。刻んで野菜炒めの具や、
煮物、お弁当のおかずにも

得8個352円⇒344円

青のり小判2673
静岡県産の高級青のりををふんだんに使用しました。国
産のスケトウダラすり身を使用。

得3枚306円⇒299円

無添加
無着色

イワシミリン干し2205
昔ながらの手作りでつくっています。原材料
にこだわった無添加のミリン干しです。

4～6枚540円
サンマひらき2209

旨味があり脂が甘い魚。

ブリ一夜干し（塩）2214
天然ぶりを天日干しで仕上げてあります｡

約150g（2～3入）670円

ブリ味醂干し2215
身はふっくら、ジュワッと脂がしみだす、こってり味の
干物です。

イカのミリン干し2224
丸のままのイカを味醂干しにしました。柔らかく生産
者おすすめの一品です。

3～4入200g567円

得2枚519円⇒508円

得約150g（2～3入）693円⇒679円

かぶら寿し、大根寿し
12月４回まで企画予定

かぶら寿し3860
契約栽培無農薬米から作った麹と無農薬米をあわ
せて作った甘酒に、無農薬青かぶに旬の鰤を挟み
込んで漬け込む、手の込んだ絶品です。金沢の冬
の味。

約150g1枚入694円
大根寿し3863

大きく刻んだ青首大根とぶつ切りの身欠にしんをあ
わせて漬け込みました。

300g1,041円

中初商店 数量限定数量限定

２週のみ 翌々 不定期！

２週のみ 翌々ご飯のお供

こんぶ煮豆1896
炊き上げた豆と、北海道産の昆布と合わせました。

120g378円

黒煮豆1897
長時間じっくり煮込んでいますので、芯まで味がし
みています。

天然紅鮭2306
天然紅鮭を、ミネラル豊富な宗谷の塩のみで
仕上げた逸品です。紅鮭をていねいに山漬け
し、熟成したものをつかいました。

シャケフレーク2308
北海道の新鮮な鮭を独自の技術により、おいしさを損なう
事なく仕上げました。

60g525円

小豆島産生のり佃煮2708
風光明媚な瀬戸内海国立公園に浮
かぶ小豆島産の生のりを杉桶でじっ
くり熟成した有機醤油で炊いた香り
高い佃煮です。

90g448円

得120g410円⇒401円

得60g594円⇒582円

国内産の豆を直火でおいしく炊き上げました。無添
加にこだわり、自然そのままの色を出しています。

マルシマ
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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60g583円⇒571円

すりおろしにんにく（ビン）0319
おろしたてのようなみずずしさと、にんにくの
芳醇な香りが楽しめます。餃子やラーメン、
料理の隠し味など、様々な使い方でお楽し
みください。

吉田ふるさと村 得135g（6皿分）448円⇒438円

植物素材の
本格カレー（中辛）

7357

２５種類以上のオリジナルブレンドスパイ
ス、直火焙煎した国内産小麦粉、有機べ
に花油など植物性
素材のみで仕上げた
香り高くコクのある本
格カレールウです。

創健社

２週のみ

得240g512円⇒486円

肉団子甘酢ダレ1914
こだわりの豚肉を使用して作った肉団子に甘
酢ダレをからめました。食品添加物・化学調
味料不使用。豚肉以外の原材料も全てこだ
わっています。肉団子9個入り(団子158g、タレ
82g）。フライパンで、ほうれん草などと炒めても
美味しく頂けます。

丹沢農場

得550g1,204円⇒1,143円

鶏鍋セット（塩）1559
特製つみれ・もも肉胸肉の切身・特製塩
スープの3点セットです。生姜の効いたつみれ
は鶏臭さもなく、ﾌﾟﾘｯとした食感が美味し
く、噛むほどに旨味が増します。

秋川牧園
得10g×25849円⇒820円

天然だしパック4121
風味豊かなだしが簡単にとれます。国産の
かつお節とうるめいわしをベースに、昆布、
椎茸など厳選された
素材を使用しただし
パックです。食塩、調
味料は一切使用し
ていません。

マエカワテイスト
得180g648円⇒635円

十割そば4842
無農薬栽培し添加物や塩を一切使用せ
ずに製麺した十割そば乾麺です。そば粉も
乾麺ではめずらしい全粒粉を
使用している為、栄養価の
高い乾麺です。 

イチカラ畑

若鶏モモ・ムネ切身1503
若鶏のモモ肉とムネ肉を唐揚げサイズの
大きさにカットしています。「若鶏ももむね
切り身」は定番の唐揚げに。

秋川牧園

今週のお薦め肉今週のお薦め肉

得350g767円⇒729円
豚小間切れ1295

小間切れ。炒め物、鍋物、煮物に。

丹沢農場 得200g491円⇒466円

凍

ミニクリスマス
パンセット

1181

サンタ、トナカイ、クリス
マスツリーの可愛らし
い菓子パンセット。

3種×1個529円

贅沢プレッツェルクロワッサン1183
ボリュームのある進化系クロワッ
サンです。国産小麦のバター
のリッチな香り、牛乳で練っ
た生地のほのかな甘みを
湖塩のトッピングが引き締
めます。

1個（90g）319円
ミニバケット1184

表面はカリッと、中はも
ちもちの小 ぶりのバ
ケット。フレンチトースト
やピザ、ラスクなど、い
ろいろ楽しめます。

3本(長さ約18㎝)335円

シナモンデ
ロールデニッシュ

1185

渦巻き状に粉末のシナ
モンが挟まった、デニッ
シュパンです。

2個400円

クリスマスクッキー
1186

ツリーやブーツ、ローソク、星、ベルなど。いろ
んな味が8種類入っています。

8個（80g）589円

クリスマス固焼きビスケット
1187

牛乳、卵、大豆不使用のあっさり味の固焼き
ビスケット。一口サイズ。

60g464円

シュトーレン1182
ドライフルーツ、アーモンド、ケーキクラムがたっぷり入った、シュ
トーレンの中でも最高級の配合です。しっとりとした美味しさ。

約300g1,922円 わ っ ぱ ん

今回のみ
！

今回のみ
！

1181～1185は12月2回と3回で注文できます

１・３週 ２・４週

凍

凍

チラシ

２・３週 ２・３・４週 ２・４週

冬季限定の漬物 ２週のみ 冷

和風きむち3916
昆布とかつお節、しょうゆをベー
スにした和風仕立て。

かぶ千枚漬3905
地元豊川市の鈴木慶市さんの
かぶ。昆布のだしが効いてます。
冬の味覚をお楽しみください。

150g420円

得180g405円⇒384円

道長

２・４週

骨付てりやき
チキン

1576

にんにく風味のタレをつけて、
ジューシーに焼き上げました。

秋川牧園 300g730円

身欠きにしん本乾89504
昔ながらの伝統的な加工法で
無添加の身欠きにしんを作りま
した。

狩野水産

200g1,098円

不定期！

チラシチラシ 不定期！

12月３回お届け 12月４回お届け予
約
受
付
最
終
で
す

冷

凍

オーサワのおすすめチョコレート
乳化剤・添加物不使用

有機アガベチョコ
ダークカカオニブ92002

奥深いカカオの風味とサクサクとしたカカオニブの食感。砂
糖・乳化剤不使用。有機カカオ70%。

60g507円
ダークカカオビーンズ92005

ローストしたカカオ豆を丸ごとチョコで包
んだ カリカリとした食感とビターなカカ
オの風味。砂糖・乳化剤不使用。

アルマテラ 65g540円

いちうろこの
美味しい練り物

２週のみ 翌々凍

２週のみ 翌々冷

小ちくわ2661
そのままちぎって生でも。おでん種としてもおすすめです。
サラダ、酢の物にも。

5本367円

桜えび揚げ2670
蒲鉾のようなプリプリの感触に仕上げました。

3枚522円

たこボール2667
魚肉すり身がたこの旨みを引き出した、一口サイズの練り
物です。おでんの一品にどうぞ。刻んで野菜炒めの具や、
煮物、お弁当のおかずにも

得8個352円⇒344円

青のり小判2673
静岡県産の高級青のりををふんだんに使用しました。国
産のスケトウダラすり身を使用。

得3枚306円⇒299円

無添加
無着色

イワシミリン干し2205
昔ながらの手作りでつくっています。原材料
にこだわった無添加のミリン干しです。

4～6枚540円
サンマひらき2209

旨味があり脂が甘い魚。

ブリ一夜干し（塩）2214
天然ぶりを天日干しで仕上げてあります｡

約150g（2～3入）670円

ブリ味醂干し2215
身はふっくら、ジュワッと脂がしみだす、こってり味の
干物です。

イカのミリン干し2224
丸のままのイカを味醂干しにしました。柔らかく生産
者おすすめの一品です。

3～4入200g567円

得2枚519円⇒508円

得約150g（2～3入）693円⇒679円

かぶら寿し、大根寿し
12月４回まで企画予定

かぶら寿し3860
契約栽培無農薬米から作った麹と無農薬米をあわ
せて作った甘酒に、無農薬青かぶに旬の鰤を挟み
込んで漬け込む、手の込んだ絶品です。金沢の冬
の味。

約150g1枚入694円
大根寿し3863

大きく刻んだ青首大根とぶつ切りの身欠にしんをあ
わせて漬け込みました。

300g1,041円

中初商店 数量限定数量限定

２週のみ 翌々 不定期！

２週のみ 翌々ご飯のお供

こんぶ煮豆1896
炊き上げた豆と、北海道産の昆布と合わせました。

120g378円

黒煮豆1897
長時間じっくり煮込んでいますので、芯まで味がし
みています。

天然紅鮭2306
天然紅鮭を、ミネラル豊富な宗谷の塩のみで
仕上げた逸品です。紅鮭をていねいに山漬け
し、熟成したものをつかいました。

シャケフレーク2308
北海道の新鮮な鮭を独自の技術により、おいしさを損なう
事なく仕上げました。

60g525円

小豆島産生のり佃煮2708
風光明媚な瀬戸内海国立公園に浮
かぶ小豆島産の生のりを杉桶でじっ
くり熟成した有機醤油で炊いた香り
高い佃煮です。

90g448円

得120g410円⇒401円

得60g594円⇒582円

国内産の豆を直火でおいしく炊き上げました。無添
加にこだわり、自然そのままの色を出しています。

マルシマ
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●●●●●●●●●●大豆加工食品・麩・乾物・小麦粉・パン粉・粉類

大豆加工食品

4461

湯戻し5分で便利
なひき肉風。ハン
バーグやあんか
け、炒め物などさ
まざまな料理に使
えます。油分は圧
搾法でカットして
あります。
【原材料】大豆（国内
産）

オーサワの
大豆ミートひき肉風

オーサワ 100g475円

２週のみ

小麦粉・パン粉・粉類

江別製粉
4670 薄力粉北海道産100％

１kg510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％
１kg578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。���

麩・生麩

宮田麩司のはるゆたか100％

国産小麦の手作り麩
２週のみ

〈焼麩〉

4545 おつゆ麩
25g 294円

お味噌汁、お吸物、酢のもの、鍋用、卵とじ
等にご利用いただけます。野菜炒めに入れ
ると　つゆを吸収するので　水っぽくなら
ず野菜も麸も美味しくなります。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン

4546 玉麩 15g 294円
【原材料】国産小麦グルテン、国産小麦粉

4547 餅麩 25g 294円
【原材料】小麦粉（国産小麦）、小麦グルテン（国
産小麦）、餅粉（国産）

4548 竹輪麩 30g294円
お味噌汁、お吸物、酢のもの、鍋用、卵
とじ等にご利用いただけます。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン

4549 すきやき麩
10コ入 307円

10個入りになってお買い求めになりやす
くなりました。もちっとして美味しいで
す。切り口のない麸なので芯がなくなる
まで１晩くらい水に浸してお使いくださ
い。煮崩れしにくい麸なので、すき焼き、
煮込み料理に向いています。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン

4550 車麩 16枚入 475円
だし汁又は、水に浸して戻してください。
だし汁の方が味を含みやすくなります。
煮物、鍋物、すき焼き等にご利用ください。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン�

4551 麩のハンバーグ粉
70g 661円

小麦グルテンの弾力で、ハンバーグやつ
みれをふんわり、しっとり仕上げます。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン

〈生麩〉
●�お刺身、天ぷら、フライ、鍋物、
煮物、椀物などにご利用ください。

●�生麸はそのままでお召し上がりい
ただけます。堅いと感じた場合、
三分間パックのままお湯に浸し、
水で再度冷やしてお使い下さい、
出来たてのやわらかさに戻ります。

●�煮物にご利用の場合は、味を含ま
せる程度にしてお使いください。�

生麩
4553 よもぎ 120g 541円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉、
国産よもぎ

4554 ゆず 120g 541円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉、
国産ゆず

4555 あわ 120g 541円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉、
国産あわ

4556 ごま 120g 541円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉、
ごま（中国産）

4557 くるみ 120g 588円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉、
和くるみ

4559 しろ 120g 541円
【原材料】国産小麦グルテン、国産もち米粉

冷蔵

4552 麩のとんかつ粉
120g 683円

からりと揚がり、素材の味を生かします。
【原材料】国産小麦粉、国産小麦グルテン、重曹

4735
丸芋をフリーズドラ
イ製法で粉末化しま
した。水やだし汁を
加えるだけで、粘り
のあるとろろができ
ます。お好み焼きや
料理のつなぎなど
に。
【原材料】丸芋（国内
産）

山いも粉末

北国フーズ 20g袋 367円

２週のみ 4738
鹿 児 島 産 紫 い も
100％紫いもを直火
焼きし微粉末化しま
した。
【原材料】紫いも（鹿児
島産）

紫いも粉

ジーエフ商会 100g 324円

２週のみ 4740
国産100％の野生の
葛を地下水で洗い、
寒晒しにし、50日以
上自然乾燥した最高
級品。

本葛粉

森野吉野葛本舗（オ）

150g734円

２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

4465
純粋植物性たんぱく質
（小麦グルテン）を有機
純正醤油にて長時間煮
詰めたものです。※マ
クロビオティックの提
唱者、桜沢如一先生の
ご指導により生まれた
商品です。
【原材料】小麦たん白
（国内産、アメリカ・カ
ナダ・オーストラリア産）、有機醤油

