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

　　　有機栽培農産物、転換期間中有機農産物です。
　　　有機JAS認証マークを付けてお届けします。
　　　有機農産物、転換期間中有機農産物として入荷しますが、
　　　有機JAS認証マーク無しでお届け。
　　　有機JAS基準相当の栽培もしくは自然農法
　　　※有機JAS認証はうけていません。
　　　農薬削減・化学肥料不使用栽培
　　　※削減対象農薬の地域慣行に対する削減割合を表示しています。90％減

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

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

掲載価格はすべて消費税込み価格です

厳選した3品目をお届けします！
（内容のご指定はできません）

のお野菜セット

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

その他の産地：北海道

157 ごぼう
約300g

かごしま有機生産組合（鹿児島県）
久木留博美（鹿児島県）

（税込）298 円

旬

152 塔原おまかせ野菜セットB
おまかせ3品目 620 （税込）円
塔原生産者（大阪府）

里芋
ピーマン
つるむらさき

ナス
三度豆
ニラ

オクラ
小松菜
大根

ほうれん草
等

セット参考例

【セット内容(おまかせ3品目)】

154 みょうが
約150ｇ （税込）円290
夏に欠かせない薬味
ビタミン・ミネラル豊富

※みょうがは自生です。

塔原生産者（大阪府）

159 土生姜
約100g 220円（税込）

  
四万十有機農業者ネットワーク（高知県）

つるむらさき
　　　マヨネーズごま和え

その他の産地：鹿児島県
塔原生産者（大阪府）

153 つるむらさき
約200g （税込）210 円

●作り方
①つるむらさきを洗い、茎の部分からサッと

茹でて水にとる。水気を切っておく。
②少し絞って食べやすい長さに切る。
③マヨネーズ、すりごま、しょう油を良く混ぜ合わせる。
④②と③をざっくりと和える。
②で切った後、麺つゆ大さじ3を和えると、つる
むらさきのクセが和らぎ食べやすくなります。

●材料
つるむらさき 半束（100g）
マヨネーズ 大さじ1
すりごま 大さじ1
しょう油 小さじ1

（税込）

6026 ズイキ
1束

塔原生産者（大阪府）

★重量価格
※入荷不安定

栄養分も豊かな有機の里・塔原から届いた旬の野菜

里芋156
約500g

塔原生産者（大阪府）
その他の産地：熊本県

（税込）円300

30年以上有機野菜を
　　　作り続けています

終了
間近

終了
間近

生栗
340 円 /kg

有機の里
大阪府岸和田市

塔原

（税込）

（税込）

大雪を囲む大地の会（北海道）
健康農園はぎわら（宮崎県）
かごしま有機生産組合（鹿児島県）

158 ナンキン　1個
約1kg～2.5kg 540円/kg
★重量価格

6040 ナンキン　カット
約500ｇ～1.5kg 290～870 円

★重量価格

※入荷不安定

（税込）398 円
161 冷凍トマト

約500g

※トマトトーンを4月上旬
に一度だけ使用。気温の
低い時期や日照不足の
時に着果を促進させるた
めのものです。

※その他の農薬・化学肥料
は使用しておりません。

※結実時にトマトトーン
（植物ホルモン剤）を使用

今野正章（大阪府）
上野農園（大阪府堺市）
塔原生産者（大阪府）

※不足の場合は他の生産者
の有機トマトに代替

155 八つ頭
約500g （税込）400円

塔原生産者（大阪府）

（税込）

6033 ピーマン
約150g 216 円

仲野忠史（大阪府）
塔原生産者（大阪府）
健康農園はぎわら（宮崎県）
内山オーガニックファーム（熊本県）

※入荷不安定

終了
間近

さぬき有機（香川県）

6071

160
さつまいも

約600g （税込）円398
1kg （税込）円610

ズイキは冷蔵庫に入れると傷
みが早くなることがあります
ので、キッチンペーパーなどに
包み、風通しのよい場所で保
存してください。あく抜きした
ものは冷凍保存もできます。

6057 里芋（赤芋）
約500g （税込）330 円

久木留博美（鹿児島県）

NEW

クリ
ームの

ようにトロッ
とした食感

安納芋

6064 安納芋(黄または赤)
約600g （税込）398 円

久木田農園（鹿児島県）
かごしま有機生産組合（鹿児島県）

NEW

今年最大クラスの台
風21号の通過に伴う
影響で収穫が出来な
くなりました。
ご注文頂きました皆様にはご迷
惑をおかけ致しますが、よろし
くお願い致します。

お知らせ

その他の産地：熊本県 その他の産地：北海道
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◎洗いまた
は土付き

◎洗いまた
は土付き

◎洗いまた
は土付き

にんじん

6095 約4kg

163 約400g

にんじん約10kg6088

円4500
2350円（税込）

250円（税込）（税込） 164
にんじんＢ品

約1kg 円380 （税込）

その他の産地：北海道

その他の産地：北海道その他の産地：北海道その他の産地：北海道

その他の産地：北海道 その他の産地：北海道

生産者
池上義貴さん

（兵庫県神戸市西区）

小松菜
わさび菜
つるムラサキ

空心菜
水菜　
からし菜 など

セット参考例

池上農園（兵庫県）

166
おまかせ2品目

池上農園の野菜セット
円500 （税込）

池上農園の
　　野菜セット
池上農園の池上農園の
　　野菜セット

2018年
優秀賞

オーガニックフ
ェスタ

水菜部門

に輝いた池上
さんの

育てた野菜を
ご案内

有機の最高品質の野菜で
　　　　　　通常より栄養価が高い

本年もオーガニックフェスタにて
優秀賞を受賞されました！！

たまねぎ

さぬき有機（香川県）
大雪を囲む大地の会（北海道）

北海道アンの会（北海道）
大雪を囲む大地の会（北海道）

北海道アンの会（北海道）
大雪を囲む大地の会（北海道）

北海道アンの会（北海道）
大雪を囲む大地の会（北海道）

6132

6149

約5kg

約10kg

170

6125
約1kg

約500g 円210 （税込）

円398 （税込）

円1698 （税込）

円2980 （税込）

【セット内容(おまかせ2品目)】

165 根菜3種セット
円740 （税込）

◎洗いまた
は土付き

【セット内容】
たまねぎ 約1kg
じゃがいも約500g
にんじん 約500g

※生産者および栽培方法は、各野菜の欄をご覧下さい。
※野菜の種類は入荷の都合により変更する場合があります。

よく使うから
根菜はセットが

お買い得！！

湿度の上がるこれからの
季節、カットしたものは冷
蔵庫の野菜室で保存する
とよいそうです。

168 約500g

大雪を囲む大地の会（北海道）
北海道アンの会（北海道）

じゃがいも

169 約1kg

6118 約5kg

210円（税込）

395円（税込）

1790円（税込）

162
おまかせ3品目

仲野さんの野菜セット
720円

または 仲野忠史（大阪府）

（税込）

地元・大阪堺市の有機生産者

仲野さんの野菜セット参考例

【セット内容(おまかせ3品目)】
きゅうり
カクテルきゅうり
空心菜

三度豆
ピーマン
万願寺唐辛子 等

厳選した3品目をお届けします！
（内容のご指定はできません）

西井一雄（和歌山県）

（税込）

6170 にんにく
約200ｇ 340円

洗いレンコン
171 500g （税込）510円

6156 1kg （税込）980円

※出始めは丸形のものをお届け予定。それ以降
は長く茶色いものをお届け致します。

水の子会（熊本県） もっちの畑(熊本県)
※鉄分が多い畑なので表面が赤っぽくなる事があ

ります。

もっちレンコン
172 500g

6163 1kg

（税込）円550
（税込）円980

シャキシャキ
、もちもち

もっちレンコ
ン

円395 （税込）

円1790 （税込）

大雪を囲む大地の会（北海道）

メークイン
167 1kg

6101 5kg

その他の産地：北海道

173 大根
1本

オフィスアン（北海道）

（税込）385円
※価格改定

有機コーン、有機ニンジン、有機インゲンが入った
ミックスベジタブル。食卓の彩り華やかに！
お弁当にも重宝するアイテムです！
<原材料>有機コーン、有機ニンジン、有機インゲン 

4589 200g （税込）598円

有機ミックス
　　　ベジタブル

北海道有機共同組合（北海道）

パパっと簡単時短料理に！
ピラフやサラダにすぐ使えてあると便利！

ぐり～んは～と（島根県）

174 ミニチンゲンサイ
1束2～4株 198 （税込）円

その他の産地：奈良県

175 青ネギ
1束約100g 円230

ぐり～んは～と（島根県）
  小松農園（愛媛県）

（税込）
※入荷不安定

厳選した2品目をお届けします！
（内容のご指定はできません）
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丸友中部青果（長野県）

180 レタス
1個 380 円（税込）

181 サニーレタス
1パック

仲野忠史（大阪府）
塔原生産者（大阪府）
健康農園はぎわら（宮崎県）

320 円（税込）
※不足の場合はリーフ

レタスに代替え

  
  
古川果樹園（長野県）

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

189 シメジ
200g 298 円

堂阪文博（大阪府貝塚市）
斉喜徳次（大阪府貝塚市）

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

186 生しいたけ
100g 250 円

  
  
西川成史（大阪府泉南郡熊取町）

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

187 マイタケ
100g 198 円

しげながしまじ綾農園（宮崎県綾町）

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

188 エリンギ
150g 260 円 （税込）（税込）（税込）（税込）

183
有機アルファルファ

3568 乾燥きくらげ
8g （税込）216円
開封後は冷蔵庫で保存してください。

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

約10倍
！

赤目の里山を育てる会（三重県）

1パック125円

奈良農民連（奈良県）

190 なめこ
100ｇ 110 円

使い切りサイズの
なめこはお味噌汁や
和え物に使えて便利♫

（税込）

（税込）

野菜の王様と呼ばれるほど
栄養価の高い野菜です。

サラダコスモ（岐阜県）

※価格改定 ※価格改定

サラダコスモ（岐阜県）

178 サラダ水菜
1束約150g

塔原生産者（大阪府）
ぐり～んは～と（島根県）
奈良農民連（奈良県）

210 円（税込）

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

177 小松菜
1束約150g 円230 （税込）

176 ほうれん草
1束約150g
※山ほうれん草という品種になる
　場合があります。

円260 （税込）

塔原生産者（大阪府）
ぐり～んは～と（島根県）
奈良農民連（奈良県）

その他の産地：鹿児島県

※価格改定 ※価格改定

あ
る
と
便
利
な

葉
野
菜
！！

食べごたえのある
肉厚なきくらげ！

184
有機ブロッコリースプラウト

1パック 120円

※産地は岐阜県になります。

抗酸化作用があると話題の
新芽野菜！

185 ベビーリーフ
約40g

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

寺岡有機農場（広島県）
山口農園（奈良県）

210 円（税込）（税込）

サラダコスモ（岐阜県）

丸友中部青果（長野県）
青野勝（長野県）
北海道有機共同組合（北海道）

179 キャベツ
1個 420 円（税込）

冷凍レモン
その他の産地：和歌山県

愛媛有機（愛媛県）

192 冷凍レモン
一玉 （税込）150円

皮ごと擦りおろすもよし、
果肉部分を絞るもよし、
使い方いろいろ！

182 緑豆もやし
200g 66 円
※紙袋入り。
※中国産緑豆を兵庫県で農薬・化学肥

料不使用で栽培しています。

（税込）

池田文雄（大阪府）
西川満重（和歌山県）
西井一雄（和歌山県）
関本農園（和歌山県）
片山農園（和歌山県）

191 約1.5kg （税込）760円

6194 約800g （税込）480円

6200 5kg箱 （税込）2100円

（税込）3800円6217 10kg箱

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

※出始めのため、少し青いものが届く場合がござ
います。

※皮の表面に石灰が白く残っていることがあり
ますが拭いて皮を剥いていただければ問題あ
りません。

みかん(早生)

※入荷不安定

6187 にら
1束約100g 210 円

かごしま有機生産組合（宮崎県）
塔原生産者（大阪府）

（税込）

再登場再登場
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199 1kg前後 （税込）750円

6293
6309

約4～5kg

約9～10kg

（税込）3650円

（税込）6680円

りんご

50％減   古川果樹園（長野県）
55％減   小林正治（長野県）

古川果樹園
農薬使用回数：50％減
13回使用/31回慣行

※入荷不安定

巨峰

50％減 古川果樹園（長野県）

200 1kg前後

6323 2kg前後

6316 500kg前後

1440円（税込）

2880円（税込）

798円（税込）

古川 清さん
（長野県）

「人に悪いものは畑には撒きたくない」
　　　　　という思いで取り組んでいます。

長野県
古川果樹園の

農薬
化学肥料
不使用

山形県 稲泉さんの
スチューベン

※栽培方法：MOA自然農法
稲泉農園（山形県）

198 約500ｇ （税込）円980

ブドウ作りの名人の父から
　　　　受け継いだ自然農法を実践

稲泉浄人さん
（山形県）

7733 980円（税込）もち米・玄米1kg
7740 65円（税込）米ぬか500g

7726
産地：兵庫県（有機栽培）

1080円（税込）もち米・白米1kg

お米 愛農のお米

　お届け日/通常　お届け日/通常

３週スポット予約品の伊賀米コシヒカリ（有機栽培米）は契約米在
庫終了につき、ご案内を一旦終了致します。新米が出るまではお取
り扱いがございません。ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い
致します。

ギフト用に2ｋｇ箱もご用意できますのでセンターまでご相談下さい。

さんさんファーム
農薬使用回数：85％減
5回使用/34回慣行

洋梨 ※品種：オーロラまたはバラード
　10月中旬よりラフランス

平核無柿
（ひらたねなしがき）

75％減 山下善樹（和歌山県）
60％減 関本農園（和歌山県）

（税込）2830円

197 約1kg （税込）570円

6279 約5kg

196 約1kg 940 円（税込）

6262 約3kg 2780 円（税込）

日本の梨と同じく水分と食物繊維が豊富で、
ねっとりと甘く、香りも非常に芳醇です。

（秋映え、シナノスイート等）
※品種の指定はお受けできません。

山下善樹さん
農薬使用回数：75％減
4回使用/16回慣行

関本農園
農薬使用回数：60％減
6回使用/16回慣行

スポット予約品 通常品とお届け日が異なります。
20ページ上部で日程をご確認下さい。

ヒロインターナショナル（エクアドル）

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

貴重な無薫蒸バナナ
193 エクアドル産バナナ

約800ｇ 530円（税込）

  
  
大分有機カボス農園（大分県）

農薬
化学肥料
不使用

※写真はイメージです

195

194

6231

3玉 （税込）280円

魔法の香りカット
　　してわ

かる

有機カボス

約1ｋg

約5ｋg

980円（税込）

3980円（税込）

新高
（にいたか）

95％減 菊井果樹園（奈良県）

ソフトボールほどの大きさにもなるのが特徴の梨
で、みずみずしく上品な風味です。

NEW

NEW

80％減 さんさんファーム（長野県）

さんさんファーム
農薬使用回数：80％減
6回使用/37回慣行

長野県　さんさんファーム

南水
6248 約1kg 820 円（税込）

6255 約5kg 3850 円（税込）

地域循環型有畜複合農業で環境に配慮しながら、
安全でおいしい食材の生産に取り組んでいます。

さんさんファーム代表
宮下彰さん(長野県松川町)

隔週で
ご案内

隔週で
ご案内
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お肉 鶏・牛・豚
愛農食品センターで取り扱う鶏・牛・豚のお肉類は定期的に生産者・加工業者を訪
問し加工工程を確認しています。センターは生産性を求めず安全性を求め非遺伝
子組み換え飼料、抗生物質を添加しない無薬飼育を目指す生産者を応援します。

47
バラスライス 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1015円（税込）

2899
モモミニステーキ 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1694円（税込）

2882
ローススライス 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1666円（税込）

46
スライスセット 210ｇ

アルプス牛（交雑種）

1332円（税込）

45
モモ赤身しゃぶしゃぶ 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1326円（税込）

○自社独自の配合飼料
美味しく、安全に食べていただくために穀物だけでエサをつくりました。とうもろ
こしはポストハーベストフリーを使用。穀類主体で動物性のものは使用していま
せん。又、とうもろこし、大豆油粕は非遺伝子組み替え品を使用しています。抗
生物質は添加していません。

○ゆったり＆じっくりと飼育
自然光、自然風が入る鶏舎の中で、安心なエサを食べて元気に健康に育てま
す。育成期間も一般ブロイラーの約４8～50日出荷に比べ、約68日と約２０日近
くも長く飼育。また飼育羽数も通常の坪あたり60～70羽に比べ、夏で30羽、
冬は45羽、秋冬40羽と頭数を少なくして鶏たちが充分な運動量をとれるように
しています。

シガポートリーの鶏肉 チャンキー種「鶏一番」

※ワクチンについて：出荷までに3回摂取（孵化後、水に薄めて与えるほか、
　14日目・28日目に摂取）。内容は主に家畜伝染病予防など。

2820
鶏一番手羽先 200g

シガポートリー

鶏一番手羽モト
2813

200ｇ

シガポートリー

鶏一番肝 180g

2837 シガポートリー

259円（税込）339円（税込）

305円（税込）

鶏一番ミンチ 250g

42 シガポートリー

463円（税込）

掲載価格はすべて消費税込み価格です

ロ
ー
ス

モ
モ

バラ

ヒレ
タン

サ
ー
ロ
イ
ン

肩
ロ
ー
ス

ネ
ッ
ク

ラ
ン
プ

肩

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

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

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

バラ

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

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

44
焼肉セット 210ｇ

アルプス牛（交雑種）

円1628 （税込）

2875
ロースしゃぶしゃぶ 170g

アルプス牛（交雑種）

1814円（税込）2014円（税込）

2844
ロースステーキ 250g

アルプス牛（交雑種）

3104円（税込）

48
角切り 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

934円（税込）

49
ミンチ 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1098円（税込）

43
上焼肉 170ｇ

アルプス牛（交雑種）

1791円（税込）

モモブロック 300ｇ

アルプス牛（交雑種）

2578円

2905

（税込）

39
鶏一番モモ 200g

シガポートリー

460円（税込）

40
鶏一番むね 200g

シガポートリー

363円（税込）

鶏一番ささみ
41

180g

シガポートリー

432円（税込）

ささみに

梅肉を挟んで♫

2868
ロースアミ焼 170g

アルプス牛（交雑種）

1924円（税込）

170ｇ

2851
サイコロステーキ 170g

アルプス牛（交雑種）
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50
ボンレスハムスライス 100g

和歌山ポークTONTON

豚もも肉を使います。成熟された味は
パンにも驚くほどマッチします。
<原材料>自家産自家配合豚、粗塩、
黒砂糖、香料(天然)

52
ショートウインナー粗挽きポークソーセージ 130g

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

53
フランクソーセージ 230g

和歌山ポークTONTON 和歌山ポークTONTON

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

51
130g

和歌山ポークTONTON

509円（税込） 576円（税込） 533円（税込） 717円（税込）

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

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

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

和歌山ポークTONTONの豚肉

61
豚ロースカット 300g

和歌山ポークTONTON

1083円（税込）

55
豚生姜焼き用
ローススライス

200g

和歌山ポークTONTON

864円（税込）

59
豚バラスライス 200g

和歌山ポークTONTON

554円（税込）

和歌山ポークTONTON63
豚角切り 200g

571円（税込）

2936
豚スペアリブ 300g

和歌山ポークTONTON

830円（税込）

54
豚ローススライス 200g

和歌山ポークTONTON

834円（税込）

56
豚しゃぶ用ロース 200g

和歌山ポークTONTON

864円（税込）

58
豚赤身スライス 200g

和歌山ポークTONTON

547円（税込）

62
豚ミンチ 300g

和歌山ポークTONTON

648円（税込）

60
豚肩ローススライス 200g

和歌山ポークTONTON

706円（税込）

魚介類

2943
さしみ用生わかめ
(三陸産)

120g

有限会社リアス海藻店

566円  

三陸産の天然わか
めのうち、生食でき
るものを厳選した
ものです。舌ざわり
がなめらか。
<原材料>わかめ
(岩手県産)、食塩、
食塩含有率：50%

（税込）

69
自然そのまま天然むき海老 120g

パプアニューギニア海産

（天然むき海老）

円958 （税込）

パプアニューギニアで採れた海老を船の
上で急速凍結。黒変防止剤など薬品は不使
用。大阪の自社工場で一度解凍し、一尾づ
つ手でむいています。
<原材料>バナナ海老、タイガー海老、エン
デバー海老(パプアニューギニア産）

（税込）

和歌山ポークTONTON2912
ベーコンブロック 約300g

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

1382円

65
豚ヒレブロック 250g

和歌山ポークTONTON

豚肩ロースブロック 300g

和歌山ポークTONTON

1226円（税込）

994円（税込）

豚バラブロック 300g

和歌山ポークTONTON

（税込）806円

57
豚ももスライス 200g

和歌山ポークTONTON

563円（税込）

定番 の「野菜の豚肉巻」

67

パプアニューギニア産の天
然エビのみ使用。漁獲後す
ぐに船の上で急速凍結。約
8尾の使い切りサイズ。
<原材料>バナナ海老、タ
イガー海老、エンデバー海
老(パプアニューギニア産）

2950
自然そのまま天然海老

（ミックスサイズ）
200g

パプアニューギニア海産

  

パプアニューギニア産の天然エビのみ使
用。漁獲後すぐに船の上で急速凍結。薬
品・添加物は使用していません。
<原材料>バナナ海老、タイガー海老、エ
ンデバー海老(パプアニューギニア産）

海老が良い

自然そのまま天然海老
（Ｍサイズ）

110g

798円（税込）
598円（税込）

（天然海老Mサイズ）

船の上で急速凍結する「船凍
品」です。漁獲してすぐに選
別し頭を取り、水を入れて急
速凍結しているので

自然そのまま！！

スタッフおすすめ商品！！

パプアニューギニア海産

天然むき海老の
エビフライもオススメ！！

68 パプアニューギニア海産

お求めやすい価格になりました
価格改定により

豚ももブロック 300g

和歌山ポークTONTON

豚ロースブロック 300g

和歌山ポークTONTON

776円（税込）

1122円（税込）

64

2929

66

ブ
ロ
ッ
ク
肉

各
種
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広大な牧草地での放牧
による「山地酪農方式」
で育てた乳牛から搾乳し
た低温殺菌牛乳。
<原材料>生乳100％、
原乳：斎藤牧場

滋賀県信楽の山田牧場の
牛乳を使用。牛乳本来の
旨味や栄養価を大切にし
た低温殺菌（65℃で30分
間）牛乳です。
<原材料>
生乳100％、原乳：滋賀県
信楽 山田牧場

生乳100%使用。安定剤等
不使用なので、ホエーが分
離することがありますが、
品質に問題ありません。
<原材料>
生乳100％、原乳：滋賀県
信楽 山田牧場

ホモジナイズ処理をしてい
ないため、置いておくと表面
に生クリームが浮いてきま
す。ふって混ぜてから飲むと
自然な牛乳の甘さをご賞味
いただけます。
<原材料>生乳100％、原乳：
滋賀県信楽 山田牧場

2738
純生クリーム 200ml

ひまわり乳業

588円製造日含3日

原乳（未殺菌）を遠心分
離器にかけ、生クリーム
を分離後85℃10分で
殺菌、充填しています。
<原材料>
生乳100％、原乳：斎藤
牧場

9
よつ葉バター(加塩) 150g

よつ葉乳業

345円

原料のミルクにこだわった贅沢なバ
ター。パンに塗るだけでなく、お料理
の風味づけなどにも重宝します。
<原材料>生乳、食塩

ヨーグルトパック100cc（無糖） 100cc

南海牛乳

105円製造日含14日

生乳100%使用。安定
剤等不使用なので、ホ
エーが分離することが
ありますが、品質に問
題ありません。
<原材料>
生乳100％、原乳：滋賀
県信楽 山田牧場

※横置きしないで下さい  

8
のむヨーグルト瓶 720ml

南海牛乳

389円製造日含15日

生乳100%使用。安定
剤等不使用なので、ホ
エーが分離することが
ありますが、品質に問
題ありません。
<原材料>
生乳、果糖、原乳：滋賀
県信楽 山田牧場

6
ヨーグルトパック400cc（無糖） 400cc

南海牛乳

320円製造日含14日

生乳100%使用。安
定剤等不使用なの
で、ホエーが分離す
ることがあります
が、品質に問題あり
ません。
< 原 材 料 > 生 乳
100％、原乳：滋賀
県信楽 山田牧場

※横置きしないで下さい

7

※横置きしないで下さい
ビンの返却をお願いします

職員オススメ

（税込） （税込） （税込）

1リットルパック

3
あいのう牛乳

南海牛乳

313円製造日含5日

※横置きしないで下さい

（税込）

2
山地酪農ノンホモ牛乳 1リットルパック

ひまわり乳業

426円製造日含6日 （税込）

（税込） （税込）

5
ヨーグルト瓶（無糖）180ml

南海牛乳

131円製造日含14日

※横置きしないで下さい
ビンの返却をお願いします

（税込）
4

2721

ノンホモ瓶牛乳
【大】900ml

【小】180ml

南海牛乳

347円

105円
製造日含5日

※横置きしないで下さい
ビンの返却をお願いします

（税込）

（税込）

牛乳
乳製品

MI
LK

とうふ・こんにゃく
豆製品

20

15
うす揚げ 1枚

269円製造日含2日

愛農の国産有機または特別栽培の大
豆を使用。さっと焼いてそのままおか
ずや和え物にも。油抜き不要。
<原材料>大豆（国産）､にがり(青い
海)､なたね油

16
寿司あげ 3枚

とうふしょっぷおのえとうふしょっぷおのえとうふしょっぷおのえ

とうふしょっぷおのえ とうふしょっぷおのえ

299円製造日含2日

愛農の国産有機または特別栽培の大
豆を使用。しっかりとした厚めの生
地。いなり寿司や巾着に。油抜き不要。
<原材料>大豆（国産）､にがり(青い
海)､なたね油

17
2個

とうふしょっぷおのえ

とうふしょっぷおのえ

製造日含2日

12
絹こし豆腐 330g

299円製造日含3日

愛農の国産有機ま
たは特別栽培の大
豆を使用。消泡剤を
使わずに丁寧に仕
上げました。
<原材料>
国産大豆100%、
凝固剤(粗製海水塩
化マグネシウム)

  
  

木綿豆腐 330g

299円製造日含3日

とうふしょっぷおのえ13

14
おぼろ（寄せ）豆腐 350g

318円製造日含3日

愛農の国産有機ま
たは特別栽培の大
豆を使用。消泡剤を
使わずに丁寧に仕
上げました。
<原材料>
国 産 大 豆 、凝 固 剤
(粗製海水塩化マグ
ネシウム)

厚揚げ

19
ひろうす 2個

382円製造日含3日

愛農の国産有機または特別栽培の大豆
を使用。油は菜種油を使用。ふんわり揚
がりました。
<原材料>国内産大豆、塩化マグネシウ
ム、菜種油、ゴボウ、人参

おから 200g

39円製造日含3日

22
角こんにゃく 240g

ヒバ食品

163円3ヶ月

生いものみを使っ
た手作り製法にこ
だわっています。肉
厚なこんにゃくの味
をお楽しみくださ
い。
<原材料>こんにゃ
く芋（国内産）、水
酸化カルシウム（凝
固剤）

23
糸こんにゃく 200g

ヒバ食品

163円3ヶ月

生いものみを使っ
た手作り製法にこ
だわっています。短
時間でも味が染み
わたります。
<原材料>こんにゃ
く芋（国内産）、水
酸化カルシウム（凝
固剤）

24
牛若納豆（中粒） 80g

牛若納豆

製造日含14日

25

昔ながらの経木三重包装に国産大豆
を盛込みました。経木の匂いがほのか
にする美味しい納豆です。
<原材料>国産大豆（遺伝子組換えでない）

海精にがり 2ml×6

海の精

185円

伊豆大島で海水か
ら直接生産する貴
重な国産の伝統ニ
ガリです。黒潮が
運 ぶ 清 麗 な 海 水
だけを原料にし、
他のニガリや添加
物は加えていませ
ん。1包(2ml)と、
200mlの豆乳で
豆腐が作れます。

2745
おのえ豆乳

有機豆乳パック
500ml

330ml

330ml×１２本

とうふしょっぷおのえ めいらく

465加工日含め3日

製造日より120日

2752

2769
21

円 130円

1500円とうふショップおの
えの 豆 乳 。 大 豆 の
風味が非常に濃厚で
す。
<原材料 >
大豆（国産）

豆腐もできる大豆固形分
10％の無調整豆乳です。
イソフラボン、大豆たんぱ
く等の大豆の成分がしっ
かり入っています。
<原材料>有機大豆（カナ
ダ、アメリカ産）

あいのうカップ納豆（小粒）50g×2

牛若納豆

226円製造日含14日

26
牛若ひきわり納豆 40g×2

牛若納豆

198円製造日含14日

国産の大豆を使用したオリジナル納豆
です。食べやすい2個パック。
<原材料>国産大豆（遺伝子組換えでない）

愛農の国産有機または特別栽培の大豆
を使用。豆腐の食感と旨味がいきてい
ます。食べ応えあり。
<原材料>大豆（国産）､にがり(青い
海)､なたね油

10
よつ葉３種シュレッドチーズ 130g

よつ葉乳業

北海道十勝産の3
種類のナチュラル
チーズをブレンド。
セルロース不使用
でチーズ本来の味
をお楽しみいただ
けます。
<原材料>
生乳、食塩

11
よつ葉チェダーチーズ 200g

よつ葉乳業

545

ナッツのような風味
と深いコク、ほのか
な酸 味が特 徴 。加
熱すると溶けるの
で、トーストやピザ
にも。
<原材料>
生乳、食塩

円429 円

<原材料>ひきわり大豆（国産）（遺伝子組
換えでない）、納豆菌/たれ[しょうゆ（大豆、
小麦を含む）、砂糖、食塩、カツオエキス、昆
布エキス、カツオ節エキス、酵母エキス酒
精]、からし[マスタード、食塩、醸造酢、着色料

（ウコン色素）、酸味料（クエン酸）]

愛農の大豆で作った豆腐からできた
おからです。
<原材料>国産大豆

国 産 大 豆
使 用

愛農の国産有機ま
たは特別栽培の大
豆を使用。消泡剤
を使わずに丁寧に
仕上げました。
<原材料>
国産大豆100%、凝
固剤(粗製海水塩化
マグネシウム)

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込）

299円（税込）（税込）（税込）（税込）

とうふしょっぷおのえ

円

18
絹こし厚揚げ 4個

299製造日含3日

愛農の国産有機または特別栽培の大
豆を使用。消泡剤を使わずに丁寧に仕
上げた豆腐を菜種油で揚げました。
<原材料>国内産大豆、塩化マグネシ
ウム、菜種油

（税込）

（税込）
（税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）（税込）

（税込） （税込）

（税込）

203円



9商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます 掲載価格はすべて消費税込み価格です 平成 30 年 10 月　102 号

29
千代さんの田舎みそ 750g

東城愛農有機野菜の里

880円

広島県庄原市東城町産の農薬不使用
米を使用し、国産大豆で仕上げまし
た。塩はシママースを使用。
<原材料>国産丸大豆、米麹(東城産
米使用)、天日塩

円

30
麦みそ 1kg

純正食品マルシマ

734

有機大豆と国内産大麦を使用して醸
造した中甘口タイプの味噌です。
<原材料>大麦(国内産)、丸大豆(有
機)、食塩、酒精

名刀乾燥玄米こうじ 500g

名刀味噌本舗

972円

玄米と麹菌のみで
作っており、味噌
や甘酒作りに最適
です。
<原材料>
玄米、麹菌

2783
名刀合わせ味噌 800g

名刀味噌本舗

岡山県産を中心に厳選した国内産材料
を使い、長期熟成。添加物は一切加え
ていません。出荷時に熱処理をしない
生味噌だから、酵母が生きています。
<原材料>米、大豆、食塩