セイタン

オーサワ 180g443円

２週のみ

翌々週

乾　　物

4520

長崎産片口いわし使用�
程よい塩味�酸化防止剤
不使用。ちりめんにして
は大きめサイズで、ソフ
トな食感と程よい塩味が
楽しめます。そのまま食
べるほか、サラダ、パス
タ、炒飯、酢の物など、
様々な料理にご使用ください。
【原材料】片口いわし（長崎産）、食塩（海水）

長崎県産
乾燥ちりめん

弥永商店 50g 429円

２週のみ 4529
水戻し不要の粉末
寒天は、ご飯に入
れて炊くとつやつ
やに。
【原材料】オゴ草(チリ
産）、天草（モロッコ・
ポルトガル産）

粉末寒天

オーサワ

（4g×5袋） 292円

２週のみ

4524
デザートや料理の他、お
米に混ぜても美味しい。
【原材料】海藻【天草(韓国･モ
ロッコ･インドネシア･南アフ
リカ･国内産)､オゴ草(南アフ
リカ・インドネシア産)】

無漂白特級寒天

北原産業 2本入 399円

２週のみ

4676

岩手産小麦100％。
小麦の栄養まるご
とうどん、パンなど
に。準強力粉。品種：
ナンブコムギ
【原材料】小麦（岩手産）

石臼挽き完全紛
（全粒粉）

オーサワ 500g 346円

２週のみ

4675
北海道産小麦100%。
パン、麺などに。
品種：きたほなみ
【原材料】小麦(北海道
産)

北海道地粉中力粉

健友交易 1kg 518円

２週のみ

↑
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●●●●●●●●●●小麦粉・パン粉・粉類・乾麺

4757
玄米だけを使用して
パン粉状に製品化し
ました。カツ、フライ、
香草焼きなど一般的
な小麦のパン粉同様
にお使いいただけま
す。
【原材料】玄米（岐阜
県）

玄米ぱんこ

桜井 100g 346円

２週のみ

4769

国内産原料100％
天ぷらがカラッと
揚がる。揚げ衣が
冷めてもベタつか
ない。
【原材料】小麦粉・馬
鈴薯でん粉・こめ粉
（国内産）

こな屋さんの
てんぷら粉２・４週

オーサワ 500g405円

4741
山菜の蕨の細い根からほ
んの僅かな量だけがとれ
る、大変希少な澱粉です。
しかも、希少な国内産本
蕨粉100％！粘り・コシ
が強く、風味がある。蕨
餅、蕨まんじゅうなどの
和菓子作りに。
【原材料】蕨根（南九州産）

本わらび粉

オーサワジャパン
50g 961円

２週のみ 4742

伝統的な寒哂し製法でつく
られ、微粉末で使いやすく
なっています。本葛ならでは
のやわらかい舌触り。葛湯、
葛練り、胡麻豆腐、料理の
とろみ付け、揚げ物などに。
【原材料】葛粉（宮崎・鹿児島
産）国内産本葛100％

オーサワの本葛
（微粉末）

オーサワジャパン
100g 799円

２週のみ

4770
有機天然酵母パン
使用　サクサクし
た食感。揚げ衣に
使うと、サクサク
とした食感が楽し
めます。
【原材料】有機小麦粉
（北米産）、天然酵母、
食塩（シママース）

オーガニックパン粉

オーサワ 100g 346円

２・４週

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

乾　　麺

4858
無かんすいで、麺の揚げ油には植物油を使用しています。動物性
原料を一切使用していない素朴な味をお楽しみ頂けます。
【原材料】小麦粉、植物油、食塩、粉末しょうゆ、ビート糖、酵母エキ
ス、粉末みそ、いりごま、野菜エキス、発酵調味料、椎茸パウダー、香
辛料、ピーナッツパウダー、アーモンドパウダー、乾燥ねぎ、椎茸エ
キス、麦芽エキス、ごま油、粉末昆布、メンマパウダー

桜井の純正ラーメン

桜井食品 5食入756円

２週のみ

4864
尾道ラーメンの特徴である小魚を使用した醤油味の即席和風麺です。
麺は国内産小麦粉を100％使用し、かん水を使用せず、カキ殻カルシ
ウムでコシのある麺に仕上げました。
【原材料】油揚げ麺（小麦粉、植物油脂(パーム油)、馬鈴薯澱粉、小麦たん
白、食塩）、有機醤油（大豆（遺伝子組換えでない）、小麦）、みりん、食塩、ち
りめんエキス、酵母エキス、魚介エキス(エソ、グチ、ハモ)、オリーブオイ
ル、香辛料、貝カルシウム、酸化防止剤（ビタミンE）

尾道ラーメン（しょうゆ味）

マルシマ 115g（麺90g）214円

２週のみ

翌々週

4865
そぼろ状にした国産大豆でお肉の食感を再現。杉の桶でじっくり熟成
した有機醤油と尾道産ジャンボにんにくを使用して、ヘルシーかつ食
べごたえたっぷりに仕上げました。コシのあるおいしい麺小麦粉は国
産小麦を100%使用。かん水を使用せず、カキ殻カルシウムでコシの
ある麺に仕上げました。
【原材料】油揚げめん【小麦粉(小麦(国産))、植物油脂(パーム油)、馬鈴薯澱粉、
小麦たん白、食塩】、有機醤油、粗糖、なたね油、大豆加工品、玉ねぎ、発酵調味料、食塩、でん粉、生姜、
パプリカ粉末、りんご酢、酵母エキス、ジャンボにんにく、にんにく、唐辛子粉末／貝カルシウム、酸
化防止剤（ビタミンE）

尾道まぜ麺

マルシマ 130g（麺90g）238円

２週のみ

翌々週

4866
瀬戸内海産いりこにこだわった、だし香る即席麺。いりこたっぷりの
濃厚スープ。コシのあるおいしい麺。
【原材料】油揚げめん（小麦粉（小麦（国産））、植物油脂（パーム油）、馬鈴薯澱粉、
小麦たん白、食塩）、有機醤油、オリーブオイル、いわし煮干し、粗糖、昆
布エキス、馬鈴薯澱粉、食塩、かつお粉末/貝カルシウム、酸化防止剤（ビタ
ミンＥ）、（一部に大豆、小麦を含む）

尾道いりこらーめん

マルシマ 115g（めん90g）238円

２週のみ

翌々週

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

十割そば２・４週

イチカラ畑 180g 648円
4912

イタリア北部産のスパゲティ
のためコシが強く、歯応えが
しっかりしています。ソース
ともよく絡み、少し辛みのあ
るオリーブオイルとも相性が
良いです。
【原材料】有機デュラム小麦の
セモリナ

オーサワの
有機スパゲティ

オーサワ 500g 378円

２週のみ4905

最新のパスタマシーン導入により輸入パ
スタを凌ぐ食感を実現。
【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 500g 490円

１・２・３週4882

どのようなタイプのソー
スともよく合います。
【原材料】有機とうもろこし
粉・有機玄米（イタリア産）

スパゲティ
有機グルテンフリー
パスタ

アルチェネロ 250g 650円

２週のみ 4883

ソースがからみや
すいショートパス
タです。
【原材料】有機とうも
ろこし粉・有機玄米
（イタリア産）

ペンネ
有機グルテンフリー
パスタ

アルチェネロ 250g 650円

２週のみ

4851
そうめんの本場、小豆島
で国内産小麦粉を使用
し、昔ながらの手法（手
延べ製法）で、丹精こめ
て造りました。こまやか
な風味と腰の強いそうめ
んは、適した風土と手延
べならではの味わいで
す。
【原材料】小麦粉、食塩、
ごま油

小豆島手延そうめん

マルシマ 250g 432円

２週のみ

翌々週

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

醤油屋さんのしょうゆラーメン
２・４週

日食 2食入 410円

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

醤油屋さんのうまチゲラーメン

日食 2食入 464円

２・４週

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

醤油屋さんのトマトラーメン

日食 2食入 518円

２・４週

得
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●●●●●●●●●●生麺・塩・砂糖・甘味料・醤油・味噌

5719 有機立科麦みそ
国内産有機
大麦・大豆
使用麦の風
味・甘みが
いきている。
【原材料】有機
大麦（岩手・栃
木産）、有機大
豆（岩手・青森
産）、食塩（オー
ストラリア産）

750g1,350円オーサワ

２・４週

5701 大･天祐醤油（濃口） 1.8ℓ1,976円
5702 小･天祐醤油（濃口） 720㎖988円
5706 大・天祐味噌 2kg2,068円
5707 小･天祐味噌 1kg1,034円
5710 胡麻味噌 120g471円
【原材料】砂糖（三温糖）、みりん、味噌（天祐米糀味噌）、黒胡麻

中初商店 　中初商店さんは、創業1896年。金沢の老舗の醤油と味噌
の醸造元です。厳選された国産大豆と国産小麦、天日塩を用
い、自然の摂理にのっとった「天然醸造」で通常より長めのお
よそ2年間じっくりと時間をかけ、醗酵・熟成させています。

5554 種子島きびさとう
ミネラル分が多く、粗
糖ならではの砂糖本来
の甘い香りとコクがあ
ります。一粒一粒の結
晶が光を放ち、たいへ
んキレイな粗目糖（ざら
めとう）に仕上がってい
ます。【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

5146
香川県産の小麦と食塩だけで作った讃岐うどん。沸騰したお湯で１
分茹でるだけで、つるりとした喉ごし、モチモチとした歯ごたえと
コシのある本場の味が楽しめます。
【原材料】小麦粉、食塩

さぬきうどん

ムソー 200g×3356円

２・３週

5558

北海道特産のてん
さい大根から抽出
されたおなかにや
さしい砂糖。
【 原 材 料 】て ん 菜
（ビート）：北海道十
勝産

ホクレン（創） 650g519円

てんさい糖 ２・４週

5713 有機加賀味噌
金沢の有機栽
培農家・井村
辰二郎が丹精
こめて育てた
有機大豆と有
機米を使い、
「金沢」の伝統
的な味噌に仕
上げました。

500g 975円金沢大地

冷蔵

２・４週

5565

カナダ・ケベック州にある
リックさんのメープル林で
樹液のみを使用したメープ
ルシロップです。海外の有
機認証を所得しています。
【原材料】メープルシロップ
（カナダ産）
第3世界ショップ

330g1490円

２週のみ

リックさんのメープル
シロップゴールデン
（デリケートテイスト）

翌々週

5571

メキシコ産のブルーアガベを使
用。100％植物性甘味料です。
低ＧＩ値で身体にやさしく、体
系や血糖値が気になる方にもお
すすめです。クセのないすっき
りした甘味。低い温度でも固ま
らないため冷たい飲料等にも。
【原材料】有機ブルーアガベ

オーガニック
ブルーアガベシロップ

テルヴィス 330g 616円

２週のみ

翌々週

塩・加工塩

砂糖・水飴・甘味料

5687

足立醸造

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

900㎖瓶1,188円

醤油・味噌

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

片上醤油

国産有機醤油（淡口）

900㎖瓶1,188円

5708 鍋用みそ
天祐みそをベースに
使った肉と野菜のみ
そ鍋専用の味噌。ダ
シ要らず。簡単、お
好みの具材と共に煮
込むだけで、深い味
わいの味噌風味の美
味しい鍋が作れます。

200g 388円中初商店

２週のみ

冷蔵

生　　麺

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 1kg414円

１・２・３週

5530
5531 

奥能登海水塩は40～ 50℃の
湯煎でじっくり何日も時間を
かけて結晶化します。そうす
ることで、海水の優れたミネ
ラルバランスを崩すことなく
塩を作り上げることができま
す。優れたミネラルバランスと、穏やか
な味わいから、マクロビオティック指導
者の久司道夫氏より「世界三大ソルト」の
お墨付きをいただいた塩です。

奥能登海水塩

200g
500g

能登製塩

648円
1,296円

２・４週 5538

使いやすい一滴出し
キャップ。炊飯や煮物､
みそ汁などに入れて。
熊本県天草産海水のに
がり。マグネシウムは、
骨や歯の形成に必要な
栄養素です。
【原材料】海水(熊本県天草)

簡単！入れるだけ！
にがり

白松 170ml562円

２週のみ

5373
チョコレートに生ク
リームを加えて練り
上げた、ちょっと贅
沢なチョコレート
ペースト。パンやク
ラッカー、チョコレー
トドリンク、アイス
のトッピングなどに。カカオ分たっぷり。
【原材料】砂糖（ビート糖）、カカオマス、還
元水飴、生クリーム、結晶パラチノース、
全粉乳、植物油脂（パーム油）、ココアバター、
洋酒、レシチン（大豆由来）、香料（バニラ）

生チョコレートペースト

創健社 160g 508円
冷蔵

２・４週

↑

↑
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●●●●●●●●●●醤油・味噌・マヨネーズ・ケチャップ・ドレッシング・たれ

5731 コチュジャン
唐辛子は韓国産
有機栽培を使用。
韓国料理はもち
ろん、いろんな
料理にお使いい
ただけます。
【原材料】唐辛子、み
りん、粗糖、豆みそ、
白たまり（日東醸造・
愛知県碧南市）、醤
油

100g 509円

２週のみ

道長

5720
麹も道長で作りま
した。大豆と食感
の柔らかな大麦使
用。野菜たっぷり
甘口仕立。金山寺
用麹も道長で作り
ました。
【原材料】大根・な
す・にんじん・金山
寺麹他

たっぷり野菜の金山寺

冷蔵道長 150g455円

２週のみ

5787

エコファーム奥野

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

490㎖ 900円

奥野さんの玄米甘酒
２・４週

道長

5766
山の沢水だけで育
てたおいしいお米
「音羽米」で作る米
麹を使って、じっ
くりと熟成させ「塩
こうじ」にしまし
た。高知の極上天
日塩「海一粒」使用
で香り高い一品で
す。【原材料】米麹、食塩

塩こうじ ２週のみ

120g404円冷蔵

5765
金沢大地産の有機
米で仕込んだ米糀
と、能登製塩「奥
能登海水塩」で
作った塩糀。旨み
たっぷりの塩糀
は、お塩と同じよ
うに気軽に使える
万能調味料。
【原材料】有機米、
食塩

有機米でつくった塩糀

金沢大地 200g 718円
冷蔵

２・３週

5770

たかはし農園

原料は自家生産有機認
証基準のコシヒカリを
使用しており少しでも
消費者の方に使いやす
い商品づくりに心がけ
ております。かぶら寿
し、大根寿し、塩麹、
味噌づくりに広くご利
用いただけます。
【原材料】米（石川県産有機JAS基準）

白糀
（有機認証基準コシヒカリ）

２週のみ

600g 994円
冷蔵

5737
国産大麦、国産米、
国産大豆を使用し
た100％国産合わ
せ味噌です。
【原材料】米みそ
[米（国産）、大豆
（島根県飯南町）
（遺伝子組み換え
でない）、食塩]、
麦みそ[大麦（国産）、大豆（島根県飯南町）
（遺伝子組み換えでない）、食塩]

国産合わせ生みそ

マルシマ 600g 825円

２週のみ

翌々週

ドレッシング・たれ

5823 有機胡麻
ドレッシングタイプ

サラダにはもちろん、棒々
鶏のたれ、和え物など幅広
く使えます。
【原材料】有機砂糖（ブラジル
産他）、有機米酢・有機醤油、
有機胡麻（ボリビア産他）、有
機たまねぎ（国内産）、食塩、
有機みかん・にんじん（馬鈴
薯でんぷん・有機にんにく（国
内産）、有機米発酵調味料、
有機しょうが、唐辛子

オーサワ
225g瓶 497円

２週のみ 5824
ねり金ごまを基本になたね
油や有機醤油、米酢などで
作った他用途美味ドレッシ
ング。サラダ、フライ、しゃ
ぶしゃぶ、おひたし等々。
【原材料】なたね油、有機醤
油(大豆、小麦を含む)、有
機米酢、砂糖、すりごま、
卵黄（卵を含む）、食塩

ごまの香り・金胡麻

280㎖675円マルシマ

翌々週

２週のみ

5833
澄んだ水と空気の中で育っ
た野菜をたっぷりと使った
手づくりの焼肉のタレです。
【原材料】醤油（大豆、小麦、
食塩）、玉ねぎ、砂糖（粗製
糖）、発酵調味料（米、米麹、
食塩）、りんご、にんにく、
米味噌、生姜、黒ごま

甘口焼肉のたれ

150㎖464円
吉田ふるさと村

２週のみ

翌々週

5834
契約栽培のタマネギ、
しょうがなどの野菜が
たっぷり入って旨味を醸
し出す焼肉のたれです。
【原材料】醤油（大豆、小麦、
食塩）、砂糖、発酵調味料（米、
米麹、食塩）、玉葱、にんにく、
米味噌、生姜、黒胡麻、唐
辛子

中辛焼肉のたれ

150㎖464円
吉田ふるさと村

２週のみ

翌々週

道長

5788
米こうじから、道
長でつくりまし
た。こうじだけの
甘さをお楽しみく
ださい。地元豊川
市の音羽米使用。
３倍程度に薄め、
あったかくしてお
召し上がりくださ
い。風味満点です。
【原材料】米糀、米

米糀の甘酒

300g455円冷蔵

２週のみ

マヨネーズ・ケチャップ

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

有精卵マヨネーズ

創健社 300g 551円

圧搾法の菜種油、国内産大豆、
りんご酢をベースに作りまし
た。豆乳を使用することでク
リーミーでより舌触りなめらか
になりました。卵・砂糖・添加
物不使用、コレステロールゼロ。
【原材料】菜種油、豆乳、りんご酢
（国内産）、有機白味噌、食塩（海の
精）、メープルシロップ（カナダ産）、白こしょ
う（インドネシア産）

5805
5806

豆乳マヨ

大
小

オーサワ

300g745円
150g 486円

２・４週

冷蔵

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
5812
有機トマトから作ったトマトピューレーです。
トマトソース･煮込料理等、料理のベースとし
てご利用ください。完熟トマト100％　豊かな
甘味と酸味があります。パスタソース、スー
プベースに。
【原材料】有機トマト（アメリカ産、国産、他）、食
塩

有機トマトピューレ

光食品 320g瓶400円

２週のみ

5801
5802

平飼い鶏の卵をはじめ、食
べる方の身になって厳選し
た原材料だけで作った究極
のマヨネーズです。
【原材料】食用なたね油（遺伝子
組換えでない）、卵、りんご酢、
食塩、蜂蜜、香辛料（マスター
ド、コショウ）

松田のマヨネーズ

甘口
辛口

松田 各300g 589円

２・４週

マスタード控えめ。

マスタード多め。

5814
自然の恵みをいっぱいに受けた有機
栽培の 農産物を使用した、自然のお
いしさいっぱいのトマトケチャップ
です。
【原材料】有機トマト、有機砂糖、有機醸造
酢、食塩、有機玉ねぎ、有機香辛料

有機トマトケチャップ

マルシマ 300g 367円

２週のみ
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●●●●●●●●●●レトルト・調味料・みりん・料理酒・酢

酢・果実酢・加工酢

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

バターチキンンカレー

秋川牧園 180g 469円

２・４週

レトルト

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

瀬戸内レモンのチキンカレー

秋川牧園 180g 463円

２・４週

レトルト

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

鶏キーマカレー

秋川牧園 180g 463円

２・４週

レトルト

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

国産原料の本物みりん。原料の焼酎ももろみ
も全て自社一貫生産は日本で２～３軒だけに
なりました。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

5941 大

5942 小
1.8ℓ瓶2,552円

700㎖瓶1,122円

6092 ゆずぽん酢
すべて天然の原材
料を使用。天然柑
橘果汁を主原料と
し、純正醤油、か
つおだし、みりん
をブレンドした、
風味豊かな柚子ポ
ン酢です。
【原材料】天然柑橘
果汁、純正醤油、
かつおだし、みり
ん、（原材料の一
部に大豆・小麦を
含む）

マルシマ

300㎖572円
翌々週

２週のみ

レトルト

6091

国産有機純米酢を
ベースに、杉桶で
熟成した有機醤油
と厳選した「北海
道産昆布」でとっ
ただしをブレンド
しました。原料や
味を十分吟味した
こだわり酢の物酢
です。
【原材料】有機米酢
(有 機 米(国 産))、
三温糖、食塩、昆布、有機醤油(大
豆・小麦を含む)

まろやか仕立
ての酢の物酢

マルシマ

500ml745円

２週のみ

翌々週

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

本格チキンカリー

秋川牧園 220g 401円

２・４週

レトルト

7353 辛口ピリッとスパイスチキンカレー（カレーの壺）
「カレーの壺」をベースに、　ココナッツミル
クを使ったスリランカ風レトルトカレー。
平飼い鶏に玉ねぎとココナッツミルクを合
わせ、パンチのあるスパイスで仕上げまし
た。チキンは、自社農園または契約農家で
飼育された平飼い鶏を使用しています。
【原材料】たたまねぎ、鶏肉、ココナッツミルク、
香辛料、ココナッツオイル、トマトペースト、
食塩、醸造酢、米、乾燥ココナッツ

第３世界ショップ 翌々週 180g 497円

２週のみ

レトルト

調 味 料

5934 マンゴーチャツネ

260g626円
第３世界ショップ

翌々週

カレーの壷のマリオさん
と第３世界ショップの共
同開発のスリランカの台
所に欠かせない調味料。
フェアトレード商品。マ
ンゴーの果肉を、スパイ
スや酢、砂糖と一緒に煮
込んで作った甘辛風味の
万能調味料です。マン
ゴーチャツネを使った簡単なレシピ付き
です。
【原材料】砂糖、マンゴー、にんにく、酢、塩、
マスタード、しょうが、ペクチン、チリ

２週のみ

7352
ほくほくしたオーガニックのひよこ豆を
ふんだんに使用し、とろけるたまねぎと、
有機ココナッツを使ったココナッツミル
クで、スパイス感はありながらも、辛さ
を控えた、やさしい味に仕上げました。
辛いのが苦手な方やお子様にも。
【原材料】ココナッツミルク、ひよこまめ、コ
コナッツオイル、たまねぎ、香辛料、トマ
トペースト、醸造酢、食塩、粗糖、米

ほくっとひよこ豆カレー辛さ控えめ

第３世界ショップ 180g 497円

２週のみ

翌々週

レトルト

翌々週

7354 中辛とろっとナスの
ポークカレー（カレーの壺）

「カレーの壺」をベースに、ココナッツミル
クを使ったスリランカ風レトルトカレーで
す。中辛のポークカレーは、豚肉にとろと
ろナスとココナツミルクを合わせて、絶妙
なスパイスで程良い辛さに仕上げました。
【原材料】野菜（なす、たまねぎ）、豚肉、ココ
ナッツミルク、トマトペースト、ココナッツ
オイル、香辛料、乾燥ココナッツ、米、食塩、
醸造酢
第３世界ショップ

２週のみ

180g 497円
レトルト

5848
秋川牧園の鶏肉ととりがらスープを使用
した優しい味付けのキーマカレー。素材
本来の味をベースとした優しい味付けの
カレーに仕上げました。
【原材料】野菜（じゃがいも、とうもろこし）（国
産）、鶏肉（国産（秋川牧園））、炒めたまねぎ、鶏がらスープ（秋川
牧園）、とうもろこしペースト、かぼちゃペースト、たまねぎペース
ト、なたね油、トマトペースト、米粉、砂糖、食塩、カレー粉、おろし
しょうが、香辛料、（一部に鶏肉を含む）

こどもキーマ

秋川牧園 100g 313円

２・４週

自然の生態系の中で栽培された
国内産の有機米を原料に、「米一
升・みりん一升」という200余年
本場三河の伝統的な醸造法で造
りました。
【原材料】有機もち米（国内）、有機米
こうじ（国内）、有機米焼酎（自社製）

有機三州味醂

角谷文治郎商店

5943 小
5944 大 1.8ℓ瓶3,564円

500㎖瓶1,144円

↑



27

●●●●●●●●●●酢・油・お菓子

油

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

600g945円

1360g1,663円

6325 アルチェネロ・
オリーブオイル

250㎖1,485円
オーサワ

手摘みしたカラ
ブリア産の有機
栽培オリーブの
実だけを酸化を
防ぐコールドプ
レス製法で丁寧
に絞った一級一
番搾りです。

２週のみ

有機亜麻仁油
オーガニック
フラックス
オイル

6201

αリノレン酸（オメ
ガ3）58 ～ 62％含
有。そのまま飲む
ほか、加熱をしな
い料理にもコール
ドプレス製法一番
搾りマイルドでク
セがありません。

オーサワ

190g1,771円

２週のみ

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
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

273g 1,318円

パレスチナEX
バージンオリーブオイル

１・２・４週

6314

国内産唐辛子、
圧搾法一番搾り
ごま油使用　香
ばしく、深みの
ある辛さ
【原材料】胡麻油
（京都山田のごま
油）、桂皮（中国
産）、みかんの皮
（和歌山産）、山椒・
八角（中国産）､
生姜・唐辛子・ね
ぎ（国内産）

オーサワ
胡麻らー油

オーサワ

30g432円

２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

6107
有機米でつくっ
た純米酢をベー
スに、てんさい
糖、食塩などを
ブレンドした調
味酢です。北海
道産昆布だし入
りで、すべての
原材料が国内産
です。
【原材料】有機米酢、砂糖（てん
さい）、食塩、昆布

すし酢

マルシマ

300ml616円

翌々週

２週のみ

6328

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

オーガニック
EXVオリーブ油

ヴィア ブランカ

500ml1,188円

２・４週

6128

6127 有機バルサミコ酢・赤
イタリアのバルサミコ酢作りの本場、モデナ産の
有機栽培ぶどうを使用。濃厚なコクと旨味で、肉・
魚料理、煮込み料理の隠し味やソースに使えば、
料理が一層美味しくなります。
【原材料】有機ぶどう（イタリア産）

有機バルサミコ酢・白
スペイン産とイタリア・モデナ産の有機栽培ぶど
うを使用。 まろやかなシャンパンイエローの色彩
で、料理の彩りを左右せずにお楽しみいただけま
す。ピクルス・野菜や魚介類のマリネやドレッシ
ング、マヨネーズ作りに。 サワードリンクに。
【原材料】有機ぶどう（イタリア産・スペイン産）

メンガツォーリ社（ミトク・オーサワ）

各250㎖ 1,296円２週のみ

お 菓 子

6317

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

圧搾一番搾り
国産こめ油

築野食品工業

600g1,296円

２・４週

6301

北海道・青森県
の原料菜種を
100％使用した
なたね油です。
国産のサラダ油
になります。
【原材料】食用なた
ね油（なたね遺伝
子組み換えでない
ものを分別）（国
産））

国産なたね油
（サラダ油）（缶）

米澤製油

600g1,015円

翌々週

２・４週

6346

6347

平飼い卵を使用。使う直前にひとつひと
つ丁寧に手で割っています。素材を吟味
し、おいしさ・なつかしさ・少し高級で、
安心安全なおせんべいです。

【原材料】米粉(米(岡山県
産))、砂糖(てんさい(北海道
産))、鶏卵(岡山県産)、有機き
な粉(大豆(国産))、はちみつ

【原材料】米粉(米(岡山県産))、砂糖(てんさ
い(北海道産))、鶏卵(岡山県産)、しょうが(国
産)、はちみつ

米粉せんべい

きな粉

生姜

マルシマ 63g 378円

２週のみ

翌々週

6130

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

小・老梅
有機純米酢

河原酢造

500ml497円

２・４週

6413
わっぱの会知多共
働事業所で製粉し
た音羽産小麦粉使
用。地粉の風味が
心地よい。
【原材料】小麦粉（愛知
県産）、黒糖、菜種油
（非遺伝子組み換え）、
ごま（愛知県産）、天
然酵母、食塩

地粉かれんとう

道長 80g315円

２週のみ

6412
豊川市産の地粉で作り
ました独特の風味が決
め手。高知県黒潮町の
手作りのこだわり天日
塩『ソルトビー』の塩つ
ぶが練り込んでありま
す。塩つぶにあたると
海の味がお口に広がり
ます。揚げ油の原材料
ナタネはオーストラリア産非遺伝子組み
換え。菜種油に消泡剤シリコン無添加。
【原材料】小麦粉(愛知県産)、菜種油(非遺伝
子組み換え)、甜菜糖、食塩、ごま(愛知県産)、
大豆粉(非遺伝子組み換え/愛知県産）、重曹