31
有機八丁味噌 400g

まるや八丁味噌

821円  

有機大豆と塩のみ
の原料にこだわり
の伝統製法で天然
醸造した、こだわ
りの八丁味噌。
<原材料>
有機大豆、食塩

2790
塩糀（しおこうじ） 230g

仁井田本家

864円
塩麹は麹と塩と水を熟成
させた発酵食品。手軽にお
料理を美味しくする万能
調味料です。肉、魚、野菜
など漬けるだけで驚くほ
ど美味しくなり、お肉は柔
らかくジューシーになりま
す。

<原材料>米麹(国産米)、
塩(海の精)

32

みそ・こうじ

元禄2年創業の老舗の
糀屋雨風×愛農

やさい屋さんの生糀 500g

889円  冷凍で6ヶ月

大阪愛農食品センター28

元禄二年より、大阪・堺で醤油・麹などの製造、販売を
している「麹屋雨風」さんにセンターの有機米または
農薬不使用米を使って、生糀を作って頂きました。
<原材料>有機米または農薬不使用米

（税込） （税込）

（税込）

（税込）

（税込）（税込）

円864 （税込）

（税込）

生うどん2食 230g

館製麺所

209冬季7日、夏季6日

2806
生細うどん2食 230g

館製麺所

209円冬季7日、夏季6日

館さんの指定生産者による国産小麦粉のみ使用。生タイプ。
<原材料>小麦粉、にがり塩

生中華そば2食 200g

館製麺所

280円冬季7日、夏季6日

国産小麦と安全農産供給センターの卵
を使用。生タイプ。
<原材料>小麦粉、卵、塩

円

37
ゆで焼そば 150g

館製麺所

110円冬季7日、夏季5日

館さんの指定生産者による国産小麦
粉のみ使用しています。
<原材料>小麦粉、卵、食塩

38
ゆで和そば 130g

館製麺所

148円冬季7日、夏季5日

館さんの指定生産者による国産蕎麦
粉のみ使用しています。
<原材料>小麦粉、そば粉、食塩

生そば2食 230g

館製麺所

385円冬季7日、夏季6日

館さんの指定生産者による国産蕎麦
粉のみ使用。喉ごしのよいそばです。
<原材料>そば粉、小麦粉、にがり塩

館製麺は原料となる
小麦粉は国産小麦に
こだわり麺作りをされています。

館さんの指定生産者による国産小麦
粉のみ使用。もちもちの歯ごたえと小
麦の味が楽しめます。
<原材料>小麦粉、にがり塩

円館製麺所の
うどん・そば （税込） （税込）

（税込） （税込）（税込）

ゆでうどん1玉 200g

館製麺所

110円冬季7日、夏季5日

館さんの指定生産者による国産小麦
粉のみ使用しています。
<原材料>小麦粉、食塩

36

（税込）

（税込）

砂糖
自然塩

100
あいのうモラセス
シュガー

1kg

大阪愛農食品センター

  

喜界島のさとうき
びが 原 料 で す 。ミ
ネラル分が多めで
しっとりし て い ま
す。
<原材料>
国産さとうきび

3421 粉末黒糖 300g

3438 固形黒糖 300g

日本デイリーヘルス

各362円

沖縄・鹿児島(奄美)産の原料を使用。粗
糖、純黒糖のみを煮詰めてつくりました。
<原材料>粗糖(さとうきび)、黒砂糖

101
3445

シママース
1kg

青い海

271円374円 811円

薪 で煮 詰めているた
め、遠赤外線の放射に
より塩が活性化され、
まろやかでコクがあり
ます。
<原材料>天日塩（メ
キシコまたはオースト
ラリア）、海水（沖縄）、
＜工程＞溶解、平釜

固形黒糖粉末黒糖

（徳用）4kg

3452 青い海

沖縄の海水100％使
用。化学的に作られ
た 濃 縮 海 水 など は
一切使っておりませ
ん。
<原材料>海水（沖
縄）、＜工程＞逆浸透
膜、立釜、平釜、平釜

沖縄の海水塩 500g

996円
（税込）

（税込） （税込）

（税込）
（税込）

館製麺所の生細うどんでぶっかけ
5分で茹で上がるのに
こしがあっておいしい！

このお値段で
本格うどん屋さんの味を
ご家庭で味わえるなんて
かなりのお値打ち商品！

糀には100種の酵素、400種の栄養素が含まれているといわれています。
お手製の塩糀、醤油糀などを毎日の食事にぜひ。

手作り醤油麹

塩
糀
・
甘
酒
・
醤
油
糀
の

レ
シ
ピ
付

栄養価を損なわぬよう大豆を蒸し漂白
等の処理を一切行わず、しかも熟成期
間を長く採るため味や風味に優れてい
ます。<原材料>米、大豆、食塩

2776
名刀甘みそ（白みそ）750g

名刀味噌本舗

864 円  

※パッケージが変更となる
場合がござい ます。

※価格改定

300g

680円

27
やさい屋さんの甘酒

大阪愛農食品センター

  冷凍で6ヶ月

大阪愛農のＰＢ商品
やさい屋さんシリーズ

（税込）

伊賀市の農薬不使用米・有機栽培米使用の麹とガイヴォー
ターで作った飲む点滴ともいわれる甘酒。砂糖や他の甘味
料を全く使わず麹のみの甘さのみ、保存料や添加物を一切
使わず、高機能性の水ガイヴォーターのみを使って作ったノ
ンアルコール甘酒です。3倍に希釈しても美味しいです。
<原材料>米こうじ（国産米） ※解凍後は、冷蔵庫に入れ10日以内にお飲み下さい。

甘
酒

朝
に
飲
め
ば

エ
ネ
ル
ギ
ー
チ
ャ
ー
ジ

夜
に
飲
め
ば

体
力
回
復
を
サ
ポ
ー
ト

健
康
維
持
の
た
め
に

甘
酒
を
オ
ス
ス
メ
し
ま
す
！

ノ
ン
ア
ル
コ
ー
ル

保
存
料
・
添
加
物
不
使
用
！

33 34 35

※価格改定

夏
バ
テ
に
も

効
果
的
！！

※原材料高騰のため
価格と容量が変更
になりました。
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たまご
無精卵の生産者
西井一雄さん

(和歌山県有田郡)

5975
ケージ無精卵 箱 5kg

堀田聖(大阪府岸和田市塔原)

※時価（参考価格）

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

2974

71

5968

パック平飼有精卵
6個

10個

5kg箱

堀田聖(大阪府岸和田市塔原)

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

パックの返却をお願いします

2967
70

5951

パック平飼無精卵
6個

10個

5kg箱

西井オーガニックファーム（和歌山県有田郡）

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

パックの返却をお願いします

有精卵・ケージ無精卵の
生産者・堀田聖さん

(大阪府岸和田市塔原)

350円（税込） 2921円（税込）381円（税込）

523円（税込） 553円（税込）

3384円（税込） 3693円（税込）

パン ポッポ 大阪市西成区にある障害をもった人達とともに働くパン屋さん

3032
チーズフラワー 1個

ポッポ

製造日より2日

3049
バターロール3個 3個

ポッポ

製造日より2日

3001
ロイヤル食パン

ポッポ

製造日より3日

3018
レーズンポッポ食パン 1.5斤1.5斤

ポッポ

製造日より3日

3025
レーズンバンズ 1個

ポッポ

製造日より2日

甘味とバターを加えた、おやつ感覚の甘め
の食パンです。素焼きでも十分美味しいで
す。<原材料>国内産小麦、生イースト、粗
糖、沖縄の塩、卵、よつばの脱脂粉乳、よつ
ばの無塩バター、よつばの加塩バター

天然酵母山食パンに、有機レーズンを
入れました。サクッと歯ごたえにレーズ
ンの甘みが口に広がります。
<原材料>国内産小麦、粗糖、酵母、沖
縄の塩、有機レーズン

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

角食パンの生地によつばのシュレッド
チーズを散りばめて焼きました。
<原材料>国内産小麦、粗糖、よつば
の脱脂粉乳、よつばの無塩バター、生
イースト、シュレッドチーズ、沖縄の塩

ロイヤル食パン生地と同じ原材料で作
り上げたロールパン。朝食に、子供さん
のおやつにどうぞ。<原材料>国内産小
麦、生イースト、粗糖、沖縄の塩、卵、よ
つばの脱脂粉乳、よつばの無塩バター

有機レーズン入りで食べやすいサイズ
でお子様のおやつにもぴったり。パン
の生地は角食パンと同じものです。
<原材料>国内産小麦、粗糖、よつば
の脱脂粉乳、よつばの無塩バター、生
イースト、沖縄の塩、有機レーズン

2998
角食パン 1斤

ポッポ

製造日より3日

国内産小麦粉・生
イーストを使用。
懐かしい味わいと
食感のパンです。
< 原 材 料 > 国 内
産小麦、粗糖、よ
つばの脱脂粉乳、
よつ ばの 無 塩 バ
ター、生イースト、
沖縄の塩

2981
天然酵母山食パン1.5斤1.5斤

ポッポ

製造日より3日

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

天然酵母山食パン0.75斤
72

0.75斤

ポッポ

製造日より3日

1.5斤

0.75斤

さんさんベーカリー

国産小麦100％（北海道産と三重県産のブレンド）、自家製米酵母、塩
だけというシンプルなパン。普通のフランスパンと違い、もちもち食
感が売りのソフトなフランスパンです。
<原材料>国内産小麦、天然酵母（国内産米麹）、食塩（赤穂の天塩）

3063
ソフトフランスパン 1本

さんさんベーカリー

製造日含め4日
長さ約25cm

日本人の主食であるお米由来
自家製天然酵母使用

加工処理内容に安心と信頼を
国産材料と有機食材

原料一つ一つにこだわる
「子ども達の未来に繋がる食作り」

<原材料>国内産小麦、天然酵母（国内産米麹）、洗
双糖、有機パーム油、食塩

天然酵母の食パンをあまり食べたことがない人でも
食べやすいように四角い食パンの形に焼き上げ、歯
切れの良いパンに仕上がるように有機パーム油をい
れて、ふんわり食感に仕上げています。

北海道産小麦「春よ恋」100％使用。

74
パン・ド・カンパーニュ 1個

さんさんベーカリー

製造日含め4日
直径約15cm

フランス語で「田舎風パン」を意味し、北海道産小麦
「春よ恋」を自家製天然酵母でゆっくり発酵させた
やや酸味のある食事パン。外はパリッと中はモチモ
チっとした食感で石臼で引いた小麦の香り豊かな
パンに仕上がっています。
<原材料>国内産小麦、天然酵母（国内産米麹）、洗
双糖（種子島産）、食塩（赤穂の天塩）

北海道産小麦「春よ恋」100％使用。シンプルな材料で、昔懐かし
い味わいのこっぺぱんを再現しました。
<原材料>国内産小麦、天然酵母（国内産米麹）、洗双糖（種子島
産）、食塩（赤穂の天塩）

天然酵母で作った生地は歯切れの良いバター風味で、豊か
な味わいに仕上がっています。あんこは時間をかけてゆっ
くり炊き上げているので、すっきりとした甘さが特徴です。
<原材料>小麦粉（国産）、小豆（北海道）、四つ葉バター、
全卵、オーガニック蜂蜜（ブルガリア産）、脱脂粉乳、天然酵
母、洗双糖、黒糖、食塩、白ごま

4602
あんぱん 1個

さんさんベーカリー

製造日含め3日

サクサクのビスケット生地のメロン皮
と、もちもちの生地が特徴です。ベーキ
ングパウダーは使っていません。
<原材料>小麦粉（国産）、天然酵母、四
つ葉バター、卵、脱脂粉乳、洗双糖、食塩

泉州・南大阪で障害者が自分らしく
働き暮らす社会と輝く未来を目指す

「デイセンターせんなん」が作るこだわりのパン

生地の甘さとチーズが絡み合って、シン
プルなのに味わい深い一品です。
<原材料>小麦粉（国産）、カマンベー
ルチーズ、天然酵母、洗双糖、食塩

4619
チーズの女王 1個

さんさんベーカリー

製造日含め3日

有機くるみを練り込んだ生地の中にじっ
くり時間をかけて炊いたあんこが入り、
深みのある味わいに仕上げました。
<原材料>小麦粉（国産）、小豆（北海
道）、有機くるみ、オーガニック蜂蜜（ブル
ガリア産）、天然酵母、洗双糖、黒糖、食塩

製造日含め3日

76
平焼きくるみあんぱん 1個

さんさんベーカリー
4596
こっぺぱんプレーン 1個

さんさんベーカリー

製造日含め3日
長さ約15cm

長さ約22cm

3056
週変わりスティックパン 5本

さんさんベーカリー

製造日含め4日

507円（税込）

604円（税込） 626円（税込） 120円（税込） 120円（税込） 295円（税込）

4626
メロンパン 1個

さんさんベーカリー

製造日含め3日 140円（税込）

150円（税込）

75
天然酵母食パン

さんさんベーカリー

製造日含め4日

1個

320円（税込）

130円（税込）
100円（税込）

200円（税込）

380円（税込）

360円（税込）

73
角食パン

さんさんベーカリー

製造日含め4日

5枚切（１斤）

340円（税込）

130円（税込）

265円（税込）

311円（税込）

シンプルだけど小麦の味と香りがしっかりと感じられます。
<原材料>国内産小麦（北海道産春よ恋、ロイヤルストーン石
臼引き）、洗双糖、天然酵母（国内産米麹）、食塩

○黒糖 ○オレンジ＆レモン ○かぼちゃ ○にんじん

白神こだま酵母を使った生地に有機かぼちゃを裏ごし
して練り込みました。栄養満点の野菜パンです。
<原材料>国内産小麦、有機かぼちゃ（国内産）、有機
パーム油、洗双糖（種子島産）、天然酵母（白神こだま
酵母）、食塩（赤穂の天塩）今週はかぼちゃ！

天然酵母の香りともちもち

の食感を楽しめます。
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783070
濃口醤油
卓上密封ボトル

杉桶仕込醤油
卓上密封ボトル

200ml200ml

純正食品マルシマ純正食品マルシマ

空気に触れない密封ボトルだか
ら開栓後常温保存でも美味しさ
を９０日間キープします。醤油造り
に最適な気候・風土に恵まれ、醤
油醸造400年の歴史ある小豆島
にて伝承された技術で丸大豆、小
麦を原料にじっくりと熟成させた
JAS規格本醸造・特級醤油です。
<原材料>大豆(遺伝子組換えで
ない) 、小麦、食塩

<原材料>
国内産大豆（遺伝子組み
換えではない）、国内産
小麦、天日塩

国産大豆・小麦で
仕込んだ杉桶醤油の
卓上ボトルが登場！

国内産丸大豆と国内産小麦、天日塩
を原料に三十石杉桶でじっくり熟成
させました。天然醸造ならではの芳
醇な香りと深い味わいをお楽しみく
ださい。

81
淡口醤油 900ml

純正食品マルシマ

丸大豆・小麦・天日塩を原
料に熟成させた本醸造醤
油です。料理素材の色や
味を一層引き立てる淡色
に仕上げました。
<原材料>大豆(遺伝子組
換えでない) 、小麦、食塩

3087
79

3094
80

杉樽仕込醤油（濃口）
1800ml

900ml

純正食品マルシマ

2160円

1080円

国内産大豆、国内産小麦を
天日塩で仕込みました。
ひとつひとつの原料にこだ
わり、杉樽にてじっくりと熟
成させました。
４百年の伝統を極めたこだ
わりの逸品です。
<原材料>大豆(遺伝子組
換えでない) 、小麦、天日塩

濃口醤油
純正食品マルシマ

醤油造りに最適な気候風土
に恵まれた小豆島で、丸大
豆・小麦・天日塩を原料に熟
成させた本醸造醤油です。
<原材料>大豆(遺伝子組
換えでない) 、小麦、食塩

1800ml

900ml

82
国内産 有機玄米酢 300ml

純正食品マルシマ

有機栽培の玄米だけを原
料に、昔ながらの製法で
じっくりと醸造したこだ
わりのお酢です。
<原材料>有機玄米

3124
有機純米酢 500ml

純正食品マルシマ

有機栽培されたうるち米だけ
を原料に、昔ながらの製法に
こだわり醸造したお酢です。
純米酢独特の香りと旨みを御
賞味いただけます。
<原材料>有機米(国内産) 
＜酸度＞4.5%

3131
りんご酢 500ml

純正食品マルシマ

国内産りんご果汁100％を
使用した醸造酢です。くせ
のないすっきりとした酸味
は、ドレッシングやバーモン
ドドリンクに最適です。
<原材料>りんご果汁

3148
富士すし酢 360ml

飯尾醸造

648円

簡単にお寿司やさんのす
し飯が出来ます。蜂蜜と
粗糖を甘味に使用してい
ますから、コクと旨味があ
ります。
<原材料>米酢、蜂蜜、砂
糖(粗糖)、塩

3193
純米発酵調味料

（みりん風味調味料）
500ml

純正食品マルシマ

691円

伝統的な三河味醂の製
法を承継し、うるち米・
もち米で醸造し天日塩
を加えた本格調味料で
す。
<原材料>もち米、うる
ち米、米焼酎、食塩

84
料理酒 蔵の素 720ml

大木代吉本店

1080円

旨味成分となるアミノ
酸を多く含みこくと照り
を生み出します。お燗で
飲んでも美味しい自然
酒。化学調味料を使って
おりません。
<原材料>米、米麹
アルコール度：16度

3186
83

三河本みりん
1800ml

700ml

角谷文治郎商店

2506円

1102円
原材料は全て農薬不使
用栽培のものを使用。
気候に恵まれた本場で
熟成させたため、甘さと
旨味をが増してくる本
格みりんです。
< 原 材 料 > もち 米 、米
こうじ、本 格しょうちゅ
う（国 内産 米10 0 %使
用）

648 円 702円

水洗い・下茹でをして漬けるだけ！
おいしい甘酢漬けができる優れ
もの！
本品500mlで約700g（1kgを根
とりなどするとこのくらいの量
に）のらっきょう漬けができます。
＜原材料＞有機米酢、粗糖、食塩、
はちみつ、昆布、（食塩は「にが
り」を含む塩を使用）

3179
バルサミコ酢 250ml

アリサン

北イタリアのモデナで有機
栽培されたブドウから作ら
れました。ソースやドレッシ
ングにお使い下さい。
<原材料>ワインビネガー、
濃縮ぶどうジュース

円1404

有機JAS認定商品
国産有機大豆・国産有
機小麦・天日塩で杉桶
でじっくりと熟成させ
た淡口醤油です。
<原材料>
有機大豆、有機小麦、
食塩

3100
国産有機淡口醤油 900ml

片上醤油

調味料・油

職員おすすめ！

497円 394円

972円718円

540円

（税込） （税込）

（税込）

（税込）

3155
かけるだけで酢の物 500ml

純正食品マルシマ

681円

野菜もらっきょうも
漬かるんで酢

500ml

540円（税込）

3162 純正食品マルシマ

北海道昆布でとった「だ
し」に、「有機純米酢」な
どを使用。かけるだけで
おいしい酢の物ができま
す。
<原材料>米酢（有機）、
三温糖、食塩、昆布、醤油

（大豆、小麦を含む）

（税込）（税込）（税込）

（税込）
（税込）（税込）

（税込）

（税込）（税込）

756円（税込）

（税込）

1264円（税込）（税込）

（税込）

270ｇ

460ｇ

270ｇ

460ｇ

1130円

2260円

1250円

1980円

88

90
チュニジア産エキストラ
バージンオリーブオイル

500ml

アリサン

有機ＪＡＳ認定のチュニジア産オリーブオイ
ル。伝統的なオリーブの産地であるチュニ
ジアのオリーブオイルはフルーティーでま
ろやかな味わいです。低温圧搾方法なの
で、オリーブ本来の自然な風味と香りを楽し
めます。
<原材料>オリーブ

86
調合米油(紅花油30%) 米と紅花油

600g

ボーソー油脂 ボーソー油脂

玄米の新鮮な胚芽と米
ぬかから生まれた、栄養
豊かな米油70％とベニ
花油30％をブレンドし
たバランスの良い食用
油です。
<原材料>食用こめ油、
食用サフラワー油(ハイ
リノール)

玄米の新鮮な胚芽と米
ぬかから生まれた、栄養
豊かな米油70％とベニ
花油30％をブレンドし
たバランスの良い食用
油です。
<原材料>食用こめ油、
食用サフラワー油(ハイ
リノール)

87
3216

こめ油(米油100%)
1350g

600g

ボーソー油脂

819円

526円

軽く香ばしい風味が特
徴の美味しい油で、揚
げ油としても広く使わ
れています。 製菓業界
をはじめ、学校給食な
どでも広く使われ、各
業 界 のプロが 認 める
美味しさです。
<原材料>食用こめ油

3230

アフリカ産のごまを圧搾一
番搾りしたものです。搾った
あと、放置し2回ろ過しまし
た。調理油の中で酸化に一
番強い油です。
<原材料>ごま

89

貴重な国産菜種だけを使用。
職人が大きな鉄釜で直火で菜
種を炒り、伝統的なねじ式の圧
搾製法で搾った菜種油です。 
昔ながらの製法に忠実に作ら
れた、一番絞りのおいしさをお
届けします。<原材料>なたね

1350g

1058円

3223
影山ごま油

影山製油所

影山なたね油
影山製油所

影山生絞りゴマ油 460g

影山製油所

2777円

ナイジェリア産の胡麻を煎
らずに蒸して、ねじ式の圧
搾機で抽出したゴマ油で
す。<原材料>ごま

ゴマ油は毒素を排出するた
めマッサージにも用いられて
います。
生絞りゴマ油は無臭なので
多様な用途でご使用いただ
けます！

648円

1199円

（税込）（税込）
（税込）（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

在庫
限り

ペペロンチーノで

パンにつけて

「プレスラン」は、二番絞りで
作られたワインで、当初は料
理酒として提供されていま
したが、柔らかな渋みと程よ
い酸味が調和する、値段が手
頃なデイリーワインとして、
人気があります。
<原材料>ぶどう品種：ナイアガラ
アルコール度：14度未満

料理用ワイン白
（プレスラン）

720ml

井筒ワイン

957円

3209

（税込）

85

胡麻らー油 30g

オーサワジャパン

432円（税込）常温で1年

化学調味料等添加物を一
切使わず、香辛料を贅沢に
使って、唐辛子の辛味に深
みを出しました。
<原材料>胡麻油（エチオ
ピア産）、ケイヒ・山椒・八角
（中国産）、みかんの皮（和
歌 山 県 産 ）、生 姜・長 ねぎ

（国産）、粉末唐辛子・ホー
ル唐辛子（国産）

32543247 3261
スペイン産
オリーブオイル

500ml

三育フーズ

2484円

スペインバレンシ
ア地方の農薬を一
切使わない自然の
中で実ったオリーブ
から作りました。風
味色合い・香りと最
高級のオリーブオ
イルです。
<原材料>オリーブ

（税込）

※お酒の販売は20歳以上の方
に限らせて頂きます。
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だし素材

92
たまごやさんの
マヨネーズ

300g

愛農流通センター

438

379

円

円

名 古 屋 愛 農 の た ま
ご、良質の菜種油と
純りんご酢で作りま
した。抗生物質・各種
ホルモン剤は使用し
ておりません。
<原材料>食用植物
油 脂 、卵 黄 、りんご
酢、食塩、砂糖、香辛
料

93
ゆずポン酢 300ml

純正食品マルシマ

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。
<原材料>しょうゆ（大豆・
遺伝子組み換えでない、小
麦含む）、醸造酢、橙果汁、
粗糖、みりん、ゆず果汁、酵
母エキス、かつおだし

91
有機ヒカリトマト
ケチャップ チューブ

300g

光食品

379円

有機トマトと国内産有機玉
葱・にんにくで作りました。
トマトの風味を堪能できる
ケチャップです。
<原材料>トマト、糖類（砂
糖・水飴）、醸造酒、食塩、た
まねぎ（有機）、にんにく（有
機）、香辛料

3308
300ml

ケンショー

537円製造日から2年

フルーツソースともいわれ
る、とろりと甘くコクのある
ソースです。厳選された原
材料で自然の風味を引き出
しました。
<原材料>野菜・果実(トマ
ト、りんご、たまねぎ、にん
じん、温州みかん、タマリン
ド、にんにく)、砂糖、米酢、食
塩、コーンスターチ、香辛料、
じゃこだし(あじ)、昆布だし

3292

ウスターソース 300ml

ケンショー

537円製造日から2年

高知契約農家の新鮮な野菜とくだ
ものに香り高いスパイスを加え、
遺伝子組換えのない純粋米酢、ミ
ネラルを含む室戸海洋深層水塩、
じゃこだしや昆布を仕込むことで
自然の風味を引き出しました。
<原材料>米酢、砂糖、野菜・果実
(トマト、たまねぎ、りんご、温州
みかん、タマリンド、にんにく)、食
塩、香辛料、じゃこだし(あじ)、昆
布だし

濃厚ソース

有機ウスターソース 250ml

光食品

389円常温で2年

■野菜・果実：100％有機栽
培■醸造酢：有機純りんご
酢■糖類：有機糖蜜と有機
砂糖■醤油：有機本醸造醤
油<原材料>リンゴ、玉ね
ぎ、にんにく、レモン、トマ
ト、みかん、醸造酢、糖類、
天日塩、醤油、香辛料(胡
椒、ナツメグ、丁字、ローレ
ル、桂皮等)、昆布

3322
有機中濃ソース 250ml

光食品

389円常温で1年6ヶ月

こだわりの原材料で作った、有
機ソース。野菜・果物の旨味や
甘味がたっぷり入っています。
<原材料>人参、トマト、玉ね
ぎ、みかん、レモン、ゆず、にん
にく、リンゴ、醸造酢、糖類、天
日塩、香辛料(胡椒、ナツメグ、
丁字、ローレル、桂皮等)、有機
コーンスターチ、醤油、昆布

3339
有機トマトソース 225g

光食品

円
常温で1年6ヶ月

有機トマトたっぷりの、
ガーリック＆バジル風
味のトマトソース。
< 原 材 料 > 有 機 栽 培
トマト・にんにく・玉ね
ぎ・生姜、有機純米酢、
食塩、麦芽水飴(国内
産非遺伝子組換原料
使用)、香辛料

3346

有機ピザソース 225g

光食品

454常温で1年6ヶ月

有機トマトで作ったピザ
ソース。ミートソースや
カレーにも。
<原材料>有機トマト、
有機醸造酢（米酢）、有
機たまねぎ、有機にんに
く、有機しょうが、食塩、
砂糖、香辛料、有機米醗
酵調味料

95
関西風お好みソース300g

光食品

常温で1年6ヶ月

マイルドな甘口タイプのお好み
ソース。隠し味に、オイスター
ソースと魚醤を使用。<原材料
>有機野菜・果実(たまねぎ、に
んじん、みかん、トマト、レモン、
にんにく、ゆず、しいたけ)、砂
糖、醸造酢(米酢)、食塩、でんぷ
ん、醤油(大豆、小麦を含む)、オ
イスターエキス、魚醤(イカを含
む)、こんぶ、香辛料、本みりん、
かつお節

3353
オイスターソース 115g

光食品

常温で1年6ヶ月

新鮮な国産カキから抽
出したエキスを使用。
炒め物や隠し味に。
<原材料>カキエキス
(国内産カキ)、国内産
粗糖、国内産本醸造醤
油、塩(シママース)、三
河みりん、魚醤、国内産
馬鈴薯澱粉(遺伝子組
み換えでない)、国内産
特別栽培レモン

（税込）

（税込） （税込）
（税込） （税込）

（税込）422円（税込）（税込）（税込）

乾物
加工品

3377 マエカワテイスト

完全無添加の白だし。いわ
しぶし、とびうお煮干、昆
布、しいたけ、 4種類の原料
の旨み
<原材料>風味原料(いわ
しぶし、とびうお煮干、こん
ぶ、椎茸)、食塩、砂糖

3384
有機天然だし
うすくち

200ml

マエカワテイスト

昔ながらの製法(煮釜造り
製法)で作ったかつお・さば・
こんぶのだしを使用。うす
くちタイプの有機だし醤油
です。
<原材料>有機しょうゆ(本
醸造)、風味原料(濃縮さば
だし、濃縮かつおだし、濃縮
こんぶだし)、有機砂糖、天
日塩、みりん、(原材料の一
部に小麦・大豆を含む)

3414
浅漬けの素 500ｍｌ

麹屋甚平

米ぬかを美味しいぬか床
からとった酵母菌、乳酸菌
で発酵させることにより、
ぬか漬風味のおいしさを
作り出しています。アミノ
酸調味液、化学調味料、安
定剤などは一切使用して
ません。
< 原 材 料 > 米 ぬか糀 、米
糀、食塩、酵母菌、乳酸菌

97
田舎味だしパック 8g×8袋

浜甚水産

201円

鰹節・椎茸・昆布を
粉砕してﾊﾟｯｸにし
ました。化学調味料
は一切使っており
ません。
<原材料>さば節、
鰹節、椎茸、粉末昆
布

98
四季彩 ・々和風だし 6g×8袋

株式会社スカイ・フード

こだ わりの 原 材 料 で
作った、香り高く味わ
い深い顆粒だし。アミ
ノ酸などの化学調味料
は一切使わず、自然の
旨味をいかしました。
<原材料>かつお節

（静岡県産）、塩、甜
菜糖（北海道産）、酵
母エキス、昆布（北海
道産）

3391
だし亭や･いりこだし 8g×8袋

ムソー

410円

瀬戸内産・長崎産のい
わしと、枕崎産かつお
節、北海道産昆布を使
用した、いわしの風味
が濃厚な顆粒タイプの
だしの素です。
<原材料>麦芽糖、食
塩、煮干いわし粉末、酵
母エキス粉末、鰹節粉
末、昆布粉末

3407
焼きだし 5g×8袋

純正食品マルシマ

422円

動物性素材を使用せ
ず、北海道産昆布と
国産椎茸、国産干し
大根の旨味を「特殊
製法」で十分に引き
出した風味豊かなだ
しの素です。
<原材料>食塩、てん
さい糖、酵母エキス、
昆布、椎茸、干し大根

化学調味料・たんぱく加
水分解物・酵母エキス
は不使用。素材の旨味
を大切に作りました。
< 原 材 料 > とりがら
スープ、食塩、醤油(有
機 ) ( 大 豆 、小 麦 を 含
む)、砂糖、たまねぎ(有
機)、にんじん(有機)、
キャベツ(有機)、セル
リー(有機)、香辛料

876円

無添加白だし
しあわせ

300ml

1080 円 370 円

96

あいのうだしつゆパック 900ml

愛農流通センター

国産丸大豆と国産小麦を原料
に小豆島の杉樽で二夏ねかせ
た天然醸造のあいのうしょうゆ
と安政元年(1854年)創業鰹節
の老舗『節辰』の本鰹節で作り
上げた風味豊かでまろやかな
だしつゆです。
<原材料>しょうゆ(本醸造)、だ
し(かつお節、宗田節、昆布、干
し椎茸)、砂糖、食塩、みりん(原
材料の一部に大豆小麦を含む)

3469 3476
かつお節パック 煮干しいりこ3.0g×8袋 100g

森田鰹節 ムソー

500円 356円

土佐の鰹節屋鰹枯
本節のみを削りま
した。鰹 節 の 独 特
の風味をお楽しみ
いただけます。
<原材料>かつお・
か れ ぶし ( 高 知 県
産)
＜密封方法＞不活
性ガス充てん気密
容器入

煮干の産地として
有名な瀬戸内海で、
獲れたばかりの新
鮮なかたくちいわし
を釜だきし、乾燥さ
せました。酸化防止
剤などの添加物は
一切使用しておりま
せん。
<原材料>肩口いわ
し(瀬戸内海産）