つぶ塩がりんとう

道長 80g315円

２週のみ

↑
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6398
6399

玄米ポンセン
黒豆入ポンセン

国内産有機玄米100％
使用。軽い食感とほ
どよい塩味。
【原材料】有機玄米（国内
産）、食塩（シママース）
※黒豆入りは原材料に黒
豆（山形産）が入ります。

オーサワ

各８枚入378円
２週のみ

6436

カリッとした食感と
しっかりとした塩
味。砂糖・乳製品不
使用。ひとくちサイ
ズで小袋入り。
【原材料】有機小麦粉(EU
産)、有機植物油脂(コ
ロンビア産)、食塩(EU
産)、有機麦芽エキス(ドイツ産)、酵母(ド
イツ産)

オーガニック
ミニプレッツェル

ウイングエース 40g162円

２週のみ

6602

6603

6601

1本58g226円オーサワ ２週のみ

オーサワのひとくち芋ようかん
徳島産鳴門金時100%使用で砂糖不使用。さつまいもの
豊かな風味とすっきりとした甘み。
【原材料】米飴（国産）、さつまいもペースト（徳島産）、寒天（南
米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

ひとくち小豆ようかん
北海道産小豆100％使用で砂糖不使用。上品な小豆の風味とすっきりとした甘み。
【原材料】米飴（国産）、生餡［小豆（北海道産）］、寒天（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

ひとくち塩ようかん
北海道産小豆100％使用で砂糖不使用。程よい塩味とすっきりとした甘み
【原材料】麦芽飴（国産）、生餡［小豆（北海道産）]、寒天（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣
の塩）

6429

【原材料】有機砂糖（ブラジル
産）､有機小豆（中国産他）､食
塩

有機ぜんざい

遠藤製餡 ２・４週

6430

【原材料】有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（中
国産他）､食塩､寒天

有機小倉あん
300g 454円

6431

【原材料】有機砂糖（ブラジル産）､有機小豆（中
国産他）､食塩､寒天

有機こしあん
300g 454円

180g 259円

6418
国 内 産 う る ち 米
100％。国内産醤油
使用で、辛みがきい
たおとなの味。圧搾
一番搾りなたねサラ
ダ油使用。
【原材料】うるち米、
本醸造醤油、有機黒
糖、菜種サラダ油、
黒胡椒、発酵調味料
（発酵酒みりん）、食
塩、鰹だし、昆布エ
キス、馬鈴薯澱粉

黒こしょうせんべい

オーサワ 100g 399円

２週のみ

6388
きなこを混ぜ込むだ
けでなく、贅沢に外
側にまぶしているの
もマルシマの「ひねく
れきなこ」の特徴。き
なこの風味を存分に
味わって頂けます。
【原材料】有機きな粉
（有機大豆（国産））、
水飴、砂糖（てんさい）

ひねくれきなこ

マルシマ

96g（12本）292円

２週のみ

翌々週

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

粒あんたい焼２・４週

神戸グレインミルズ

4個入 551円冷凍

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

カスタードたい焼

神戸グレインミルズ

4個入 551円冷凍

２・４週

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

粒あん回転焼き

神戸グレインミルズ

4個入 389円冷凍

２・４週

6380

国産小麦100%使
用 サクっと軽い
口当たり、程よい
塩味。
【原材料】小麦粉[小麦
(国産)]、とうもろこ
しでん粉、甘藷でん
粉、なたね油、食塩(天
塩)/ベーキングパウダー (アルミニウム
不使用)

横綱一番
（ひねり揚げ）

花田食品 68g184円

２週のみ

6364
「イヌリン（食物繊維）」を
豊富に含む「キクイモ」の
お菓子。広島県大竹市で
栽培・収穫された「キク
イモ」を使用。素材の旨
みを引き出す生地づくり
と、丁寧な手揚げによる
素朴な味わいが特徴。
【原材料】小麦粉（国内製
造）、きくいも（広島県産）、
砂糖、卵、植物油（大豆、菜種）、山の芋、米
粉、食塩、植物油脂/重曹（一部に小麦・卵・
山芋・大豆を含む）

きく芋かりんとう

なか川 60g 259円

２週のみ

翌々週

6352
国産うるち米と駿
河湾産桜えびの風
味香るシンプルな
素材で仕上げたや
さしい味とソフト
な食感のおせんべ
いです。軽い食感
と程よい塩味でつ
い手が伸びてしまいます。
【原材料】うるち米（国産）、砂糖（てん菜（国
産））、桜えび粉（桜えび（駿河湾産））、食塩

ふっくら桜えびせんべい

サンコー 40g 270円

２週のみ

6383

手軽に植物性たんぱく質
を補給。砂糖・卵・乳製品
不使用のヴィーガンバー。
メープルのやさしい甘み。
【原材料】小麦粉[小麦(北海
道産)]、オーサワの有機メー
プルシロップ、なたね油、
えんどう豆たんぱく[えんど
う豆(フランス産)]、大豆クラッシュ [大豆(国
産)]、アーモンドパウダー [アーモンド(アメ
リカ産)]、アーモンド・くるみ(アメリカ産)

オーサワのヴィーガン
プロテインバープレーン

オーサワ

2本（約60g）259円

２週のみ

6384

手軽に植物性たんぱく質を
補給。砂糖・卵・乳製品不
使用のヴィーガンバー。甘さ
控えめ、ビターなココア味。
【原材料】オーサワの有機メー
プルシロップ、小麦粉[小麦(北
海道産)]、なたね油、えんどう
豆たんぱく[えんどう豆(フラン
ス産)]、大豆クラッシュ [大豆(国産)]、アーモンド
パウダー [アーモンド(アメリカ産)]、ココアパウ
ダー、デーツ(イラン産)、有機カレンツ(アメリカ産)

オーサワのヴィーガン
プロテインバーココア

オーサワ

2本（約60g）259円

２週のみ

6357
皮ごと香ばしくロー
スト＆クラッシュし
て、甘すぎないチョ
コレートで包みまし
た。サクッと軽い食
感、大豆の香ばしさ、
チョコレートの控え
めな甘さがクセにな
る美味しさです。
【原材料】チョコレート(カカオマス、砂糖、
ココアバター、全粉乳)(国内製造)、ライス
パフ、有機焙煎クランチ大豆(有機大豆(北海
道産))、(一部に乳成分・大豆を含む)

大豆クランチチョコ

マルシマ 56g 389円

２週のみ

翌々週

6358
皮ごと香ばしくロー
ストして、甘すぎな
いチョコレートで包
みました。大豆の香
ばしさとカリッとし
た食感、チョコレー
トの控えめの甘さが、
クセになる美味しさ
です。
【原材料】チョコレート(カカオマス、砂糖、
ココアバター、全粉乳)(国内製造)、有機焙
煎大豆(有機大豆(北海道産))、(一部に乳成
分・大豆を含む)

大豆チョコ

マルシマ 40g 275円

２週のみ

翌々週

6400
牧瀬の一口香は精選さ
れた良質原料を使用し
近代的な設備と伝統の
技術を持って衛生的に
製造されています。長
崎銘菓。
【原材料】国産小麦粉、砂
糖、麦芽、水飴、蜂蜜、
生姜、膨張剤

一口香

牧瀬 8個入 287円

２週のみ

6365
飴なのに「サクサク」の
やみつきになる不思議
食感。16世紀中ごろ安
土桃山時代にポルトガ
ルから伝わった南蛮菓
子「有平糖(ありへいと
う)」の伝統的な製法
で、飴職人の手によっ
て丁寧に作られていま
す。
【原材料】砂糖(てんさい(北海道産))、有機き
な粉(大豆を含む)、麦芽水飴、米油

黄金きなこあめ

マルシマ 80g 397円

２週のみ

翌々週

↑
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●●●●●●●●●●ドライフルーツ・ナッツ

ドライフルーツ・ナッツ

6776 マカダミアナッツ
マラウイ産のマカダミ
アナッツは、コクがあ
り、脂質と糖質のバラ
ンスが良いのが特徴で
す。油を使わず熱風で
ローストし、味付けし
ています。味付けには
食塩のみを使用。
【原材料】マカダミア
ナッツ（マラウイ共和
国）

65g 626円第３世界

翌々週

２週のみ

6771 プルーン
カリフォルニア
産・有機栽培。鉄
分、繊維質、カリ
ウム、ビタミンＡ
が豊富。

120g 626円第３世界

翌々週

２週のみ

6766 ピスタチオ
カリフォルニア産
オーガニックピスタ
チオを使用。低温
ローストしました。
【原材料】ピスタチオ（米
国産）

70g626円第３世界

翌々週

２週のみ

6772 レーズン
カリフォルニア
産・有機栽培。お
菓子作りやお料理
に！ノンオイル
コーティング。

165g432円第３世界

翌々週

２週のみ

6777 アーモンドホール
アメリカ産のオーガ
ニックアーモンドを
日本でローストし、
スペイン産のオリー
ブオイルだけで味付
けした素材の味を生
かしたアーモンドで
す。【原材料】有機認
証米国産アーモン
ド、イタリア産オ
リーブオイル

70g626円第３世界

２週のみ

翌々週

6778 ドライフルーツ
ナッツミックス

【原材料】レーズン・
クランベリー（砂糖・
ひまわり油）・クル
ミ・アーモンド、干
しいちじく

90g 583円第３世界

２週のみ

翌々週

6773 ドライクランベリー
ブルーベリーやラ
ズベリーと同じ、
つつじ科の果物で
すが、栽培が困難
な為に希少な植物
です。
【原材料】クランベ
リー、砂糖、ひまわ
り油

70g 497円第３世界

翌々週

２週のみ

6779 よくばりナッツ
食塩や油、保存料な
どの添加物は使用し
ていません。
【原材料】ピスタチオ、
アーモンド、カシュー
ナッツ、クルミ

80g 626円第３世界

翌々週

２週のみ

6775 ドライマンゴー
砂糖や添加物を
使用せず、マン
ゴー本来のフルー
ティーな甘みとほ
のかな酸味が楽し
めます。
【原材料】マンゴー
（メキシコ産）

65g562円第３世界

翌々週

２週のみ

6724
徳用ミックスナッツで
す。ピスタチオ、アー
モンド、カシューナッ
ツ、くるみの４種類。
【原材料】くるみ（アメリ
カ）、アーモンド（アメリ
カ）、ピスタチオ（アメリ
カ）、カシューナッツ

徳用ミックスナッツ

第3世界ショップ

200g1,350円

２週のみ

翌々週

6761 カシューナッツ
甘みの強いスリランカ産
の大粒のカシューナッツ
を国内で香ばしくロース
トしました。カリッとし
た独特の歯ごたえとク
リーミーな甘さが特徴の
おいしいナッツです。一
価不飽和脂肪酸の一種で
あるオレイン酸がとても
豊富です。
【原材料】カシューナッツ

70g648円
第３世界ショップ

翌々週

２週のみ

6762 カシューナッツカレー味
カレーの壺の生産者の
マリオさんから届いた
カシューナッツ、スパ
イス原料を使用。カ
シューナッツのカリっ
と軽い歯触りはスパイ
シーな風味とともに、
ビール等のおつまみに
もぴったり。
【原材料】カシューナッツ、小麦粉、砂糖、コー
ンスターチ、食塩、なたね油、ターメリック、
カレー粉

60g 594円第３世界

翌々週

２週のみ

6765 くるみ
生タイプでくるみ
本来の甘みやこ
く、クリーム色の
きれいな見た目も
楽しめます。その
ままおやつはもち
ろん、パンやお菓
子作りにも活躍し
ます。

第３世界

翌々週

65g 648円

２週のみ

6727
オーガニックの徳用
くるみです。チャン
ドラー種またはハー
トレー種で、美しい
クリーム色と、コク
のある味わいが特徴
です。
【原材料】くるみ（アメリ
カ）

徳用くるみ（生）

第3世界ショップ

200g1,188円

２週のみ

翌々週

6725

オーガニックの徳用
アーモンドです。カ
リッとした心地よい食
感とアーモンド本来の
甘みが楽しめます。
【原材料】アーモンド
（アメリカ）

徳用アーモンド
（食塩不使用）

第3世界ショップ

230g1,350円

２週のみ

翌々週

6782 メープルアーモンド
メープルシロップを贅
沢に使って、香ばしく
ローストしたアーモン
ドをコーティングしま
した。油の使用をやめ、
カリカリっと素焼きに
し、よりいっそう香ば
しくなりました！【原材
料】アーモンド、メープ
ルシロップ、食塩

40g475円第３世界

翌々週

２週のみ

6780
きな粉の香ばしい風
味とほろりとした食
感に、くるみのコク
があわさった、昔懐
かしく素朴でやさし
い味わい。ついつい
手が止まらないおい
しさです。
【原材料】アメリカ（く
るみ）、日本（粗糖、
きな粉、砂糖、食塩）

きなこくるみ

第3世界ショップ

65g 486円

２週のみ

翌々週

6781
渋味の少ないくるみ
に黒糖をさっくりと
絡めた、やさしい甘
さと懐かしい味わい
が人気のお菓子で
す。
【原材料】アメリカ（ク
ルミ）、日本（加工黒
糖、砂糖）

黒糖くるみ

第3世界ショップ

65g 486円

２週のみ

翌々週

6768
アーモンドを皮ご
と粉末に。ほのか
に甘く風味がよい
プードルです。
【原材料】アーモンド
（アメリカ産）

アーモンドプードル

オーサワ 50g 540円

２週のみ
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●●●●●●●●●●飲み物・ジュース

6934

国内産有機人参と国内産すだちのみ
を使用した、有機人参の自然な甘みが
生きた、すっきりとした味わいの人参
ジュースです。環境に配慮した環境に配
慮したカートカン（紙）入り。
【原材料】有機人参（国内産）、すだち（国
内産）

国内産有機
人参ジュース

オーサワ 125㎖×2 366円

２週のみ

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

6911 1本

6978 ６本組

１ℓ804円
１ℓ×６4,800円

２・４週

リンゴジュース（ストレート）  

光食品
缶ジュース類

箱企画は注文書のみに記載

２・４週

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

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

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

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

6811 有機野菜と
　　バナナのスムージー

160g缶×2 432円
有機野菜・果実を使用した国産のスムー
ジーです。有機バナナの自然な甘みが
飲みやすく、野菜が苦手な方にも。
【原材料】有機野菜【にんじん、トマト、かぼちゃ・だいこん・小松菜・エンサイ・つるむらさ
き・モロヘイヤ・キャベツ・しょうが・たまねぎ・青じそ】、有機果実【バナナ、レモン、すだち】