3360
福助八方だし 360ml

福助フーズ

502

367

円

円

388円（税込）

（税込）

（税込） （税込）（税込）

（税込）

（税込）

（税込） （税込）

（税込）（税込）432円（税込）

102
花かつお 50g

ムソー

適度に脂ののった鰹
を昔ながらの薪を燻
して乾燥させる伝統
的な焙乾法でつくら
れ た 本 物 の か つ お
節。
<原材料>
かつお・ふし(国産)
＜密封方法＞不活性
ガス充てん、気密容
器入

540円（税込）

良質の鰹節と昆布で仕上
げました。合成保存料・合
成甘味料・タール系・着色
料・化学調味料は一切使用
しておりません。
<原材料>
醤 油 [ 本 醸 造 ( 遺 伝 子 組
換え大豆不使用･小麦含
む)]、てんさい糖、うるめ
節、かつお節、塩、こんぶ、
三河みりん

3315
富士ゆずぽん酢 360ml

飯尾醸造

864円製造日より8ヶ月 （税込）

立ちのぼるフレッシュな香
りは、完熟したユズとカボ
スのたっぷり果汁。鍋物は
もちろん、冷しゃぶや餃子、
冷や奴、鰹のたたきにも。
<原材料>国産丸大豆醤
油（小麦を含む）、ゆず果
汁（徳島県）、かぼす果汁

（大分県）、米酢、粗糖（鹿
児 島 県 ）、鰹 節（ 鹿 児 島
県）、昆布（北海道）

94

99
チキンコンソメ（液体）10g×8

光食品

478円（税込）

3285
胡麻ドレッシング　金胡麻ごまの香り 280ml

純正食品マルシマ

703円製造日から180日

香りの良い金ごまと杉桶で
熟成した有機純正醤油など
使用。添加物は一切使用し
ておりません。生野菜はもち
ろん、フライ・しゃぶしゃぶ・
ハンバーグなどに。分離して
おりますので、よく振ってか
らご使用ください。
<原材料>食用植物油脂(な
たね油)、有機醤油（大豆、小
麦を含む）、米酢、三温糖、胡
麻、卵黄

（税込） 562円（税込）

ソース類
ポン酢など

3278
和風ドレッシング 200ml

光食品

開栓前で1年

<原材料>醸造酢（有機米酢、り
んご酢）、醤油、なたね油（遺伝子
組み換えでない）、本みりん、粗
糖、食塩、有機にんじん、有機ゆ
ず、乾しいたけ、有機レモン、有機
しょうが、こしょう、有機にんにく

国産有機野菜・果実を使用し、後
味がさっぱりした和風ドレッシン
グです。
乳化剤、酸化防止剤、保存料、着
色料、化学調味料は使用してい
ません。

410円（税込）
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103 みついし昆布

北海道産太平洋沿
岸で採れた天然昆
布だけを原料に、昔
ながらの天日乾燥
の手作りです。添加
物は一切使用して
いません。
<原材料>昆布1等
(北海道日高産)

みついし昆布 120g

1080円（税込）

3629
はるさめ 100g

ミワケンコー

249円  

国内産の良質無漂
白澱粉に国内産小
麦胚芽とハトムギ
を配合して精製し
ました。
<原材料>甘藷澱
粉、馬鈴薯澱粉、小
麦麦芽、ハトムギ

3605
おつゆ麩（ふ）

ムソー

238円

国内産小麦粉・グルテ
ン粉を使用。本来の麩
の味が生きています。
<原材料>小麦粉、小
麦 タン パク（グ ル テ
ン）、山芋粉

3612
もち麩（ふ） 25g

ムソー

238円

国内産小麦粉を使
用。丁寧に手焼き
しました。
<原材料>小麦粉、
小麦タンパク（グ
ルテン）

106
車麩 6枚

マルヨネ

583円

膨張剤や品質改良剤を使
用せず、グルテン自身の膨
張力を利用して焼き上げ
た麩です。質が緻密で煮
崩れせず、煮込むほどに口
当りが滑らかになります。
離 乳 食 にも お す す め で
す。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 国
産）、小麦グルテン（国産）

104
天然伊勢志摩産・
乾燥わかめ

10g

宝海草株式会社

378円

三重県伊勢志摩産
の天然わかめを使
いやすくカットして
乾燥させました。水
で戻すとおよそ10
倍になります。
< 原 材 料 > 湯 通し
塩蔵わかめ（伊勢
志摩産）

3537
青さのり 15g

健康フーズ株式会社

497円

3520
平郡島ひじき 100g

山口県漁業協同組合平群支店

780円  

天日乾燥。食物
繊維・多糖類な
ど沢山の栄養分
を持っておりま
す。
<原材料>
スチームボイル
ドひじき

3506 3513
とろろ昆布 塩吹昆布（北海道産昆布）40g 35g

純正食品マルシマ 純正食品マルシマ

292円 460円

国内産昆布を使用
しています。
< 原 材 料 > 昆 布
(国内産)、醸造酢

北海道産の昆布を細
かく切断して、有機醤
油で炊き上げ、乾燥さ
せて塩吹昆布にしま
した。サラダのトッピ
ングにも。<原材料>
有機醤油（小麦・大豆

（遺伝子組み換えで
ない）を含む）、昆布

（北海道）、みりん、含
蜜糖、食塩、昆布粉末

三重県伊勢志摩産の海の恵みを受けて育っ
た、磯の香り豊かな青さのりです。みそ汁や
かき揚げ、うどんなどにおすすめです。
<原材料>
ひとえぐさ(青さのり)(三重県産）

水戻し不要で
そのまま使えて便

利

30g

3599
ソフト凍り豆腐 6枚98g

信濃雪

420円  

国 産 有 機 大 豆 使
用。ふくよかな味わ
いのソフトな凍り豆
腐です。　
<原材料>丸大豆
(遺伝子組み換えで
ない)、豆腐用凝固
剤、重曹（膨張剤）

3582
凍り豆腐（高野豆腐）6枚98g

信濃雪

420円

国 産 有 機 大 豆 使
用。ふくよかな味わ
いの凍り豆腐です。
<原材料>丸大豆
(遺伝子組み換えで
ない)、豆腐用凝固
剤

3575
オーガニックシナモンパウダー
20g

桜井食品

302円

有機JAS認定商品。
有機シナモンをパウ
ダーにしました。ス
パイスとしてお菓子
作りなどに。独特の
香りをお楽しみいた
だけます。
<原材料>有機シナ
モン（スリランカ産）

3483
みついしきざみ昆布 35g

みついし昆布

400円

うま味も香りも、栄
養もまるごとお召
しあがり頂けます。
<原材料>昆布1等
(北海道日高産)

3490

595円
みついし昆布パウダー 50g

みついし昆布

（税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込）

（税込）（税込）

（税込） （税込） （税込） （税込）

（税込）

（税込）

無添加、無着色で
パウダーに加工し
ました。昆 布をま
るごと味わい、まる
ごと食べる食品で
す。
<原材料>昆布（北
海道日高産）、根昆
布（北海道日高産）

107
くずきり 100g

ムソー

335円  

国内産馬鈴薯澱粉を
使用。本葛入りのくず
きりです。
<原材料>馬鈴薯で
ん粉、本葛

（税込）

1kg 1kg

粉・ごま
大豆など

※有機栽培ですがセンターで小
分けを行うため、ＪＡＳマーク
無しでのご案内となります。

※入荷状況が不安定のため、欠
品になる可能性がございま
すのでご了承の上、ご注文下
さい。

※有機栽培ですがセンターで小
分けを行うため、ＪＡＳマーク
無しでのご案内となります。

※入荷状況が不安定のため、欠
品になる可能性がございま
すのでご了承の上、ご注文下
さい。

528 528円 円
愛農の薄力粉（有機栽培） 愛農の強力粉（有機栽培）

大阪愛農食品センター 大阪愛農食品センター3636 3643

揚げ物、お菓子作りや
　　　　　パン作りにどうぞ！

<原材料>有機栽培小麦（青森県産） <原材料>有機栽培小麦（青森県産）

（税込）（税込）

無双本葛／粒 140g

ムソー

  

108
愛農の薄力粉（特別栽培）1kg

大阪愛農食品センター

※価格改定
※価格改定

450円製造日から6ヶ月

青森県産の特別栽培
北上小麦を使用。
<原材料>
特 別 栽 培 小 麦（ 農
薬 、化 学 肥 料 5 0 ％
減、青森県産）

愛農の強力粉
（農薬・化学肥料不使用）

1kg

大阪愛農食品センター

450円製造日から6ヶ月

青森県産、農薬・化
学肥料不使用の南
部小麦を使用。
<原材料>
農薬・化学肥料不使
用栽培小麦

（青森県産）

110
桜井パン粉 200g

桜井食品

295円  

契約栽培された小
麦粉を使用してい
ます。一度パンを焼
き上げた後、粉砕・
乾燥して作られま
した。
<原材料>小麦粉、
生イースト、食塩

北海道の有機じゃ
がいものみを原料
に、伝統製法（さら
しで ん 粉 製 法 ）に
こだわって作りまし
た。
<原材料>
有機馬鈴薯でん粉

3667
有機片栗粉 200g

ムソー

286 円

南九州産の本葛
100％使用。
<原材料>
本葛（国産）

615円（税込）

（税込） （税込）
（税込）

（税込）

生
活
習
慣
病
に
役
立
つ

有
機JA

S

認
証
の
ゴ
マ 112

3728

有機黒いりごま

有機金いりごま

50g

50g

和田萬商店

和田萬商店

和田萬商店

<原材料>有機黒ごま(産地：ボリビアまたはパラグアイ)

<原材料>有機金ごま(産地：トルコ)

<原材料>有機白ごま(産地：ボリビアまたはパラグアイ)

パッケージが新しくなりました。

194

194

248

円

円

3735
有機白いりごま 50ｇ 円

（税込）

（税込）

（税込）

105
原木椎茸　小粒 75g

農民連・奈良産直センター

598円  

<原材料>原木
栽培椎茸（奈良
県産又は大分
県産）

3544

3551

原木椎茸 スライス

原木椎茸　粉末

40g

50g

農民連・奈良産直センター

農民連・奈良産直センター

  

  

< 原 材 料 > 原 木
栽 培 椎 茸（ 奈 良
県産又は大分県
産）

<原材料>原木栽培
椎茸（奈良県産又は
大分県産）

円630 （税込）

630円（税込）

（税込）
※価格改定

お鍋や味噌汁、

チャーハンの隠し
味に！

手軽に使えて便
利です。

3674
米粉（有機栽培） 500g

大阪愛農食品センター

650円  

<原材料>
有機米（兵庫県産）

（税込）

お菓子や揚げ物にも
ご利用いただけます

109

3650
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雑穀同量合わせ 450g

羽沢耕悦商店

もち・あわ・ひえ・い
な・きびが同量入っ
ています。不足しが
ちなﾏｸﾞﾈｼｳﾑなどの
ﾐﾈﾗﾙや食物繊維が
豊富です。
<原材料>
もち、粟、精ひえ、
いな、黍

111 大阪愛農食品センター

大豆 500g

円450

北海道産有機栽培
大豆です。センター
で小分けを行うた
め、JASマークはつ
きません。
<原材料>
大豆（有機栽培、北
海道産）

3766

870円（税込）（税込）

（税込）

農薬・化学肥料
不使用の青梅
をすりおろし、
絞り、その果汁
だけをじっくり
時間をかけて
煮詰めたもの
です。
<原材料>
梅（紀州産）

114
ヒカリ有機肉豆腐の素 100g（2～3人前）

光食品

常温で1年6ヶ月

牛バラ肉、木綿豆腐、長
ネギを焼いて本品を加
えるだけの簡単調理。
< 原 材 料 > 有 機 醤 油

（大豆・小麦を含む）、
有機たまねぎ、有機砂
糖、有機コーンスター
チ、有機米醗酵調味料、
有機ぶどう果汁、食塩

3797
龍神梅肉エキス 90g

龍神自然食品センター

3650 円

その他
加工品

37803773

（税込）

270円（税込）

ヒカリ有機ミートソース 140g（1人前） 140g（1人前）

光食品

314円製造日から2年

270円

有機JAS認定のミートソー
ス。
<原材料>野菜（有機たま
ねぎ、有機にんじん、有機ト
マト、有機にんにく）、有機
牛肉、有機トマトペースト、
有機トマトケチャップ、有
機ウスターソース、ばれい
しょでんぷん、食塩、有機
砂糖、有機オリーブオイル、
香辛料（原材料の一部に小
麦、大豆、りんごを含む）

3803
ヒカリ有機もやし炒めの素 100g（2～3人前）

光食品

常温で1年6ヶ月

肉ともやし、ニラを炒め
てあわせるだけの簡単
調理。
<原材料>有機米味噌

（大豆を含む）、有機た
まねぎ、有機砂糖、有機
にんじん、ばれいしょで
んぷん、有機醤油（大
豆・小麦を含む）、有機
にんにくピューレー、有
機しょうが、食塩

270 円

115
ヒカリ有機回鍋肉の素 100g（2～3人前）

光食品

常温で1年6ヶ月
有機米味噌をベースに瀬
戸内海産カキから作った
オイスターエキスや有機
醤油の旨味を加えました。
<原材料>有機米味噌（大
豆を含む）、有機砂糖（粗
糖）、有機コーンスター
チ、有機米発酵調味料、食
塩、オイスターエキス、有
機にんにく、胡麻油、唐辛
子、有機醤油（大豆、小麦
を含む）

270円 270円

3810 3827
ヒカリ有機青椒肉絲の素 ヒカリ有機麻婆の素100g（2～3人前） 100g（2～3人前）

光食品 光食品

常温で1年6ヶ月 常温で1年6ヶ月

有機醤油をベースに果汁の
甘みを加え、瀬戸内海産カ
キから作ったオイスターエ
キスなどで旨味を加えまし
た。<原材料>有機醤油（大
豆、小麦を含む）、有機砂糖

（粗糖）、有機にんにく、有
機コーンスターチ、有機米発
酵調味料、食塩、有機ぶどう
果汁、有機しょうが、オイス
ターエキス

化学調味料を使用せず、有機醤
油・有機米味噌をベースに有機
にんにく・有機しょうがの香りと
有機米発酵調味料や昆布の旨み
を加えた、有機麻婆の素です。
<原材料>有機醤油、有機米味
噌、有機ばれいしょでんぷん、有
機米発酵調味料、有機砂糖、有
機にんにくピューレー、有機しょ
うが、有機たまねぎ、有機米酢、
魚醤（いかを含む）、唐辛子、昆
布、オイスターエキス、食塩

116

（税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込）

3858 白コショー（こしょう）
20g

15g

20g

20g

20g

向井珍味堂

完熟した粒よりのｺｼｮｰ
の皮を除き粉末にしま
した。刺激が少なく、
香味や風味は最高で
す。
<原材料>白コショー3865 黒コショー（黒こしょう荒挽）

粒よりの黒コショー
の独得の香りをそこ
なうことなく、精選
あらびきしました。
<原材料>
黒コショー

3872 洋からし（洋からし粉）

強い辛味の中にもな
めらかな舌ざわりと
風味があります。
<原材料>洋からし

3889 わさび（わさび粉）

西 洋 わ さ び を
100％粉末にしま
した。シャープな強
い辛味と旨味があ
ります。
<原材料>
西洋わさび

3896 七味

極上品の七種の和風香辛
料を程良く調合しました。
辛味をおさえた抜群の香り
と風味があります。
<原材料>本タカ唐辛子、
金胡麻、山椒、すじ青のり、
チンピ、おの実、けしの実

すじ青のり（青のり粉）4g

すじ青のりを乾燥
し、風味豊かに仕
上げました。風味
の良い香りが、料
理 の 味 を 引き立
てます。
<原材料>すじ青
のり（四国産）

焼のり 54g（10枚入）

三重県産の上質
のりを使い、遠赤
外線で焼き上げ
た最高級焼きの
りです。おにぎり
やご飯のお供に。
<原材料>乾のり

（三重県産）

3926
瀬戸内産味付のり卓上 8切48枚（全形6枚分）

松谷海苔株式会社

  