6823 ぶどうサイダー＋レモン 250㎖缶×2324円
有機JAS認定商品。有機果汁を85％以上使用。白ぶどうと赤ぶどうの果汁本
来の甘味をいかした贅沢なサイダーです。
【原材料】果実（有機ぶどう、有機レモン）、炭酸

6824 アップルサイダー＋レモン 250㎖缶×2324円
有機リンゴ、有機レモンを使用し、砂糖を使わずに自然な甘さを生かしてい
ます。果汁85％と 天然水でシンプルに仕上げました。飲み口すっきり！
【原材料】果実（有機りんご、有機レモン）、炭酸

6825 オーガニックジンジャエール 250㎖缶×2324円
有機JAS認定商品。本物のしょうがを使用したジンジャーエールを味わって
いただきたい！という思いから、国産有機生姜を使用したジンジャーエール
を作りました。
【原材料】有機砂糖、有機りんご果汁、有機しょうが、有機レモン果汁、有機すだち果汁

２週のみ

6926
有機ざくろ100% 甘くフルーティーな味
わい。渋みの成分を濾過で取り除くこと
で、驚くほど甘くクリアな飲み口に仕上
がっています。
【原材料】有機ざくろ（トルコ産）

有機ざくろジュース100％

野田ハニー食品

710ml1,296円

２週のみ 6927
爽やかな酸味と、ほのかな甘み。アセ
ロラ100％のストレート果汁です。ビタ
ミンＣを手軽にとることができます。
【原材料】アセロラ（台湾・沖縄産）

アセロラ100

沖縄特産 500ml648円

２週のみ

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

ぶどうしぼり２・４週

創健社 190g×2368円

飲み物・ジュース

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

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

6918 有機リンゴ･キウイ･
　　ホウレンソウミックス
ビタミン、ミネラルがバランス良く入っているリンゴとキ
ウイに加え、鉄分豊富なホウレンソウが加えられています。
【原材料】有機リンゴ、有機キウイ、有機ホウレンソウ

6919 有機リンゴ･カシスミックス
ブラックカラントとは別名カシス、クロスグリとも呼ばれ、
アントシアニン、ビタミンC、必須脂肪酸が豊富。
【原材料】有機リンゴ、有機カシス

6920 有機リンゴ･イチゴ･バナナミックス
栄養価も高く、エネルギーに代わりやすいバナナに加え、ビタミン
や食物繊維、ミネラル豊富なリンゴとイチゴが加えられています。
【原材料】有機リンゴ、有機イチゴ、有機バナナ

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

6922 有機洋ナシ・バナナミックス
食物繊維豊富な洋ナシとバナナのダブルパワー。
【原材料】有機洋ナシ、有機バナナ

各120g 356円
6923 7日分有機スムージーセット

120g×7（各種１本ずつ）2,480円
テルヴィス ２・４週

↑

↑

↑
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●●●●●●●●●●缶詰・冷凍食材・カレー

缶詰・冷凍素材

7102
香り高く豊かなコク。カレーなど
のお料理をまろやかに仕上げま
す。クセがなく、適度な濃さなの
でお菓子やデザート、ドリンク作
りにも最適。
【原材料】ココナツ、安定剤（グアーガム）

マリオさんのココナツミルク

第３世界

200㎖ 302円

２週のみ

翌々週

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。

１・２週

カレー・シチュー・パスタソース

7306
植物性原料だけでつくった、こだわりの
カレールウ。辛味を抑え、ピーナッツペー
ストで全体の味をまとめて、まろやかに
仕上げました。７～８皿分。
【原材料】国産小麦粉、コロンビア産有機
パーム油、メープルシュガー、ピーナッツ
ペースト、伯方の塩、カレー粉、酵母エキス、
オニオンパウダー、ガーリックパウダー、
麦芽エキス

オーサワのカレールウ（甘口）

オーサワ 160g659円

２週のみ

7307
植物性原料だけでつくった、こだわり
のカレールウ。素朴な味わい程よい辛
みとコクのある味です。
【原材料】小麦粉（岐阜県）、なたね油、食塩、
ピーナッツペースト、メープルシュガー、
カレー粉、プルーンピューレ、オニオンパ
ウダー、酵母エキス、マサラ、麦芽エキス、
トマトパウダー、ガーリックパウダー

オーサワのカレールウ（中辛）

オーサワ 160g702円

２週のみ

7373

米粉を農薬・化学肥料不使用の玄米粉に
し、スパイスがしっかり効いたなかにも
深いコクをしっかりと感じることのでき
るカレールウに仕上げました。
【原材料】有機パーム油、玄米粉、メープル
シュガー、カレー粉、食塩、酵母エキス、馬鈴
薯でん粉、りんご果汁、粉末トマト、有機黒こ
しょう、有機ココア

オーサワスパイス香る
カレールウ（中辛）

オーサワ 120g535円

２週のみ

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

日食サバ味噌煮缶

日食 200g 260円

２・４週

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

7108 1缶
7109 4缶

80g 233円
80g×4缶 926円

かもめ屋

水煮ライトツナフレーク缶 １・２・３週

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

油漬ライトツナフレーク缶

7110 1缶

7111 4缶

80g 248円
80g×4缶 987円

１・２・３週

かもめ屋

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

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

冷凍うらごしコーン

フルーツバスケット 150g袋×2432円

２・４週

冷凍

7146
7147

ホール有機トマト缶
ダイス有機トマト缶

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

各400g（固形240g）194円創健社

２・４週

代替品になる可能性があります。

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

花咲くさんま味付 ２・４週

マルユウ 95g 356円

7330 スパイシーカレーペースト
（グルテンフリー）

ノンオイル、そして小麦粉不使
用で作ったカレールー（ペース
トタイプ）です。今話題のグルテ
ンフリーでかつ美味しくヘル
シー。原料の半分以上は果実と
野菜。スパイシーな中に自然の
うまみがぎっしりです。（辛口）
【原材料】果実・野菜（トマト、り
んご、にんじん、バナナ、セロリ、
にんにく、しょうが）、ソテーオニオン、カレー粉、砂糖、
食塩、チャツネ、ポークエキス、チキンエキス、酵母エ
キス、発酵乳、ごまペースト、ココナッツクリーム、香
辛料

180g 648円コスモ食品

２週のみ

翌々週

7331 米粉のカレールウ
（グルテンフリー）

国産米粉100％使用の、体に
やさしいカレールーです。し
かも、今話題のグルテンフリー
で、美味しくヘルシーです。「直
焼き製法」で焼き上げた、使い
やすいフレークタイプのカ
レールーです。（中辛）
【原材料】食用油脂（豚脂）、米粉、
ひよこ豆粉、果実・野菜（トマト、
りんご、玉ねぎ、にんにく）、カレー
粉、食塩、砂糖、チャツネ、酵母
エキス、発酵乳、肉エキス（ポーク、チキン）、カレーペー
スト

110g 324円コスモ食品

２週のみ

翌々週

7332
動物性原料・化学調味料不使
用。ひよこ豆粉をベースに植物
素材で仕上げました。スパイ
シーでコクがあり、お野菜との
相性が抜群のカレールーです。
（フレークタイプ・グルテンフ
リー・中辛）
【原材料】ひよこ豆粉（国内製造）、食用
油脂、カレー粉、砂糖、食塩、酵母エ
キス、トマトペースト、プルーンピュー
レ、マンゴチャツネ、混合香辛料、お
ろし玉ねぎ、りんごピューレ、黒糖、
おろし生姜、発酵黒にんにく、黒五パウダー (黒米・黒大豆・
黒胡麻・黒松の実・黒カリン)、ブラックペッパー (一部にり
んご、ごま、大豆を含む)

黒七カレールー 中辛

コスモ 110g 324円

２週のみ

翌々週
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●●●●●●●●●●カレー・シチュー・パスタソース・香辛料

香 辛 料

7520 オーガニック粒マスタード
有機JAS認定品。エコサート認定
品。芳醇な香りとさわやかな酸
味、つぶつぶ感が美味しい砂糖
不使用のフランス産マスタード
です。
【原材料】有機醸造酢（リンゴ酢）、有機
マスタード、自然塩

200g864円ミトク

２週のみ

7524
赤色がきれいで、辛味の強い
風味豊かな、さや唐辛子です。
そのままでも刻んでもお使い
いただけます。漬物、パスタ、
きんぴら、中華にも。
【原材料】唐辛子（国産）

鬼びっくり国産さや唐辛子

山清 5g 214円

２週のみ

翌々週

7525
有機JAS基準により栽培された
有機からし種子のみを、独自製
法にこだわり製粉しました。強
い辛みととうがらしの風味が
生きています。無添加です。
【原材料】有機からし（カナダ産）

有機 鬼からし

山清 30g 201円

２週のみ

翌々週

7296
秋川牧園の若鶏胸肉を使ったミート
ソースです。たっぷりのトマトと若鶏
胸肉を使用し、若鶏のとりがらを3時
間煮込んで作った鶏ガラスープを加え
てあります。
【原材料】野菜（トマト、玉ねぎ、人参）、
鶏卵、鶏がらスープ、トマトケチャップ、
ウスターソース、小麦粉、砂糖、食塩

若鶏ミートソース ２・４週

秋川牧園 150g370円

7351 スリカレー
丸ごとのスパイスと粉末スパイ
スをセットにした、本格カレー用
スパイスセットです。 スパイス
の良い香り、アロマが活きてい
ます。食欲が増進され、身体に
負担をかけず効率よい消化が促
進されます。
【原材料】コリアンダー、クミン、フェ
ヌグリーク、シナモン、唐辛子、カレー
リーフ、クローブ、スクリューパイン、
カルダモン、レモングラス、ターメリック

２週のみ

第３世界ショップ

34g（約８皿分）508円翌々週

7357

7356

7358

植物素材の本格カレー（中辛）
小麦粉（北海道）、植物油脂［有機べに花油（オーストラリア）、パーム油（マレーシア）］、砂糖（北海道）、調味料［酵母エキス（日本・
他海外）、粉末醤油（アメリカ・他海外・日本）、麦芽エキス（イギリス）］、カレー粉（インド・他海外）、食塩（メキシコ）、香辛
料［オニオンパウダー（アメリカ）、ガーリックパウダー（中国）、唐辛子（中国）］、りんご果汁（長野・山梨）、トマトパウダー（イ
タリア）

植物素材の本格カレー（甘口）
小麦粉（北海道）、植物油脂［有機べに花油（オーストラリア）、パーム油（マレーシア）］、砂糖（北海道）、
カレー粉（インド・他海外）、調味料［酵母エキス（日本・他海外）、麦芽エキス（イギリス）］、食塩（メ
キシコ）、果汁［りんご（長野・山梨）、マンゴー（インド）、パイナップル（タイ）、パパイヤ（アメリカ）］、
香辛料［オニオンパウダー（アメリカ）、ガーリックパウダー（中国）］、トマトパウダー（イタリア）

おいしさにこだわりながら脂質を25％カット。甘口、中辛は25種類以上、辛口は30種以上のスパイスを
使用。植物性素材のみで仕上げた本格カレールウです。フレークタイプなのでドライカレー、ピラフ、
炒め物にも使いやすいです。

植物素材の本格カレー（辛口）
小麦粉（北海道）、植物油脂［有機べに花油（オーストラリア）、パーム油（マレーシア）］、砂糖（北海道）、カレー粉（インド・
他海外）、調味料［酵母エキス（日本・他海外）、麦芽エキス（イギリス）］、食塩（メキシコ）、香辛料［オニオンパウダー（ア
メリカ）、唐辛子（中国）］、りんご果汁（長野・山梨）、トマトパウダー（イタリア）

各135ｇ（6皿分） 448円創健社 ２週のみ 翌々週

7342
ひよこ豆のホクホクとした食感がおいしい。適度な辛味とコ
クがあります。
【原材料】ローストオニオン（国内産）、ひよこ豆（アメリカ産）、特別栽培人参
（国内産）、菜種油（国内産）、トマトペースト（トルコ産）、小麦粉・馬鈴薯で
ん粉・りんごジュース（国内産）、メープルシュガー（カナダ産）、酵母エキス、
生姜（国内産）、にんにく（国内産）、淡口醤油（国内産）、白菜エキス、カレー粉、
食塩（海の精）、コリアンダー、クミン、シナモン、赤唐辛子、クローブ

ひよこ豆ベジカレー

オーサワ 210g 367円レトルト

２週のみ

7340
植物性素材でつくったこだわりカレー。野菜の旨みたっぷり　
程よい辛さの中辛タイプ。
【原材料】ローストオニオン（国産）、特別栽培かぼちゃ・じゃがいも・にんじ
ん（国産）、なたね油、有機トマトペースト（アメリカ産）、馬鈴薯でん粉・り
んごジュース（国産）、小麦粉（北海道産）、醤油、食塩（海の精）、酵母エキス、
メープルシュガー（カナダ産）、白菜エキス、おろし生姜・おろしにんにく（国
産）、カレー粉、クミン（イラン・インド産）、味噌、コリアンダー（モロッコ・
カナダ産）、赤唐辛子

中辛ベジカレー

オーサワ 210g 356円レトルト

２週のみ7339
植物性素材でつくったこだわりカレー。野菜の旨みたっぷり　
マイルドな甘口タイプ。
【原材料】ローストオニオン（国産）、特別栽培かぼちゃ・じゃがいも・にんじ
ん（国産）、なたね油、りんごジュース・馬鈴薯でん粉（国産）、メープルシュ
ガー（カナダ産）、小麦粉（北海道産）、醤油、食塩（海の精）、酵母エキス、
有機トマトペースト（アメリカ産）、白菜エキス、おろし生姜・おろしにんに
く（国産）味噌、カレー粉、クミン（イラン・インド産）、コリアンダー（モロッ
コ・カナダ産）、ターメリック・シナモン（中国産）

甘口ベジカレー

オーサワ 210g 356円レトルト

２週のみ

7341
植物性素材でつくったこだわり和風カレー。根菜たっぷり　程よい辛さ
の中辛タイプ。
【原材料】ローストオニオン（国産）、特別栽培にんじん（国産）、ごぼう・れんこ
ん（国産）、特別栽培さつまいも（国産）、醤油、なたね油、有機トマトペースト（ア
メリカ産）、馬鈴薯でん粉・りんごジュース（国産）、小麦粉（北海道産）、酵母
エキス、おろし生姜（国産）、香辛料［カレー粉（インド・中国産他）、クミン（イ
ラン・インド産）、コリアンダー（モロッコ産）、ガラムマサラ（中国・インド
産他）、ターメリック・赤唐辛子（中国産）］、醗酵調味料、メープルシュガー（カ
ナダ産）、おろしにんにく（国産）、食塩（海の精）、味噌、にんじんペースト・昆布粉末（国産）

根菜ベジカレー

オーサワ 200g 356円レトルト

２週のみ

7345

7346

7347

第３世界ショップ

カレーの壷・マイルド

カレーの壷・オリジナル

カレーの壷・スパイシー

辛さを抑えつつスパイス本来の香りを楽しめるマイルドな配合。
【原材料】醸造酢、塩、コリアンダー、砂糖、ココナツクリーム油、米、ニンニク、クミン、ター
メリック、玉ねぎ、タマリンド、生姜、その他香辛料

ほどよい辛味に仕上げました。ペースト状で使いやすく、カレーの他、炒め物やブイヤベー
スにもオススメです。
【原材料】醸造酢、塩、トマト、レモングラス、ココナッツクリーム油、米、玉ねぎ、にん
にく、その他香辛料

パンチの効いた辛口。
【原材料】醸造酢、塩、タマリンド、玉ねぎ、生姜、ニンニク、チリ、ココナツクリーム油、米、
コリアンダー、その他香辛料

辛さ★

辛さ★★

辛さ★★★

翌々週 ２週のみ 各220g瓶（約22皿分）626円

7374
植物性素材で作ったハヤシです。オーサワ
のデミグラスルウと有機立科豆みそを使用。
【原材料】玉ねぎ・粒状大豆たんぱく、ロースト
オニオン・小麦粉、有機トマトペースト、野菜
エキス、菜種油、メープルシュガー、酵母エキ
ス・赤ワイン・デミグラスルウ、馬鈴薯でん粉、
食塩・スイートコーンパウダー・有機味噌、コ
コアパウダー、黒こしょう、ナツメッグ、セロ
リーシード、オレガノ

オーサワのベジハヤシ

オーサワ 180g378円

２週のみ

得

得

得

得

得



33

●●●●●●●●●●香辛料・お茶・紅茶

7611
国産の有機製法でつくったはとむ
ぎ茶。遠赤外線による熱風焙煎さ
れたはとむぎは、ムラのない安定
した味と、ふっくら甘い香りに仕
上がっています。
【原材料】有機ハトムギ(石川県)

有機はとむぎ茶

金沢大地

3g×301,043円

２週のみ

お茶・紅茶

7628
ティーパックで煮出し簡
単。香ばしく、飲みやすい。
煮出し後は、ティーパッ
クから取りだし、ごはん
にかけてお茶漬けや、煮
物に混ぜて。
【原材料】国産丹波黒大豆

黒豆茶

オーサワ 100g（10g×10包）648円

２週のみ

7555
厳選した14種類のスパイスをブレ
ンド。香り高く絶妙な辛さが特長
です。
【原材料】ウコン､陳皮､コリアンダー ､ク
ミン､フェネグリーク､フェンネル､ク
ローブ､唐辛子･シナモン､ローレル､生
姜､カルダモン､ナツメグ、にんにく

オーサワのカレー粉 ２・４週

オーサワ 20g189円

7631 ティーバッグ 

1.5ｇ×10包518円

7630 リーフタイプ

70g950円

7634 ティーバッグ(1Ｌ用) 

5g×12 691円
第３世界ショップ

林農園の手作り烏龍茶
一度飲んだら忘れられないと、大
人気の定番烏龍茶です。無農薬・
無化学肥料。台湾の「十大傑出専業
農民」に選ばれた林さんが一昼夜か
けて丁寧に作り上げた烏龍茶。

翌々週

２週のみ

7602

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

金沢戸室石焙煎有機六条大麦茶
（バラ・煮出し専用）

金沢大地 500g 617円

２・４週

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

有機カレー粉

バイオフーズジャパン

30g 399円

２・４週7508
国産にんにく使用。おろしたてのよう
なみずみずしさと芳醇な香り。
【原材料】にんにく(青森産)、水飴、食塩(天塩)、
食物繊維(大豆)、発酵調味液

おろしにんにくチューブ

東京フード 40g 421円

２週のみ

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

有機のお茶

上質な日本茶のティーバッグ

浜佐商店

浜佐商店

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

7655 有機抹茶

20g缶 810円
おいしく、安全にこだわりました。身
体にやさしいお茶です。
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

100g 378円

7652 有機ほうじ茶

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

100g 594円

7653 有機抹茶入玄米茶

野性的な強い味と香ばしさが特徴です。
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

100g 594円

7654 有機煎茶

7656 TB有機煎茶

2.2g×20594円
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

7657 TB有機ほうじ茶

2.2g×20  432円
【原材料】有機緑茶（鹿児島県産）

7658 TB有機玄米茶

2.2g×20  432円
【原材料】有機玄米（鹿児島県産）

7566
有機発酵ルイボスに徳島産有機レモング
ラスをブレンドレモングラスの爽やかな
香り、すっきりとした味わい。
【原材料】有機ルイボス(南アフリカ共和
国産)、有機レモングラス(徳島産)

有機レモンルイボスティー

小川生薬 27g（1.5g×18）432円

２週のみ

7567
有機発酵ルイボスに徳島産有機カモミー
ルをブレンドカモミールのりんごに似た
やさしい香り、すっきりとした味わい。
【原材料】有機ルイボス(南アフリカ共和
国産)、有機カモミール(徳島産)

有機カモミールルイボスティー

小川生薬 27g（1.5g×18）432円

２週のみ

国産生姜をまるごと使用。希少な
本葛粉、山口産節蓮根粉末、鹿児
島県産粗糖を使用。温活に。

尾道しょうが湯

マルシマ

【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産))、三温糖、生姜、
馬鈴薯澱粉、本葛粉、黒糖、節蓮根粉末

7666 プレーン

【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産))、有機生姜、馬
鈴薯澱粉、本葛粉、花梨粉末、はちみつ、節蓮根粉末

7667 かりんはちみつ

【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産))、有機生姜ペー
スト、馬鈴薯澱粉、有機梅干粉末、本葛粉、有機生姜
粉末、はちみつ、節蓮根粉末

7668 梅はちみつ

【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産))、小豆粉末、有
機生姜ペースト、馬鈴薯澱粉、本葛粉、黒糖、オリゴ糖、
有機生姜粉末、節蓮根粉末、砂糖(てんさい)

7669 あずき

各13g×5380円

２週のみ

翌々週

国産の有機栽培生姜を『一物全体食』の考えから丸ごとすりおろして、
たっぷりと使用。

マルシマ

今日の一日のスタートはアップルホットジンジャー。広島県高野町産のりんごの粉末、有機シナモン粉
末、節蓮根粉末も加えました。
【原材料】粗粗糖(さとうきび(鹿児島県産)）、りんご粉末(りんご(広島県産)、食塩)、有機生姜ペースト、
有機生姜粉末、有機黒糖、有機シナモン粉末、節蓮根粉末

7671 朝のアップルホットジンジャー

今日のホッとひといき。3種の本格スパイスとレモンの風味がミルクによく合います。
【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産)）、有機生姜ペースト、馬鈴薯澱粉、有機シナモンパウダー、本
葛粉、紅茶粉末、カルダモン粉末、クローブ粉末、有機黒糖、レモン粉末、有機生姜粉末

7672 昼のレモン＆ジンジャーチャイ

今日の癒しのひといきに。果実とハーブのフルーティーでフローラルな香りをお楽しみください。
【原材料】粗糖(さとうきび(鹿児島県産)）、有機生姜ペースト、馬鈴薯澱粉、カモミール粉末、ローズヒッ
プパウダー、本葛粉、はちみつパウダー、レモン粉末、有機シナモンパウダー、花梨粉末、有機生姜
粉末、ラベンダー粉末

7673 夜のハーバルホットジンジャー

各12g×3356円翌々週

２週のみ 新

↑

得



34

●●●●●●●●●●お茶・紅茶・コーヒー・ココア

コーヒー・ココア

7753

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

東ティモール
コーヒー粉

オルタートレードジャパン

200g745円

２・４週

7719 アッサムブレンド
紅茶

農薬不使用茶葉使用。しっかり
としたコクのあるブレンド紅茶。
渋みが少なく、コクがある濃い
味わいです。ミルクティーにし
ていただくのがおすすめです。
【原材料】紅茶（ケニア・インド
産）
オーサワ

TB20袋 378円

２週のみ

7691 TBアールグレイ
紅茶

シ ン ガ ン パ
ティ紅茶に天
然の香料（柑橘
類 の ベ ル ガ
モットから抽
出した精油）を
つけた、味と
香りをお楽し
み頂けます。
【原材料】紅茶
（インド）、ベ
ルガモット香料（インド）

1.8g×14包 518円
第3世界ショップ

翌々週

２週のみ

7689

ダージリン紅
茶の特徴とい
わ れ る マ ス
カットフレー
バ ー が 豊 か
で、奥深い高
級感のある味
わいです。
【原材料】紅茶
（インド）

TBダージリン
ティー

第３世界ショップ

1.8g×10包518円

２週のみ

翌々週

7755 粉有機ペルー
コーヒー

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

200g724円
オルタートレードジャパン

２・４週

7721

北海道日高産天
然みついし昆布
使用。味わい深
く濃厚な旨味。
だしや料理の隠
し味にも。オー
サワの昆布茶
が、アルミ袋に
入ってっます。
お湯に溶いて昆
布茶を楽しむだけでなく、お料
理など使いたい分だけ袋から出
して使えます。チャックつきで
すので保存にも便利です。
【原材料】昆布・根昆布（北海道
日高産）、食塩（青い海）

オーサワの
昆布茶

オーサワ

30g486円

２週のみ

ブレンドコーヒー
グアテマラ豆とブラ
ジル豆とブレンド
コーヒーです。華やか
さ軽やかさを強調
し、少し焙煎を深め
てコクと甘味を引き
出しました。柑橘系
のさわやかな酸味と
華やかな花の香り、
中深煎りの醸し出す
深いコクと苦味が見
事に調和しています。
【原材料】コーヒー豆
（グアテマラ、ブラジル産）

第３世界ショップ

各200g972円

7739 粉

翌々週

２週のみ

サンタ・フェリサコーヒー
国際的な有機認証団
体の認証を受けてい
ます。農園には職員
とその家族が住み、
農園で働く人々の子
供のために、自治体
と共同で学校を設置
しています。 深煎
りの、香りが高く後
味にキレがあるおい
しいコーヒーに仕上
げました。【原材料】
コーヒー豆（グアテ
マラ産）

第３世界ショップ

各200g972円

7731 豆 7732 粉

翌々週

２週のみ

7681 シンガンパティ紅茶
南インドのシ
ンガンパティ
農 場 の 茶 葉
100％の紅茶。
濃い目に入れ
てもクセがな
く、しっかり
としたコクが
あり、ミルク
ティーに最適。
シンプルな味
わ い な の で、
食事のお供に
も。

第３世界ショップ

100g 540円

翌々週

２週のみ

7682 ダージリンティー
FTGFOP（Fine
Tippy Flowerly
Golden Orange
Pekoe）と呼ば
れる、ダージ
リンティーの
中でもグレー
ドの高い紅茶
を使用してい
ます。ダージ
リンティーの
中でも、チッ
プ（白毛）の多
い上級品です。

第３世界ショップ

80g 993円

翌々週

２週のみ

7683 アールグレイ紅茶
南インドのシ
ンガンパティ
グループの農
園から届く、
アールグレイ
に合うさっぱ
りとした味わ
いの茶葉。海
外の有機認証
機関の認定を
受 け て い ま
す。
【原材料】茶（紅茶）、ベルガモッ
ト香料

第３世界ショップ

80g756円

翌々週

２週のみ

7684 チャイパック
甘い香りのシ
ナモン、コク
のあるナツメ
グ、爽やかな
レモングラス、
スパイシーな
クローブで、
豊かな香りと
洗練された味
わいをかもし
出すチャイで
す。

第３世界ショップ

3g×12 475円

翌々週

２週のみ

7736 粉カフェ・エル・
ドラド 

無農薬で栽培され
たメキシコとブラ
ジルの豆をブレン
ドした、 とってお
きの深煎りコー
ヒー。 しっかりと
したコクと豊かな
香りは、 ホット
コーヒーのほかア
イスコーヒーやカ
フェオレ、 水出し
コーヒーに。

第３世界ショップ

150g756円

翌々週

２週のみ

7720

農薬不使用茶葉使用。フレッ
シュな香りと渋みを押さえたコ
クのある味。抽出液はきれいな
濃いオレンジ色。均一で粒状の
葉は紅茶を早くおいしく入れる
ために独特なCTC製法を採用。
【原材料】紅茶（ケニア産）

農薬を使わずに
育てた紅茶TB

ひしわ

44g（2.2g×20P）

324円

２週のみ

7705

ほうじ茶のような
香ばしい香りのあ
とにすっきりとし
た爽やかな後味
が広がります。香
ばしく自然豊かな
甘味は食事やス
イーツにも相性が
よいノンカフェインティーです。
【原材料】有機ルイボス(南アフリ
カ)、有機エキナセア(ポーランド)、
有機桑の葉(島根県)、有機ダンデ
ライオン(ポーランド)、有機ロー

ズマリー (アルバニア)

有機ルイボス
＆エキナセア
ブレンド

大和 2g×12個756円

２週のみ

翌々週

7706

シナモンの甘くス
パイシーな香りが
ふんわりと立ち昇
り、その後でりん
ごとエルダーフラ
ワ ー の フ ル ー
ティーなアロマが
グラデーションで
香ります。
【原材料】有機アップルピース(ハン
ガリー )、有機ローズヒップ(チリ
産)、有機ハイビスカス(エジプト)、
有機エルダーフラワー (ルーマニ
ア)、有機シナモン(スリランカ)