柔らかく風味のよい瀬
戸内産の海苔を使用。種
子島さとうきび100％の
砂糖、三河みりん、天日
塩、北海道産昆布でとっ
ただしで味を付けまし
た。化学調味料等一切不
使用の味付のりです。
< 原 材 料 > 乾 のり（ 国
産 ）、砂 糖 、食 塩 、みり
ん、昆布だし

  
  香 辛 料

向井の手づくり
670円

3933
江戸前生のり佃煮ビン 140g

遠忠食品

554円  

千葉県木更津沖で採
種された板のり用極
上品の黒海苔を使用。
生海苔を使用してい
るので風味がとても
良いです。
<原材料>生のり（す
さびのり）、醤油、麦
芽水飴、砂糖、発酵調
味料、かつおだし

国産丸大豆、国産小麦使用
の

本醸造濃口醤油

有機キーマカレー（中辛）
光食品

製造日から2年

とても貴重な北海道産有機牛肉
と有機野菜を使用した、有機キー
マカレーです。化学調味料を一切
使わず、スパイスまで有機にこだ
わりました。
<原材料>有機たまねぎ、有機に
んじん、有機牛肉、有機ウスター
ソース、有機トマトペースト、有機
トマトケチャップ、有機ばれいしょ
でんぷん、有機香辛料、有機砂
糖、食塩、有機にんにくピューレー

421円（税込）

（税込）（税込）

336円（税込）

273円（税込）

443円（税込）270円（税込）

358円（税込）

508円（税込）

367円（税込）

3919 向井珍味堂

ムソー118

ご家族でお召し上がりになる方はお徳で
す。<原材料>梅、漬け原料(食塩、しそ)

龍神梅干し 200g

龍神自然食品センター

824円

農薬・化学肥料を使わずに育てた梅を添
加物を使わずに、しそと塩のみで漬け込
みました。低塩使用です。
<原材料>梅、漬け原料(食塩、しそ)

龍神つぶれ梅干し 1kg

龍神自然食品センター

2808円（税込） （税込）
パッケージが変わる場合があります。

池田さんの梅干 500g

大阪愛農食品センター

（税込）996円

113

愛農生産者、池田さんの
農薬・化学肥料不使用の
梅干し

<原材料>
梅、しそ、
シママース

3704
小豆 300g

大阪愛農食品センター

480円

北海道産有機栽培小
豆です。センターで
小分けを行うため、
JASマークはつきま
せん。
<原材料>
有機小豆（北海道産）

3698
国内産有機きな粉 100g

純正食品マルシマ

豊饒の生命力を宿
す国内産有機栽培
大豆を香ばしく煎
りあげました。
<原材料>有機大豆

（遺伝子組み換え
でない）

3759
白ごまペースト 135g

三育フーズ

  550円288円

良質の白ゴマを
ペースト状にして
あります。お好み
にあわせて各種
の料理にお使い
下さい。
<原材料>白ごま

（パラグアイ産）

3742
黒ごまペースト 135g

三育フーズ

  

黒ゴマ独自の味と
香りを最大限に引
き出すために黒ゴ
マをすりつぶして
練ったものです。
< 原 材 料 > 黒ごま

（ミャンマー産）

550円（税込）（税込）（税込）271円
（黒豆）きな粉 100g

羽沢耕悦商店

良質な国産黒豆を
挽いて作った、香ば
しいきな粉です。
お菓子にはもちろ
ん、食事や飲み物
の隠し味としても
お使いいただけま
す。
<原材料>
黒豆（国産）

（税込）

3834

温めてごはんに
かけるだけ！！

中辛

※価格改定※価格改定

※価格改定

※価格改定

練りからし 40g

あいのう流通センター

380円製造日より180日

便利なチューブタイプの「練りからし」「生おろしわさび」

国産本わさび
生おろしわさび

40g

あいのう流通センター

製造日より180日

117

（税込）

厳選されたカナダ産オリエ
ンタルからしを使用した、
便利なチューブタイプのか
らしです。おでんや辛し和
えなどに。
<原材料>からし（カナダ
産）、ぶどう糖、醸造酢、菜
種油、食塩、食物繊維、香辛
料抽出物（カラシナ）

国産本わさびを使用し
た 、生 おろし わさ び で
す。本わさびの香りと、
自然な辛さが特徴です。
<原材料>本わさび、ぶ
どう糖、菜種油、醸造酢、
食物繊維、食塩、香辛料
抽出物（マスタードシー
ド）

398円（税込）

国産わさび
使用

3681

3902

砂糖のかわりに有機ぶどう果汁
を使用し、コク味に有機無糖トマ
トケチャップを使いました。原料
に動物性のものを一切使用して
いませんので、ヴィーガンの方に
も安心してお召し上がりいただ
けます。

オーガニックヴィーガン
カレールウ（中辛）

150g（約5皿分）

風と光

製造日から1年
692円（税込）

3841

<原材料>有機国産小麦粉、有機パーム油、有機濃縮
ぶどう果汁、食塩、有機トマトペースト、有機オニオンパ
ウダー、有機カレーパウダー、有機ケチャップ、有機ジン
ジャーパウダー、有機ガーリックパウダー
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3711
有機黒ごま塩 50g

和田萬商店

  

有機黒ごまのうまみ、香
りを出すために、すりご
まといりごまをあわせ
ました。口に入れた瞬
間ごまの香ばしい香り
が広がる、こだわりのご
ま塩です。塩分9％。
<原材料>
有機黒ごま（ボリビア
産）、食塩（天日塩）

270円

3940
天然紅鮭フレーク 60g

純正食品マルシマ

530円

アラスカ産の天然鮭
をにほぐして瓶詰め
にしています。着色
料や香料等の添加
物は一切使用して
いません。
<原材料>
紅鮭、食塩

（税込）（税込）

常温で300日

3957
かつおふりかけ 30g

株式会社かもめ屋

324円

国産のかつおぶし
と国産有機丸大豆
で作った醤油、国産
の 粗 糖 、赤 穂 の 天
塩、近海の乾のり、
有機栽培のごまで
仕上げました。
<原材料>かつお削
りぶし、醤油（大豆、
小 麦 を 含 む ）、砂
糖、ごま、食塩、のり

自然な
美味しさ

（税込）

4015
出雲そば 180g

本田商店

297円  

蕎麦本来の美味し
さを味わえるこだ
わりの挽き立て自
家製粉。小麦粉、そ
ば粉 は北 海 道 産 。
食品添加物は不要
です。
<原材料>
小麦粉、そば、食塩

円

4022
桜井エルボパスタ 300g

桜井食品

404  

契約栽培された北
海道産の小麦粉だ
けを使用していま
す。原料小麦のた
んぱく質が少ない
ので、ソフトな食感
です。
<原材料>
小麦粉（北海道産）
小麦グルテン

675

540

円

円

桜井純正ラーメン 100g×5食

桜井食品

麺は植物油で揚げあっさ
り味です。国内産小麦粉
を使用。かん水は使用し
ていません。スープには
動物性原材料は使用して
おりません。
<原材料>麺(国内産小
麦粉・植物油・食塩)､スー
プ(食塩・粉末醤油・糖類

（ビート糖）・酵母エキス・粉末味噌・いりごま・野草
エキス・発酵調味料・椎茸パウダー・香辛料・ピーナッ
ツバター・アーモンドパウダー・乾燥ねぎ・椎茸エキ
ス・麦芽エキス・胡麻油・粉末昆布・メンマパウダー）

4008
国産稲庭うどん(細) 200g

稲庭古城堂

北 海 道 産 の 小 麦
（春よ恋）を使用。
弾力と風味のある
小麦粉を赤穂の天
塩と栗駒伏流水で
作りました手延べ
うどんです。
<原材料>小麦粉、
食塩、澱粉

432円

3995
小豆島手延べそうめん 250g

ひとみ麺業

そうめんの本場小豆
島で国内産小麦を使
用し、昔ながらの手法

（手延べ製法）で丹精
込めて造りました。
<原材料>国内産小麦
粉、食塩、ごま油

（税込）円324 （税込）

（税込）
（税込）

（税込） （税込）

4091
玄米クリーム 200ｇ

コジマフーズ

243円
  

有 機 J A S 認 定 商
品。有機玄米100％

（ 山 形 産 ひとめ ぼ
れ）を使用。ビタミ
ン類が豊富です。
<原材料>
有機玄米、食塩

有機発芽玄米おにぎり
各種：90g×2個

コジマフーズ

<原材料>有機玄米（国産）、食塩（海の精）

<原材料>有機玄米（国産）、わかめ（徳島
県産）、食塩（海の精）

<原材料>有機玄米（国産）、しそ（和歌
山県産）、食塩（海の精）

しそ4046

わかめ4039

プレーン121

おかか4060
<原材料>有機玄米（国産）、鰹節（九州産）、醤油（茜醤油、
原材料に大豆小麦を含む）食塩（海の精）
※おかかのみJASマークはつきません

4077
玄米粥 200ｇ

コジマフーズ

有 機 J A S 認 定 商
品。有機玄米100％

（ 山 形 産 ひとめ ぼ
れ）を使用。鉄釜で
じっくりと炊き上げ
たお粥です。
<原材料>
有機玄米、塩

レトルト
缶詰・瓶 常温保存出来ますので万が一の

備えにも便利！

北海道産有機金時
豆をコクある程よ
い甘さに仕上げた
有機認定商品の煮
豆です。
<原材料>有機金
時豆、有機砂糖、有
機 黒 糖 、有 機 みり
ん、麦芽水飴

122
有機金時煮豆 125g

ムソー

410円  

栄養価が高いので、食
欲のないときや離乳食
にも使えます。

4107
有機大豆煮豆 145g

ムソー

410円
秋田県産有機大豆と有機
こんにゃくをこだわりだし
で煮込んだ有機認定商品。
<原材料>有機大豆、有機
こんにゃく、有機砂糖、昆
布、有機だし（有機醤油、
かつおだし、さばだし、昆
布だし、有機砂糖、みりん、
食塩）、有機みりん、有機醤
油、食塩、昆布だし、水酸化
カルシウム（原材料の一部
に小麦、さばを含む）

（税込）

各400円（税込）

（税込）

（税込）194円（税込）

120
オーサワの有機スパゲティ 500g

オーサワジャパン

  

イタリア北部ロンバルディア州
カルヴァトーネ産の有機デュラ
ム小麦でつくったスパゲッティ。
イタリアの有機認証機関ICEA
認定のほか、HACCP、IFS、
BRC取得。
<原材料>有機デュラム小麦の
セモリナ（イタリア産）

123
ミニとろイワシ缶　
味付

100g

千葉産直サービス

  

銚子港で水揚げされる真イワシの中から、
新鮮なイワシを厳選しています。ヤマヒサ
の純正醤油と粗製糖で味付けしました。
<原材料>マイワシ（銚子港水揚げ）、
砂糖（喜界島・粗糖）、醤油［大豆（国
産）、小麦（国産）、食塩］

適 度 に 脂 の のった
銚 子 産 マ イ ワ シ を
NonGMO菜種の一
番搾り油と、塩田の
天日塩、国産ローリ
エだけで美味しく仕
上げました。
<原材料>まいわし

（ 銚 子 港 ）、な た ね
油、ローリエエキス、
食塩

4121
オイルサーディン 100g

千葉産直サービス

焼き塩さば 100g

千葉産直サービス

  

銚子港で水揚げされた、適度に
脂のある旬さばを二枚におろ
し、塩と酒だけで味付け。焼き魚
特有の風味と、香ばしい美味し
さが味わえます。

<原材料>さば（銚子港）、食塩（海の精）、酒[米（国産）、
米こうじ（国産）、酒粕（国産）]

4138

3964 鳥志商店 鳥志商店 3988 鳥志商店

九州産豚の肉・背骨・肋骨を臭みがなくなるまで煮込み、こく
のあるいあっさり味に仕上げました。
<原材料>麺：小麦粉(北海道または九州産)、食塩、焼成カルシ
ウム(牡蠣殻)、未焼成カルシウム(牡蠣殻)、水、スープ：味噌、
食塩、砂糖、醤油、にんにく、菜種油、発酵調味料、ポークエキ
ス、生姜、酵母エキス、たまねぎ、でんぷん、唐辛子、メンマ、水

天然本醸造醤油を使用したまろやかで風味豊かな香りの中
に、ピリッと唐辛子がアクセント。
<原材料>麺：小麦粉(北海道または九州産)、食塩、焼成カル
シウム(牡蠣殻)、未焼成カルシウム(牡蠣殻)、水、スープ：ポー
クエキス、チキンエキス、ラード、醤油、酵母エキス、食塩、砂
糖、菜種油、ごま油、たまねぎ、にんにく、胡椒、しょうが、水

博多中華そば/しょうゆ 1食分 博多中華そば/とんこつ 1食分 博多中華そば/味噌 1食分

271円（税込）271円（税込） 271円（税込）

119

3971

円391 （税込）円309 （税込） 円367 （税込） 216216

850850

円円

円円

4152
ライトツナフレーク水煮/食塩不使用

80g

株式会社かもめ屋

125 80g×4缶

4145
ライトツナフレーク油漬け

80g

株式会社かもめ屋

124 80g×4缶4缶 4缶

（税込） （税込）

（税込）（税込）

天然本醸造醤油をベースに仕上げたスープは、飽きのこ
ないおいしさです。
<原材料>麺：小麦粉(北海道または九州産)、食塩、焼成カ
ルシウム(牡蠣殻)、未焼成カルシウム(牡蠣殻)、水、スー
プ：醤油、チキンエキス、食塩、菜種油、砂糖、酵母エキス、
ラード、オイスターエキス、昆布、ごま油、にんにく、水

4084
玄米小豆粥 200ｇ

コジマフーズ

有 機 J A S 認 定 商
品。有機玄米（山形
産ひとめぼれ）・有
機小豆を使用。圧力
釜でじっくりと炊き
あげたお粥です。
<原材料>
有 機 玄 米 、有 機 小
豆、食塩

194円（税込）

<原材料>有機玄米（国産）、有機小豆（北海道
産）、ごま（茨城県産）食塩（海の精）

小豆4053

化学調味料不使用。
菜 種 一 番 搾りサラダ
油、国産の契約栽培野
菜のエキス、赤穂の天
塩で漬け込みました。
エポキシ樹脂不使用缶
使用。
<原材料>まぐろ、菜種
油、野菜エキス、食塩

化学調味料不使用。
食塩を使わず、国産の
契約栽培野菜を煮出し
たスープで漬け込みま
した。減塩志向の方へ
オススメです。エポキ
シ樹脂不使用缶使用。
<原材料>
まぐろ、野菜エキス

いわしの白焼き風 100g

千葉産直サービス4114

銚子産の適度に脂ののった真イワシを2枚
に開き、焼く直前に純米料理酒をふりかけ
て直火で白焼に。その後、塩と酒のみで骨
までやわらかく仕上げました。
<原材料>真いわし（銚子港）、食塩（海の
精）、酒（米・米こうじ・酒粕/国産）

400円（税込）

円

400g

313

4169 光食品

甘みが強く濃厚な
味のイタリア産トマ
トのジュース漬 け
です。肉厚、色・味が
濃厚で酸味が少な
い品種。トマトソー
ス、パスタ料理、煮
込み料理などに。
添加物不使用。

イタリア産
有機ホールトマト

（税込）
（税込）562
400g

光食品

円

国 産 有 機トマトを 使
用 。薬 品 処 理 を せ ず
皮 を 湯 むきしトマト
ジュースづ けにした
ホールトマト缶です。
<原材料>有機トマト、
有機トマトジュース

126

国産有機まるごとトマト
4190
野山のはちみつ 300g

ノースアイランド

1413円  

10種類以上の草木
から集められた天
然ブレンド蜂 蜜 で
す。
<原材料>
蜂蜜（福岡県産）

128
あいのう樹木熟成蜜 1kg

平岡養蜂園

  

徳 島 県 鳴 門 市 の 平
岡 養 蜂 園 で 採 蜜 さ
れた・剣山山麓の樹
木（はぜ・もち・柿な
ど）の花の蜜です。
<原材料>
蜂蜜（徳島県産）

4500円
※白く固まる現象は、「はちみつの結晶」で本来の特性であり、
品質にはまったく問題ありません。添加物の入っていない天然
100％純粋はちみつの証拠です。

（税込）（税込）
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こだわりの無添加練り物を製造す
る別所蒲鉾店が国産の魚を使っ
た美味しいスナック菓子を開発！勿
論、酸化防止剤・リン酸塩・うま味調
味料・香料は使用せず、納得の行く
原料のみを使用して製造しており
ます。

無添加練り物でおなじみ
別所蒲鉾店が作った

お魚チップス

お 菓 子 （税込）

（税込）

4299
荒挽きえびせん 60g

サンコー

238円  

日本近海で獲れた
エビを使い、さっぱ
りと塩味で仕上げ
ました。
<原材料>馬鈴薯
澱粉・えび・植物油
脂（米油）・食塩・胡
麻・砂糖（三温糖）・
唐 辛 子・酵 母 エ キ
ス・着色料（紅麩色
素・パプリカ色素）

4244
ガリバルジー・
レーズン

10枚

三育フーズ

円616  

国内産小麦粉で作
られたパイ皮にカ
ルフォルニア産の
レーズンをはさみ
ました。
<原材料>
小麦粉、植物油脂、
レーズン、三温糖、
食塩（粗精塩）

※ショートニングを使用しています

4206
芋せん名月 98g

ヨコノ食品

326円

さつま芋を皮ごと
スライス。砂糖控
えめ、やさしい甘
さです。
<原材料>
さつま芋（国産）、
粗糖（種子島産）、
なたね油（国産）

130
あずきたい焼 4個入り

福本穀粉

冷凍で180日

じゃがチップス 68g

ヨコノ食品

厳選された材料で
作られた、シンプル
なポテトチップス。
<原材料>
馬鈴薯(国内産)、
こめ油（国内産）、
食塩（鳴門の塩）

北海道産
十勝小豆使用の
あずき

芋せん千本 98g

ヨコノ食品

326円

473円

350円

カリカリとした歯
応えのさつま芋ス
ティック。
<原材料>
さつま芋（国産）、
粗糖（種子島産）、
なたね油（国産）

サクッと香ばしい生地の中
には、風味豊かな十勝小豆
の粒あんが入っています。
おやつにおすすめ。
<原材料 >皮 =小麦粉（兵
庫県または長崎県産）､ 鶏
卵 (非遺伝子組換え飼料 )、
砂糖、麦芽水飴、脱脂粉乳、
膨張剤 (重曹 )／あん =砂
糖、十勝小豆（北海道産）、
麦芽水飴

129

日本の野菜・極 50g

ヨコノ食品

486 円
原材料すべてが国内産の野菜７種を
ミックスした野菜チップスです。
無添加・無着色・保存料・化学調味料は一切使用
していません。揚げ油は国内産米油・砂糖は種子
島産粗糖・塩は鳴門の塩を使用しています。水飴
も国内産の馬鈴薯と甘藷からできています。
<原材料>紫芋、金時芋、カロチン芋、植物油脂、
粗糖 、馬鈴薯、りんご、柿、蓮根、人参、かぼちゃ、
キウイ、水飴、食塩、トレハロース
※野菜・果物はすべて国産　

職員おすすめ！ 4213 4220

（税込） （税込）

（税込） （税込）

（税込）（税込）

（税込）

久保田アイス
各110ml

久保田食品

238円
久保田アイス 100ml

久保田食品

<原材料>牛乳、乳製品、砂糖、卵黄、バニラビーンズ
バニラ132

<原材料>牛乳、乳製品、砂糖、まっ茶
抹茶4312

4268
お魚チップス・プレーン 45g

別所蒲鉾店

259円  

国産のアジを使用し
たカマボコ屋さんが
つくったお魚チップス
です。
< 原 材 料 > 魚 肉（ア
ジ ）、ば れ い しょ澱
粉、食用なたね油、小
麦澱粉、砂糖、食塩、
魚粉（アジ）、魚醤（い
わし、食塩）、昆布だ
し、かつおだし

4275
お魚チップス・あおさ 45g

別所蒲鉾店

259円  

国産の青海苔を使用
したカマボコ屋さん
がつくったお魚チップ
スです。
<原材料>魚肉すり
身、ばれいしょ澱粉、
食用菜種油、砂糖、あ
おさ（粉末）、食塩、魚
粉（アジ）、魚醤（いわ
し、食塩）、昆布だし、
かつおだし

4282
お魚チップス・甘えび45g

別所蒲鉾店

259円  

国産甘えびの風味の良
い頭・殻粉末を使用。カマ
ボコ屋さんがつくりまし
た。
<原材料>魚肉（スケトウ
ダラ）、ばれいしょ澱粉、
食 用 なた ね 油 、小 麦 澱
粉、甘えび（頭・殻粉末）、
砂糖、食塩、魚粉（アジ）、
魚醤（いわし、食塩）、昆
布だし、かつおだし

194円

4343
自家製黒蜜の甘味と芳醇なきなこの風味
がマッチした美味しさです。
<原材料>牛乳、砂糖、乳製品、きなこ、
卵黄、水あめ、でん粉、食塩

黒蜜きなこ

焙じ茶133
ほうじ茶ならではの香ばしさと、さっぱり
とした後味が特徴です。
<原材料 >乳製品、牛乳、砂糖、卵黄、
ほうじ茶

もち米最中アイス
105ml

久保田食品

216円

4367

<原材料>乳製品、牛乳、砂糖、レーズン、
卵黄、ラム酒※アルコール含む(1%未満）

ラムレーズン4329

<原材料>牛乳、小豆粒あん、乳製品、砂
糖、モナカ（国産もち米使用）、まっ茶

抹茶とあずき
4350ふわりと広がる

焙じ茶の味わい

乳脂肪分12％

自家製黒蜜
久保田こだわり
和風アイス

（税込）

（税込）

（税込）

（税込） （税込）

（税込）

4237

<原材料>じゃがいも（北海道産）、こめ
油（国産）、食塩（北海道産）

北海道産特別栽培小豆と北
海道産甜菜糖を100％使用
したぜんざいに、富山県産の
はとむぎと塩こうじを加えま
した。温めても、そのままで
もお召し上がりいただけま
す。
<原材料>甜菜糖（北海道
産）、小豆（北海道産）、はと
むぎ（富山県産）、でん粉、食
塩、塩こうじ

純国産ポテトチップス
うすしお

はとむぎ入りぜんざい

60g

180g

ノースカラーズ

あいのう流通センター

173

398

円

円

国内産の原材料使用。
米油を使用する事に
よって味の劣化や油
酔いをしにくいといっ
た 特 徴 が あります 。
じゃがいも本来の美味
しさをどうぞ。

4251
玄米木の葉
せんべい塩味

100g

アリモト

  

有機玄米100％
使用。玄米本来の
甘 みを生かすた
め薄塩味です。
<原材料>玄米、
米油、ゴマ油、黒
ゴマ、塩

276円（税込）

チョコレート4336
<原材料>牛乳、乳製品、砂糖、卵黄、チョコ
レート、カカオマス、ココア、バニラビーンズ
抽出物

127

あいのうマーマレード 180g

愛農ネット本部

広島県の生産者・下田
さんが有機栽培した
紅甘夏を使用し、鹿児
島県産のさとうきび
原糖で作りました。
<原材料>
夏みかん、砂糖

180g

愛農ネット本部

593円

栽培期間中、化学合成肥
料不使用、化学農薬90％
減で栽培された生食用い
ちご「とちおとめ」を使用
した、一番人気・定番のい
ちごジャムです。

農薬・化学肥料不使用
のブルーベリーを使用。
粒を残すため、短時間
で仕上げました。やわら
かな酸味です。

<原材料>
いちご（愛知県産）、粗糖、
レモン果汁（広島県産：農
薬不使用栽培）、寒天

<原材料>
ブルーベリー（長野県
産）、粗糖、レモン果汁

（広島県産：農薬不使用
栽培）、寒天

4183
180g

愛農ネット本部

593円

4176

あいのういちごジャム あいのうブルーベリージャム
円593いちごは

農薬・化成肥料
90％減

ブルーベリーは
農薬・化成肥料

不使用

マーマレードは

有機栽培

（税込）（税込）（税込）

ミレービスケット 165g

サンコー

276

国内産小麦粉使用。植
物油でカラッと揚げま
した。甘辛味で香ばし
いビスケットです。
<原材料>小麦粉（国
内産100％）、植物油脂

（パーム油・米油）、砂糖
（三温糖）、ショートニ
ング（パーム油・米油）、
ブドウ糖、食塩、膨張剤

※ショートニングを使用しています

円（税込） 135
レーズン

120g

ネオファーム

359円

カリフォルニア州の
レーズン・トンプソン
種 を 使 用 。天 日を
たっぷり浴 び て 乾
燥させたヘルシー
スナックです。
<原材料>レーズン

カシューナッツ・国
産豆乳を使用した
ヨーロッパ風のお
菓子です。サクサ
クして口どけの良
いのが特徴です。
<原材料>
カシュー ナッツ、
甜菜糖、鶏卵、豆乳

（ 国 内 産 大 豆 ）、
膨張剤（重曹）

カシューナッツコロン 105g

大興

280 円  

4374 4381

プルーン（種ぬき）
120g

（徳用）500g（徳用）500g

ネオファーム

410円

カリフォルニア州の
テイラー 農 場から
お届けするプルーン
です。甘酸っぱい味
を 生 かしてサラダ
等のトッピングにど
うぞ。
<原材料>プルーン

（税込）

（税込）1550円円926 （税込）

（税込）（税込） 134

131 4305
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代謝を上げて体温ＵＰ！！

しょうが湯が
おすすめ

国産有機大麦使用。
熱風と遠赤外線で焙
煎するので色ムラが
少なく、安定した濃さ
とふっくらとした味
わいが楽しめます。
<原材料>
有機六条大麦

（石川県産）

六条大麦茶ティーバッグ 10g×40袋

金沢大地

595 円

138

お茶
コーヒー

（税込）

円

4398
緑茶 200g

堀田農産

718円

堀田農園の農薬不使用
茶葉。葉を乾燥させる
前に蒸して煎りあげま
した。
<原材料>緑茶

136
特製ほうじ茶 200g

堀田農産

591

堀田農園の農薬不使
用茶葉。一番茶の遅
葉と二番茶の焙じて
います。
<原材料>緑茶

4442

有機インスタントコーヒー
ダーボン・オーガニック・ジャパン

4435

139
ケニア紅茶リーフ

「親子」
250g

日本ケニア交友会

ケニアの茶畑は昼夜の
温度差が大きく冷涼で
十分な雨量に恵まれて
いる為、優良茶葉が育
つ条件が満たされてい
ます。農薬不使用。大粒
でコロコロした丸い茶
葉。
<原材料>ケニア紅茶
100％＜原産地名＞ケ
ニア共和国メルー県

有機JAS認定品。コロン
ビア国内の最も美しく自
然に恵まれたサンタマ
ルタ山で栽培された有
機栽培コーヒーです。
<原材料>100％有機
ティピカアラビア（日陰
栽培）コーヒー（コロン
ビア）

瓶100g

1078円
詰替80g

899
1019

円

円

天然水
ジュース

4480

141

天の川
2リットル

2リットル×6本

洞川神泉洞

314円

1750円

名水100選にも選ばれた奈
良県吉野郡の大峰山系原水
神泉洞より空気に触れるこ
となく充填された非加熱の
自然水です。
硬度43、ph値8.0（アルカリ
性）

146

4534

142

4497

アップルキャロットジュース有機フルーティーMIX
ジュースプラス野菜

250g×30缶

250g×5缶

光食品光食品

4503

143

愛農みかんジュースびん
900ml×1本

900ml×6本

大阪愛農食品センター

愛農柑橘生産組合の
有機温州みかんのス
トレート果汁100％
<原材料>
有機うんしゅうみかん

青森県竹嶋有機農園
のりんご使用。ストレー
ト果汁100％
<原材料>りんご

4541
有機人参ジュース缶

160g×5缶

195g×5缶

160g×30缶

195g×15缶

光食品

148

4558

国産有機野菜ジュース
125ml×6本

光食品

2814円

<原材料>有機濃縮にん
じん、有機トマト(濃 縮還
元)、有機かぼちゃ、有機青
じそ、有機小松菜、有機エ
ン サイ、有 機 つるむらさ
き、有機モロヘイヤ、有機
たまねぎ、有機すだち、有
機レモン

150

4572

有機ジンジャーエール
250ml×5缶

250ml×30缶

光食品

<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、炭酸

国産有機しょうがを使
用。pH調整剤や酸味料
を使用せず、有機レモン
果汁と国産有機すだち
果汁を使用して爽やか
な味に仕上げました。

国内産有機にんじんと
有機レモンを使用。
無塩・無糖で食品添加
物は一切使用していま
せん。
<原材料>
有機濃縮にんじん、
有機レモン

125ml×18本147

4527

145

愛農りんごジュースびん
900ml×1本

900ml×6本

大阪愛農食品センター

4080円

名水100選にも選ばれた
奈良県吉野郡の
非加熱の自然水

新鮮な国内産有
機栽培生姜を『一
物全体食』の考え
から丸ごとすりお
ろし、昔ながらの
「直火釜」でコト
コト時間をかけて
炊き上げました。

<原材料>粗糖、三温糖、生姜(有機)、
本くず、馬鈴薯澱粉、節レンコン粉末

マルシマしょうが湯 20g×4袋

純正食品マルシマ純正食品マルシマ

302 円

純正食品マルシマ

<原材料>てん菜糖、生姜、紅茶エキス
（紅茶オリゴ糖）、本葛、環状オリゴ糖

有機素材のみで作
りました。クセにな
るこの辛さ！有機栽
培生姜を現行品の
5 . 7 倍 使 用しまし
た。

香り高い紅茶（セ
イロン、アッサム）
に国内産有機生姜
をブレンドしまし
た。熱湯に溶かす
だけでおいしい生
姜紅茶をお楽しみ
いただけます。

濃口生姜湯マルシマホッとするね
生姜紅茶

8g×5袋5g×5袋

400円335 円

<原材料>メープルシュガー、有機生姜、
馬鈴薯澱粉、本葛、節蓮根粉末

カナダ 産 のメープ ル
シュガー（砂糖かえで
の 樹 液 ）を 1 0 0 ％ 使
用。このメープルシュ
ガーをベースに、国内
産の有機栽培された生
姜を使用していますの
で、ナチュラルな甘さ
とさわやかな辛みが特
徴のしょうが湯です。

マルシマメープル
しょうが湯

32g(8g×4袋)

純正食品マルシマ

430円

有機白ぶどうと有機赤ぶどうをブレンド
し、糖類無添加の有機サイダーを作りま
した。芳醇ですっきりとした後味です。
<原材料>
果実(有機ぶどう、有機レモン)、炭酸

オーガニック
ぶどうサイダー＋レモン

光食品

4404

<原材料>
有機六条大麦

（石川県産）

戸室石焙煎六条大麦茶（粒）500g

金沢大地

円648

4428 4411 新生わたらい茶

JAS有機栽培茶。火入
れには細心の注意を払
い遠赤外線で香の限界
を追求しました。独特の
香をお楽しみください。
<原材料>有機緑茶

137
かりがね煎茶 150g

新生わたらい茶

583円400円

JAS有機栽培茶。
煎茶に比べて渋味
が少なく、煎茶では
味わえないまろや
かな味に仕上がり
ます。
<原材料>
有機くき茶

有機ほうじ茶 200g

愛農徳用番茶 400g

堀田農産

518円

<原材料>
茶（広島県産）

（税込）（税込）（税込）

（税込） （税込） （税込）

（税込）（税込） （税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

718円（税込）918円（税込）

2700円（税込）

（税込）

669円（税込）

3888円（税込）

874円（税込）

4983円（税込）

716円（税込）

987円

（税込）

874円（税込）

4983円（税込）

（税込）

637円

3703円（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

4310 （税込）円
常温で1年海外産有機ぶどう・りんご・バナナ・レモン・トマトを使

用。にんじん・小松菜・エンサイ・つるむらさき・モロヘ
イヤ・たまねぎ・青じそ・すだちは国産有機です。
<原材料>果実（有機ぶどう、有機りんご、有機バナ
ナ、有機レモン、かぼす、有機すだち）、野菜（有機トマ
ト、有機にんじん、有機小松菜、有機エンサイ、有機
つるむらさき、有機モロヘイヤ、有機たまねぎ、有機
青じそ）