シナモン香る
有機りんごフルー
ティーブレンド

大和

2.5g×12個821円

２週のみ

翌々週

7707

有機ローズヒップ
と有機ハイビス
カス、希少な有機
オレンジピールを
ブレンド。ほんの
り甘酸っぱい味
わいがくせになり
ます。
【原材料】有機ローズヒップ(チリ
産)、有機ハイビスカス(エジプト)、
有機オレンジピール(タンザニア)

有機ローズヒップ
ブレンドヴィーナ
スの紅い果実

大和 2g×12個670円

２週のみ

翌々週
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●●●●●●●●●●コーヒー・ココア・機能性食品・バスグッズ

森のコーヒー
認定書つき
の無農薬有
機栽培コー
ヒーで、ブ
ラ ジ ル の
ジョンネッ
トさんの農
園から直接
日 東 コ ー
ヒーが買い
入れている
産直コーヒーです。

7760
日東コーヒー

豆

各200g 799円

7761 粉

7779 簡単カフェパック
簡単便利な
水 出 し 用
コ ー ヒ ー
パ ッ ク。1
晩でおいし
い ア イ ス
コーヒーが
できあがり
ます。アイスではもちろん、
温めてホットでも美味しく
飲めます。
【原材料】コーヒー粉（グアテマラ、
ブラジル）

15g×6P626円
第3世界ショップ 翌々週

２週のみ

機能性食品

国産原料使用。番茶入り湯を注ぐだけで梅醤番茶に。
【原材料】有機梅干し（奈良産）､醤油（国産）､番茶（島根産）

お湯を注ぐだけで手軽に風味豊かな生姜入り梅醤番茶が飲めます。生姜のさわやかな香と味
にまろやかな酸味がマッチした風味は抜群です。身体が芯から温まる逸品です。
【原材料】梅干（奈良産）・本醸造醤油（国内産）・番茶（島根産）・生姜（国内産）

いんやん倶楽部（オ）

7855 濃縮番茶梅醤エキス

7856 濃縮番茶・生姜入梅醤エキス

250g瓶1,998円

260g瓶 2,052円

２週のみ

7766

調和のとれた
まろやかな味
わい。お湯を
注ぐだけで手
軽にコーヒー
を楽しめます。
レ ギ ュ ラ ー
コーヒーです。
【原材料】有機コーヒー豆（ペルー、
メキシコ、エチオピア、ホンジュ
ラス、インドネシア、ウガンダ）

ドリップ有機
珈琲オリジナル
ブレンド

小川珈琲

60g（10g×6）540円

２週のみ

翌々週

7775

第３世界ショッ
プのココアを
ベースにした、
粉末タイプの黒
糖ココアです。
いつでも、どこ
でも、簡単に、
おいしいココア
が楽しめます。
【原材料】黒糖、ココアパウダー

黒糖ココア
スティック

第3世界ショップ

13g×5包648円
翌々週

7776

第３世界ショッ
プのほうじ茶を
ベースにした、
粉末タイプのほ
うじ茶ラテです。
いつでも、どこ
でも、簡単に、
おいしいラテが
楽しめます。
【原材料】脱脂粉乳、加工黒糖、
ほうじ茶

ほうじ茶ラテ
スティック

第3世界ショップ

13g×5包648円
翌々週

7795
有機栽培の
カカオ豆使
用。脂肪分
を 抑 え、
砂糖と粉乳
は使用せず
作った添加
物不使用の
100％ココ
アパウダー
です。
【原材料】ココアパウダー（ココア
バター10-12％含有）

純ココア

第３世界ショップ

130g648円翌々週

２週のみ

7757

完熟した実だけを選
んで手摘みし、天日
乾燥させています。
短時間で安全にカ
フェインを抽出し
コーヒーへのダメー
ジを抑えることで、
カフェインを90％以
上カットしながら
も、コーヒーの風味
を十分に味わうこと
ができます。
【原材料】コーヒー豆

カフェインレス
コーヒー粉

第3世界ショップ

100g993円翌々週

酸味、苦み、コク
のバランスがよ
く、すっきりとし
た飲み口とまろや
かな甘みが特徴で
す。完熟した実だ
けを選んで収穫し
た手摘み、天日乾
燥されています。
【原材料】コーヒー豆
（グアテマラ産）

パロ・ブランコ
コーヒー

第3世界ショップ

7759 粉7758 豆

各200g 972円

２週のみ

翌々週

7811
甘味料など一切無添加の発酵ノニエキス
100％。南太平洋の島々で2000年前より健康
維持のために珍重されている奇跡のフルーツ
です。１日30～ 60mlを目安にお召し上がり
ください。特有の臭いとクセのある発酵した
味。
【原材料】ノニ（タヒチ産）

ノニエキス･100％ピュア

オーサワ 900㎖ 6,480円

２週のみ

福岡産農薬不使用の玄米を17時間かけて、
じっくり丁寧に炊き上げた、香ばしく深み
のある味わい。煮出して玄米珈琲として。
三年番茶などとブレンドして飲んでも。
【原材料】特別栽培玄米（福岡産）

オーサワ

7802 黒炒り玄米
7803 TB黒炒り玄米

330g1,620円
3g×20999円

２週のみ

7892

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

詰替用ナチュロン
ボディソープ ２・４週

太陽油脂（ヒ）500㎖ 858円

7894

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

詰替用ナチュロン
シャンプー ２・４週

太陽油脂（ヒ）500㎖ 858円

7896

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

詰替用ナチュロン
リンス ２・４週

太陽油脂（ヒ）500㎖ 858円

7917

植物油脂を原料とした、さっぱ
りした洗い上がりの石けんボ
ディーソープ。泡状で出てくる
ポンプタイプ。リラックス効果
が高いほのかなラベンダー、ニ
オイテンジクアオイ（ゼラニウ
ム）、オレンジの香りです。

詰替用お肌しあわせ
ボディーソープ

太陽油脂（ヒ）350㎖638円

２週のみ

バスグッズ
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●●●●●●●●●●バスグッズ・スキンケア・洗剤

洗濯＆暮らしの石けん

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

太陽油脂（ヒ） 70g 935円

２・４週

スキンケア

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㎖550円

2,300㎖ 1,430円

台所用石けん

8098
骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良
く衛生的です。研磨剤などを使用していないので
食器を傷つけません。カラーはお任せ。
【素材】軟質ポリウレタン

キッチンスポンジ ２・４週

太陽油脂（ヒ） １コ 220円

8095
セスキ炭酸ソーダをつかった食器洗い乾燥機専用洗浄
剤。界面活性剤不使用。油汚れもスッキリピカピカにな
ります。
【原材料】アルカリ剤（炭酸塩）、漂白剤（過炭酸ナトリウム）、アル
カリ剤

地の塩社 500g 550円

食器洗い乾燥機専用洗浄剤クリーン２週のみ

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

お風呂洗いスポンジ

ヒット 1個528円

２・４週8083
パーム油、パーム核油（植物油）を原料
にした、台所用液体石けんです。パッ
クスナチュロンスポンジやパックスソ
フキンに直接つけて洗うのが効果的で
す。
【成分】純石けん分（23%、脂肪酸カリウ
ム）

詰替用400番（台所用） ２・４週

太陽油脂（ヒ）

900㎖ 858円

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

ソフト洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml825円

２・４週 8108
ドラム式の洗濯機におすすめ。専
用処方でしっかり洗える。泡立ち
控えめで高洗浄力。ラベンダーの
香り。
【原材料】純石けん分（30%　脂肪酸カリ
ウム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化防止
剤（エチルアルコール）

ドラム洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml825円

２・４週8106
ガンコ汚れもしっかり洗える。純
石けんお炭酸塩のＷの洗浄で、汚
れに強くしっかり洗えます。
【原材料】純石けん分（30%　脂肪酸カリ
ウム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化防止
剤（エチルアルコール）

Ｗパワー洗濯用石けん詰替

パックス 1000ml825円

２・４週

ハンド＆フェイスソープ

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

詰替用ハンドソープ ２・４週

太陽油脂（ヒ）
450㎖748円

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

石けん由来のヘアソープですっきり洗浄した後の地肌や髪にうるおい
ヴェールをまとわせ、健やかな地肌と髪本来の艶やかさへ。
【原材料】水、グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添ナタネ油アルコー
ル、ペンチレングリコール、テトラデカン、キサンタンガム、水添レシチン、
スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー
ブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸

パックス

7910 オリーヘアソープ詰替用

7911 オリーヘアコンディショナー詰替用

各400ml1,375円２・４週

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

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

パックス

7912 オリーボディーソープ詰替用

7913 オリーボディーコンディショナー詰替用

各400ml1,100円２・４週
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●●●●●●●●●●洗剤・暮らしの石けん・雑貨・日用品

雑貨・日用品

8096
界面活性剤不使用。油汚れ
をすっきり落とすし、庫内
の汚れや臭いにも効果があ
ります。
【原材料】過炭酸ナトリウム

食器洗い機専用洗剤

石けん百貨 500g 396円

２週のみ

8236
加熱式の駅弁に使用されている石灰+水＝発熱の原理により過
炭酸ナトリウム（酸素系漂白剤）を加熱して漂白効果を高めま
す。塩素系のようなツーンとくるニオイや、目や喉への刺激が
ありません。原材料は全て無機物で生分解不用。環境にも負担
をかけにくいです。
【原材料】過炭酸ナトリウム、酸化カルシウム、珪藻土、炭酸水
素ナトリウム、珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム

酸素系カビ取り剤分包タイプ

石けん百貨 60g 132円

２週のみ

スキ炭酸ソーダに酸素系漂白剤と4種類の酵素配合の洗濯用洗剤です。
汚れ落ちがよく、洗い上がりしなやか。洗剤の量が少なくてよく、柔軟
剤も必要ありません。環境に負荷を与える成分も使用していないです。
【原材料】セスキ炭酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、酵素

セスキプラス（洗濯用洗剤）無香料

石けん百貨

8119 本体
8120 詰替

1000g 1,834円

1000g 1,298円

２週のみ

8211
入れ歯、マウスピース用洗浄剤。
つけ置きするだけで汚れや臭いを
しっかり落とします。漂白剤、香料
など不使用の入れ歯洗浄剤です。
【原材料】過炭酸ナトリウム、クエン酸、
炭酸水素ナトリウム

入れ歯洗浄剤

石けん百貨 160g 550円

２週のみ

8307
8308
8309
8310

無漂白コーヒーフィルター

小（１〜２人前）40枚 143円

大（３〜４人前）40枚 165円

小（１〜２人前）100枚 330円

大（３〜４人前）100枚 374円 第３世界ショップ

２・４週

8138 洗濯槽＆パイプクリーナー
酸素系漂白剤・重曹・石けんの３
つの相乗作用で洗たく槽や排水
パイプ等、洗いにくい部分の汚
れを落とします。
【成分】過炭酸ナトリウム（酸素
系）、アルカリ剤（重曹）、界面活
性剤（純石けん）

太陽油脂（ヒ） 300g×３1,100円

２・４週8105 ナチュロン純粉石けんN
アルカリ剤無配合の為、絹やウー
ルにもお使いいただけ、ふんわり
と洗いあげます。赤ちゃんの肌の
デリケートな方への肌着洗いにも
お使いいただけます。
【原材料】純石けん分（99％脂肪酸
ナトリウム）

1kg 1,430円太陽油脂 ２・４週

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

衣類のリンス詰替

パックス 550ml 550円

２・４週

8136

8135

コップの茶渋もクリーンシュ！シュ！で簡単に汚れが落ちます。漂白剤と違い、いやな臭
いもなく、電解アルカリイオン水100％なので、安心してお使いいただけます。洗浄後は、
茶渋の汚れもスッキリ落ちました。水100％の洗浄水だから安心・安全。除菌も消臭もこれ
1本でOKです！汚れが取れて除菌が出来ます。【原材料】電解アルカリ水100%

詰替用・超電水クリーンシュシュ

１ℓ 1,078円

超電水クリーンシュシュLボトル

オーサワ

500㎖ 862円

２週のみ

8221
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。

天ぷら油・かたづけポイ

服部製紙 500㎖×2コ 198円

１・２・３週 8311
炭を焼いたときの煙を冷却し、液体
として集め、タール分を抜いた物。
主な用途は農業資材ですが、臭い消
しや動物よけとして。水虫にも効き
ます!!使用レシピ付き。

木酢液

山つ村田 500㎖ 787円

２週のみ

入浴剤に最適!!

8094
サイズ約7×11.5×1.5cm、植物
由来100％のセルロースキッチ
ンスポンジ。マイクロプラス
チックの心配はいりません。使
用後は一般ごみに、有害ガスも
発生せず土に帰ります。
【原材料】食物繊維（セルロース）

木からうまれたキッチンスポンジ

ライブコットン 4個セット 539円

２週のみ
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●●●●●●●●●●雑貨・日用品・水・ユーカリ製品

自 然 水

はっとりメディカルのユーカリ製品 ２週のみ

8930 天使の霧ユーカリプタススプレー
300㎖ 4,433円

住まいの中のヒョウヒダニを駆除します。消毒消臭にも有効です。
寝室に寝具に枕にもスプレーできます。冬のコート、カーテン、カー
ペット、スリッパ、エアコンのフィルター、バスマット、ペットの
使う毛布にスプレーできます。ウールや綿の布地に安心して使用で
きる防虫、消毒消臭剤です。化学製品でなく天然100％のものです。

ユーカリ製品

8491

8492

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

木頭村の山の湧水 1.8ℓ 400円
６本箱・木頭村の山の湧水

1.8ℓ×６本組2,300円きとうむら

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

かぞく想いの天然水

ライフソリューションズ

8496 2ℓ×6
8497 500ml×24本

1,944円
3,629円

２・４週

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

リセットタイム

ライフソリューションズ

8494 2ℓ×6
8495 500ml×24本

1,944円
3,629円

２・４週

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

8226

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

アロマハンド
スプレー

２・４週

たかくら新産業 

50ml1,320円

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
8386

オーサワ

室内の花粉やハウスダストに吸着し、97％以上無害化　約
1ヶ月以上効果が持続。室内の花粉やハウスダストの97％
以上を無害化するスプレーです。天然鉱物由来の無機塩を
配合しているので、肌に触れる衣類やソファーなどに直接
スプレーしても安心してお使いいただけます。
【原材料】無機塩（天然鉱物由来）、水、エタノール

アレルGプラスミスト

300㎖ 3,300円

２週のみ

8501
ガスを一切添加していない、
天然の炭酸水です。刺激が少
ない微炭酸水の為、炭酸が苦手
な方も召し上がれます。刺激は
少なくても、自然のミネラルを
豊富に含んでいます。そのまま
飲むだけでなく、お料理にもご
使用ください。
【原材料】水（鉱泉水：大分県）

ヨイヤナ天然炭酸水

住宅企画（オ）500㎖ 200円

２週のみ

8502
日本三大鍾乳洞「龍泉洞」の地
底湖に湧き出る天然水。
「龍泉洞の水」使用。爽
快な刺激の強炭酸。果
汁や酒などで割っても。
【原材料】水（龍泉洞の
水）/炭酸

龍泉洞の炭酸水

岩泉HD 300ml×2 418円

２週のみ

ばんじろう村

8241
おでかけのお弁当のお供に、角6膳入りです。

杉 割箸 6膳143円

8243
高級割烹、料亭で使われているお箸です。桧で作られ、
1膳1膳白い紙でまとめられています。

京箸 6膳 330円

２週のみ

国産、無漂白の割り箸。吉野杉や桧で作ったこだわりの逸品

8316 ダブルトイレットペーパー
(ピュアブラウン) ８ロール613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×6594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×6594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。

8344 ハナタバCocochiトリプル
20m×12ロール785円

3枚重ねと独自のふっくらリーフエンボス加工でしっかりした厚みと極上
の使い心地。再生紙使用。緑茶から抽出した天然の消臭剤を巻き芯の内
側に塗布してあります。
【原材料】再生紙100％

8345 花束 吸収名人100W 100組×3503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
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8506 プレスラン白
桔梗ヶ原産ナイアガラ使用。二番搾り果
汁で仕込み、料理用酒として価格を抑え
ました。ぶどうの香りが豊かな甘口、飲
むワインとしても十分です。酢豚、エビ
チリソースなどに合います。酸化防止剤
無添加。
【原材料】ナイヤガラ（長野県）

井筒ワイン 720㎖ 946円
8511
明るい紫色の外観、甘く赤い果実の豊
かな香り、口に広がる果実の甘味と柔
らかい酸が特徴､バランスのいいワイ
ンです。酸化防止剤無添加。
【原材料】枯梗ヶ原産コンコード使用

赤（甘口）井筒ワイン

井筒 720ml1,386円

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

蒼龍有機コンコード赤（中口）

蒼龍葡萄酒 720ml1,584円

8544

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

カベルネ ランニングダック
（赤ミディアム）

ステラーワイナリー

750ml1,540円
8545

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

ホワイト ランニングダック
（白辛口）

ステラーワイナリー

750ml1,540円

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

ブランデー VO

五一ワイン 720ml1,320円

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

梅酒（リキュール）

五一ワイン 500ml1,650円

8562

8563

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

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

無添加コンコード

無添加ナイヤガラ

五一ワイン 各720ml1,300円

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

日本ビール

350㎖×2292円
6本セットもあります

竜馬（ノンアルコール）

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

トロンテス アルジェント

アルジェント 750ml1,379円

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

日本ビール

350ml×2302円
6本セットもあります

レモン・竜馬（ノンアルコール）

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

ロメオ レゼルヴァ (赤辛口)

クレメンテ メネレス

750ml2,500円

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

ヴェリタスブロイ（ノンアルコール）

パナバック 330ml×2292円

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

750ml1,650円

赤ヘクラ･オーガニック

8556

8557

プラムのスパイシーな香り、果物のシロップ
漬けのような甘い風味。
【原材料】モナストレル100%、亜硫酸塩

リンゴやシトラスのフレッシュで心地よいア
ロマ。ジューシーな果実味が広がります。
【原材料】マカベオ100%、亜硫酸塩

ボデガスカスターニョ（スペイン）

各750ml1,430円

赤カスターニョ･モナストレル・OG

白カスターニョ･マカベオ・OG

8507

8508

繊細なルビーレッド。豊かなフルーツの香り、
舌触りなめらかでドライな余韻を残す後味。
【原材料】ピノ・ノワール100%、亜硫酸塩

淡いイエロー・カラー。弾けるようにフレッシュ
なピノ・ノワールのブラン・ド・ノワール。
【原材料】ピノ・ノワール100%、亜硫酸塩

モーゼルランド 各750ml1,500円

赤Jマイヤー･ピノノワール

白Jマイヤー･ピノノワールブラン

8512

8513

ミディアム・フル。熟したラズベリーやアメリカ
ンチェリー、プラムなどのアロマに、ハーブのニュ
アンス。瑞々しい果実味と酸のバランスが良い。
【原材料】メルロー100%、亜硝酸塩

辛口。トロピカルフルーツや洋ナシのアロマ。ア
タックは柔らかく、優しい果実味が広がります。
【原材料】シャルドネ100%、亜硝酸塩

イタリア ヴェネット 各750ml1,650円

赤OGベッラ･ストーリア･メルロー

白OGベッラ･ストーリア･シャルドネ

8522

8523

赤いベリーやチェリーのアロマに、スパイス
のニュアンスが感じられます。
【原材料】ネーロダーヴィラ90％、カベルネソー
ヴィニヨン10％、亜硫酸塩

トロピカルフルーツやハーブのアロマが際立
ち、フレッシュで且つ辛口な味わい。
【原材料】グリッロ90％、カタラット10％、、
亜硫酸塩

ナターレヴェルガ（イタリア）各750ml1,430円

NVネーロダーボラ赤（オーガニック）

NVグリッロ白（オーガニック）

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

のんびりふんわり白ビール

エチゴビール

350ml×2608円
6本セットもあります

8519
IPAをベースに紅茶の茶葉を使用し
ました。豊かなホップの香りの中に、
ほんのり紅茶のニュアンスを感じま
す。
【原材料】大麦麦芽、ホップ、紅茶

紅茶香るインディアペールエール

エチゴビール

350ml×2608円
6本セットもあります

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

エチゴ スタウトビール

エチゴビール

350ml×2608円
6本セットもあります

新
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全て税込み価格です

丹沢農場の豚肉を使用したパティ丹沢農場の豚肉を使用したパティ

化学調味料を使わないで、安全でおいしい
豚肉・牛肉本来の旨さをきわだたせた、シ
ンプルなおいしさです。

200g（50g×4個） 526円

おうちでハンバーガーお作ろう

丹沢農場

ハンバーガー用パティ1920

イタリアのオーガニックワインイタリアのオーガニックワイン

ミディアム・フル。熟したラズベリーやアメリカンチェリー、
プラムなどのアロマに、ハーブのニュアンス。瑞々しい果実
味と酸のバランスが良い。

各750ml 1,650円

バイヤーおすすめ

イタリア ヴェネット

赤OGベッラ･ストーリア･メルロー8512

辛口。トロピカルフルーツや洋ナシのアロマ。アタックは柔
らかく、優しい果実味が広がります。

白OGベッラ･ストーリア･シャルドネ8513

エコファーム奥野さんの野菜

牧場主の武藤浩史さんは、ポストハーベスト農薬や遺伝子
組み換え農作物の心配な輸入穀物の飼料に頼らず、牧草地
へ放牧して牧草をたっぷり食べさせ、肥育時に与える飼料
も主に安全な国産飼料という、健康で安全なめん羊牧場を
営んでいます。育て方がよいので、市販の羊肉のイメージを
一新するおいしさです。

茶路めん羊牧場茶路めん羊牧場
北海道白糠町

北海道の大地で放牧しています

凍 翌 不定期！

糖度が高く 上品な甘さ

庄内ファーム 干し柿
庄内ファーム 郷土の漬物 旬の

一品

庄内ファーム

庄内の温海町で昔から焼畑農法で伝承され
てきた在来種の赤かぶを使用し、有機栽培
で育て、漬け込んだ甘酢漬け。

赤かぶ酢漬け3992

250g 561円
いぶしたくあん3993

庄内地方の砂丘畑でとれた干し大根を桜の
木で香り豊かに燻製してぬか漬けされたも
の。

250g 498円

紅花たくあん3994
庄内地方の砂丘畑でとれた干し大根をぬか
漬けにしました。県花の紅花を使い、自然な
色を出しています。

翌々冷 不定期！

250g 561円⇒548円 得

冬の庄内地方から真心
込めた味をお届けします。

庄内柿は、平べったい角型で
種がない柿。鶴岡の秋を代表
する果実です。果肉が緻密に
引き締まり、みずみずしい歯ざ
わりが楽しめます。糖度も高
く、上品な甘さが嬉しい逸品
です。農薬通常の5割減、化
学肥料、除草剤不使用です。

180g（5～6個入） 780円

庄内の干し柿
（平核無柿）

0381

庄内ファーム

水菜、ほうれん草、小松菜、ルッコラ、人参、ネ
ギ、大根などから旬の野菜をお届けします。

おまかせ5種 1,480円

奥野さんの野菜セット0012

人参にはビタミンＡやカロチンがたっぷり。人参
ジュース、生食でサラダなどにも。

約350g 374円鳥越人参（土付）0042

大根の根には「アミラーゼ」というでんぷん分解酵
素が多く含まれていますので、胃もたれや二日酔い
などに効果的です。

1本 280円鳥越大根0076

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

国産の有機栽培生姜を皮ごと

すりおろして、たっぷりと使用しました。

ジンジャードリンク 地元野菜地元野菜

今日の一日のスタートはアップルホットジンジャー。
広島県高野町産のりんごの粉末、有機シナモン粉
末、節蓮根粉末も加えました。

朝のアップルホットジンジャー7671

今日のホッとひといき。3種の本格スパイスとレモン
の風味がミルクによく合います。

昼のレモン＆ジンジャーチャイ7672

今日の癒しのひといきに。果実とハーブのフルー
ティーでフローラルな香りをお楽しみください。

夜のハーバルホットジンジャー7673

各12g×3 356円

翌々

赤身が多く肉汁を豊富に含んでいる部位です。焼肉やス
テーキにも適しています。

250g 2,365円ラムモモブロック1679

ステーキやローストでより
ジューシーな肉をお楽しみい
ただけます。

300g 3,240円

ラム骨付きステーキ
（チャップとスペアリブのセット）

1681

スネ・首・カタなどを使います。
ラムカレーシチュー用1682

スライスは焼肉用にスライス
した肩、モモ、バラを概ね均
等に盛り付けたパック。

ラムスライス1678

250g 2,225円

ラム串焼き1687
親羊（マトン）の加工品で、
発色剤やリン酸塩
などを含まない無
添加手作りソー
セージ。

羊肉ソーセージ（スモーク）1693
スネ・首・カタなどを使います。
ハンバーグ、コロッケ、餃子に、
肉団子、ミートソースなどに。

各250g 1,264円

ラムミンチ

細挽き1684
粗挽き1685

串焼きは塩コショウだけ
でも十分ですが、工夫し
て、いろん
な串焼き
をお 試
しくだ
さい。

軽やかな食感のかりんとう
高知県の太陽を浴びて育ったお米を使用

ごほうびかりんとう

有機栽培の国産大豆のきな粉、鹿児
島県種子島産の精製度の低い粗糖
などこだわりの食材を使用しています。

きな粉6445

生姜生産量日本一の高知県の生姜、
鹿児島県種子島産の精製度の低い
粗糖などこだわりの食材を使用してい
ます。

生姜6446

国産大豆・国産小麦・天日塩を杉桶で
仕込んだ醤油、鹿児島県 種子島産の
精製度の低い粗糖などこだわりの食
材を使用しています。

各45g 378円

しょうゆ6447

不定期！
不定期！凍

那珂川キッチンのこだわり総菜那珂川キッチンのこだわり総菜 翌々凍 不定期！

九州産の厳選した
低脂肪高たんぱく
な銘柄鶏を使用し
た本格的なから揚
げ。大人気商品。

200g 617円

那珂川キッチンのから揚げ77301
皮は国産小麦を丁
寧に手作り。丁寧に
ひとつづつ手で包
んでいる証。

走る豚 肉まん77302
銘柄鶏を使用したブ
ラックペッパーが効
いたスパイシーな唐
揚げです。今夜のお
かず、おつまみにも。

150g 540円

お弁当用 塩から揚げ77312

福岡県産特別栽培
米を有 機トマトケ
チャップ、よつ葉バ
ターで炊き上げまし
た。

天然えびピラフ77316
たけのこひじき、ほうれ
ん草のおひたし、五
目大豆が各2個
づつ入って
ます。

お弁当用 和のおかずセットA77319 お弁当用 和のおかずセットB77320 お弁当用 洋風おかずセット77321

国産のニラがたっ
ぷり。「走る豚」とア
ジと天然の海老すり
身を使ったこだわり
の一品です。

30g×5 828円

走る豚のニラまんじゅう77323
食感のアクセントに
国産蓮根を使い、
シャキシャキ食感で
あっさりとした味に
仕上げています。

200g 617円

チキンレンコンボール77324
国産牛もつ、スー
プ、麺、薬味のセット
です。お好みの野菜
を準備してください。

博多もつ鍋77327
マッシュポテトは使
わずにじゃがいもの
粘りだけで固めてい
ますので、外はカリっ
と中はホクホク。

240g（8個） 413円

ハッシュドポテト77330

中華鍋を振ってキ
ビ砂糖と菜種油か
らアメを作っていま
す。そこに2度揚げし
た国産さつまいもを
入れ仕上げました。 150g 414円

那珂川キッチンの大学芋77303

125g×2 635円⇒622円 得

  2,373円⇒2,326円
2人前

得

190g 535円⇒524円 得

きんぴらごぼう、豆ひじ
き、切干大根の煮
物を各2個づつ
入ってます。

かぼちゃのクリーム煮、き
のこのバルサミコ酢、
ブロッコリーと人参
のオリーブオイ
ル和え。

２・４週冷

250g 2,268円⇒2,222円 得

250g 1,469円⇒1,439円 得

4～5本（150g）

1,145円⇒1,122円 得

120g（20g×6） 483円⇒473円得 120g（20g×6） 518円⇒507円得 120g（20g×6） 489円⇒479円得