44664459 4473

140

生姜を約6倍使用した
濃厚タイプ

160g×5缶

160g×30缶

864円（税込）

4925円（税込）

149

4565

国産有機トマトジュース
160g×5缶

160g×30缶

光食品

製造日より2年

北海道の広大な大地で有機
栽培された旬の真っ赤な完
熟有機トマトをしぼり、ただ
ちに缶に充填したシーズン
パックです。 保存料、着色
料、化学調味料は不使用。食
塩は添加していません。
<原材料>
有機トマト（北海道産）

りんごとの混合ジュースになっていますので、にんじんのきらいな方でもにんじん
臭さの少ないさわやかな飲料のため美味しくお召し上がりいただけます。
<原材料>
有機果実（りんご、レモン）、有機にんじん

有機JAS認定
有機果実・国内産有機にんじん使用、
クセのないフルーティーな甘みです

4510

144

<原材料>
有機砂糖、有機生姜、有機黒糖



18 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます

下記の商品はスポット予約品です。お届けは10/16～10/19になります

掲載価格はすべて消費税込み価格です平成 30 年 10 月　102 号

どんぶり
特集

どんぶり
絶品のこだわり食材で

がっつり、まんぷく！
大人も子供も大満足！



19商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます

下記の商品はスポット予約品です。お届けは10/16～10/19になります

掲載価格はすべて消費税込み価格です 平成 30 年 10 月　102 号

どんぶり
特集

絶品のこだわり食材で

がっつり、まんぷく！
大人も子供も大満足！



※スポット予約品に関しては、ご注文締切後のキャンセルはお受けできません。
ご了承のうえご注文下さい。スポット予約品 ※掲載商品は商品イメージのため、実物とは異なります。

通常品とお届け日が異なります。
お届け日について

※ご確認ください 火曜コース 水曜コース 木曜コース 金曜コース

ご予約品
お届け日 10/16 10/17 10/18 10/19
ご注文書
提出日 10/2 10/3 10/4 10/5

20 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます掲載価格はすべて消費税込み価格です平成 30 年 10 月　102 号

9003
カサゴ開き 1尾(約150g)

渡邊水産

523円⇒470円（税込）

脂がのってジューシーな白身魚。ふくよか
な甘みが美味です。グリルで焼く以外にも
油との相性が良く、から揚げもいいです。
<原材料>カサゴ、食塩

9010
ノド黒丸干し 約200g

渡邊水産

489円⇒435円（税込）

「白身魚のトロ」ともいわれる体の赤いアカムツ
は、口腔が黒いことから島根ではノドグロと呼ば
れています。丸干しはお腹を開いてないため、さ
らに旨みが詰まってます
<原材料>アカムツ、食塩

202
どんちっちあじ開き 2尾

渡邊水産

540円⇒470円（税込）

どんちっちアジとは、浜田港で水揚げ
された、重さ50g以上脂質10%以上の
ブランド真アジです。
<原材料>アジ、食塩

9027
笹カレイ2尾 70g×2尾

渡邊水産

645円⇒610円（税込）

笹カレイは最高級品の一つとされてお
り、上品で豊かな旨味が味わえます。
<原材料>ヤナギムシカレイ(産地：山
陰沖)、食塩

203
あじ開き魚醤干し2尾（約130g）

渡邊水産

428円（税込）冷凍で30日

国産魚醤を開きアジに漬け込んで乾燥させ
た干物です。塩干しとは違った風味をお楽
しみ下さい。
<原材料>真あじ、魚醤ペースト（きびなご、
カタクチイワシ）、食塩

9034
のど黒開き 2尾（約140g)

渡邊水産

732円（税込）冷凍で30日

白身の高級魚・のど黒の開き干しで
す。やわらかく濃厚なうまみを含んだ
身は、ふっくらと肉厚。今年は高値で
すが、少し大き目で美味しいです。
<原材料>アカムツ、食塩

9041
笹カレイ・白連 50ｇ

渡邊水産

309円（税込）冷凍で30日

パリッと干した小さな笹カレイ。フライ
パンで煎り焼きし、砂糖醤油をからめて
食べるのが渡邊水産さんのおすすめ！
<原材料>ヤナギムシカレイ、食塩

204
塩さばフィレM 2枚 2枚

渡邊水産

435円（税込）冷凍で30日

脂ののった肉厚のさばをフィレーにしま
した。そのまま焼いても、味噌煮でも。
<原材料>さば（対馬産）、食塩

9058
宍道湖のしじみ 180g

渡邊水産

428円（税込）冷凍で30日

臭みがなく、コロッとした身に旨味が
たっぷり含まれています。
<原材料>しじみ

205
カキ（播磨灘産） 200g

渡邊水産

630円（税込）冷凍で30日

兵庫県播磨灘産の一年牡蠣です。加熱しても縮
みにくく、見た目もふっくらしていて食感もプリ
プリです。コクと旨味がありながらもクセがなく
食べやすいのも特徴です。
<原材料>カキ

9065
生モズク 200g

渡邊水産

349円（税込）冷凍で30日

細く歯ごたえのあるモズクです。水溶
性食物繊維であるフコイダンが豊富。
<原材料>モズク

9072
赤カマス開き 2尾（約160g）

渡邊水産

454円（税込）冷凍で30日

カマスの中で最も美味とされている
赤カマス（本カマス）。脂の乗りが良く
旨味が強いです。
<原材料>カマス、食塩

206
尾岱沼産ホタテ貝柱 250g

大隅商店

1980円（税込）冷凍で1年

9089
別海町産甘塩秋鮭切身 4～6切（約400g）

大隅商店

1994円（税込）冷凍で1年

摩周湖の清流・西別
川が生み出した、強
い旨味が味わえま
す。
<原材料>サケ（北
海道産）、天日塩

9096
伊予の金色鱧　
活〆骨切り鱧

500g

福山中央水産

3087円（税込）冷凍で1年

207
伊予の金色鱧　
活〆湯引き鱧

200g（約20ｇ×10切れ）

福山中央水産

1544円（税込）冷凍で1年

9102
伊予の金色鱧　
活〆炙り鱧

200g（約20ｇ×10切れ）

福山中央水産

1544円（税込）冷凍で1年

208
瀬戸の白銀 生鮮サヨリフィーレ 160g

福山中央水産

1389円（税込）冷凍で1年

9119
瀬戸の白銀 生鮮サヨリ開き25枚 200g

福山中央水産

冷凍で1年

209
四万十川優化イオンうなぎ蒲焼き(タレ付）1尾（約130g）

加持養鰻場

2680円（税込）冷凍で180日

9126
四万十川優化イオンうなぎ白焼き(タレ付） 1尾（約110～120g）

加持養鰻場

2480円（税込）冷凍で180日

210
そのままあさり 100g

日本鮮食

298円（税込）6ヶ月

福岡県・愛知県で獲
れたあさりの風味
や旨味を、そのまま
閉じ込めました。
< 原 材 料 > あさり
(福岡県または愛知
県産)

9133
そのまましじみ 100g

日本鮮食

298円（税込）6ヶ月

福岡県・三重県・愛
知県のしじみを使
用。いつでも新鮮
な旨味を味わえま
す。
< 原 材 料 >しじみ
(福岡県または三重
県、愛知県産)

冷凍で30日 冷凍で30日 冷凍で30日

肉厚で甘味たっぷり。刺身のほか、バター焼きやグラタン、
シチューに。<原材料>ホタテ（北海道産）

愛媛県 伊予灘海域で獲れる肉厚で骨と皮が軟らかく、脂のノリのよい鱧を素早く活〆し、
匠技に迫る技術で骨切り加工しています。安心してお使い頂けるよう無漂白・無添加仕様です。

1389

瀬戸内海産の逸品「サヨリ」。痛みやすい魚の為に手早く調理
することが求められる細魚。時を待たずに電解水で洗浄・殺
菌。熟練の技術とノウハウで丁寧に下処理しています。無漂
白・無添加（保存料・着色料不使用）。

サヨリは、その名のとおり細身姿の高級魚。銀色の外
見の美しさと共に、上品で淡泊な白身の食味から、
すし店や料亭でお寿司や刺身・天ぷらなどの高級食
材として重宝されています。

<原材料>うなぎ（高知県
四万十市）、山椒、醤油[大
豆 ( 遺 伝 子 組 み 換 え で な
い）、小麦を含む]、粗製糖、
発酵調味料（米、米こうじ、
食塩）、水あめ、うなぎの骨
エキス（調理したうなぎの
骨を焼き、加熱したタレの
中に入れて炊き上げて抽出
したもの）

<原材料>
う な ぎ（ 高 知 県 四 万 十
市）、山椒（和歌山県産）、
醤油、発酵調味料、洗双糖

冷凍で30日

1313円（税込）
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9140
やさいちぎり天 120g

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

野菜の栄養とおいしさがたっぷ
り。煮物にもおすすめです。
<原材料>魚肉すり身(山陰又は
九州水揚げの魚を使用)(山陰又
は九州水揚げの魚を使用)、地下
水、馬鈴薯澱粉、玉ねぎ、人参、
ごぼう、てんさい糖、塩、みりん、
魚醤、昆布ダシ、鰹ダシ、菜種油

211
青大豆ちぎり天 120g

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

大粒青大豆を練りこみ、蒸し
揚げました。
<原材料>魚肉すり身(山陰
又 は 九 州 水 揚 げ の 魚 を 使
用)､スケトウダラ(北海道)、
枝豆､馬鈴薯澱粉(北海道)、
甜菜糖、再製塩、みりん、魚
醤、昆布だし、鰹だし、菜種油

9157
魚ぎょっと骨入りバーグ 6枚（120g）

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

魚を骨ごとミンチにし、
すり身・玉ねぎと合わせ
てハンバーグに。
<原材料>魚肉すり身

(山陰又は九州水揚げの魚を使用)、魚落し
身、地下水、玉ねぎ、蒲鉾(自社製品)、馬鈴薯
澱粉、砂糖、塩、魚醤、有機白味噌、鰹だし、昆
布だし、みりん、菜種油

9164
ふんわり玉ねぎ天3個（120g）

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

ふんわりとした食感と、
玉ねぎの上品な甘味。
<原材料>魚肉すり身
(山陰又は九州水揚げ

の魚を使用)、玉ねぎ、地下水、馬鈴薯澱粉、
てんさい糖、塩、みりん、魚醤、昆布ダシ、鰹
ダシ、菜種油

212
ごぼうスティック 100g

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

シャキシャキごぼうを、魚のすり身で包んで揚げました。
ごぼうの香りと魚の旨味が絶妙。
<原材料>ごぼう、小麦澱粉、魚肉すり身(山陰又は九州
水揚げの魚を使用)、丸大豆醤油、てんさい糖、塩、菜種油

9171
アジ入り魚っ子ウィンナー・プレーン 80ｇ

別所蒲鉾店

290円（税込）冷凍で60日

国産のタラとアジをすり身に
し、魚肉の旨味を最大限に引
き出したプリプリの触感の一
口サイズのウィンナーです。お
弁当のオカズなどにどうぞ。
<原材料>タラ、鯵、馬鈴薯澱
粉、砂糖、食用なたね油、魚醤、
かつおだし、食塩、昆布だし

9188
アジ入り魚っ子ウィンナー・イカ 80ｇ

別所蒲鉾店

290円（税込）冷凍で60日

国産のタラとアジをすり身に
し、新鮮なイカを加えたコリコ
リの触感が楽しい一口サイズの
ウィンナーです。お弁当のオカ
ズなどにどうぞ。
<原材料>タラ、鯵、イカ、馬鈴
薯澱粉、砂糖、食用なたね油、魚
醤、かつおだし、食塩、昆布だし

9195
アジはんぺん 30g×4枚

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

日本海西部産のアジの落とし身をたっぷり使い、
魚の旨味の詰まったはんぺんを作りました。
<原材料>アジ、タラ、馬鈴薯澱粉、てんさい糖、
みりん、塩、魚醤、鰹ダシ、昆布ダシ

9201
エビつみれ 5個（100g）

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

エビの旨味たっぷり！お吸い物や煮物
に。<原材料>魚肉すり身、海老、地下
水、馬鈴薯澱粉、てんさい糖、塩、みり
ん、魚醤、昆布ダシ、鰹ダシ

213
出雲のちくわ 60g×2本

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

魚の旨味がギュッと
つまった、食べ応え
のあるちくわです。
<原材料>魚肉すり
身、地下水、馬鈴薯
澱粉、塩、てんさい
糖、みりん、魚醤、
昆布ダシ、鰹ダシ

9218
出雲のちくわ・バジルと黒胡椒 120g

別所蒲鉾店

380円（税込）冷凍で60日

出雲のちくわをカットし、香り高いバジルとブラックペッパー
のきいた衣をつけて揚げました。
<原材料>魚肉すり身、地下水、小麦澱粉、馬鈴薯澱粉、みり
ん、食塩、黒コショウ、てんさい糖、鰹だし、バジル、魚醤、昆布
だし、菜種油

214
愛農板こんにゃく 300g

愛農流通センター

257円（税込）冷蔵で3ヶ月

生芋から丁寧に作りました。こんにゃく芋本
来の風味としっかりとした弾力が特徴です。
<原材料>有機栽培こんにゃく芋（群馬県
産）、水酸化カルシウム(凝固剤)

9225
愛農糸こんにゃく 250g

愛農流通センター

257円（税込）冷蔵で3ヶ月

生芋から丁寧に作りました。こんにゃく芋本
来の風味としっかりとした弾力が特徴です。
<原材料>有機栽培こんにゃく芋（群馬県
産）、水酸化カルシウム(凝固剤)

215
大判ギョーザの皮 30枚

福助製麺所

324円（税込）冷凍で3ヶ月

国産の小麦粉と北海道産のでんぷんを使用した、小麦が香るもちもちの生地です。
<原材料>小麦粉(国産)、馬鈴薯デンプン(国産)、ナタネ油(国産)、塩(にがりを含んだもと塩)

216
興農豚･ひき肉 250g

興農ファーム

685円（税込）冷凍で60日

必要量だけ使える
よう、バラバラにほ
ぐれた状態で冷凍
しています。

9232
興農豚･小間切 250g

興農ファーム

748円（税込）冷凍で60日

炒め物等に。バラバ
ラにほぐれていま
すので、必要量だけ
使えます。

217
興農豚･バラスライス 200g

興農ファーム

706円（税込）冷凍で60日

赤身と脂身のバラ
ンス が 良 く、旨 味
が 強 い で す 。（ 約
2.2mm厚）

9249
興農豚･バラ焼肉用 200g

興農ファーム

682円（税込）冷凍で60日

厚めにスライスし
た 、ジュー シ ー な
バ ラ 肉 で す 。（ 約
3mm厚）

218
興農豚･モモスライス 200g

興農ファーム

682円（税込）冷凍で60日

スライス面が大き
い の で 、野 菜 の 巻
物 な ど に も 。（ 約
2.2mm厚）

9256
興農豚･ヒレ一口カツ用 200g

興農ファーム

996円（税込）冷凍で60日

柔らかいヒレ肉を一口大にカットしま
した。

219
興農豚･ロースしゃぶしゃぶ用 200g

興農ファーム

894円（税込）冷凍で60日

柔らかなロース肉
を、薄くスライスし
ました。

9263
興農豚･ロースしょうが焼用 200g

興農ファーム

862円（税込）冷凍で60日

タレが良くからむ、厚めのスライス（約
5mm厚）

9270
興農豚･ローストンカツ用 200g

興農ファーム

877円（税込）冷凍で60日

食べやすい厚さにカットしました。
(100g×2枚)

9287
興農豚・豚足 1本（約350ｇ）

興農ファーム

580円（税込）冷凍で60日

コラーゲンたっぷり。20分ほど下茹で
して、大根などと一緒に甘辛く煮ると
おいしいです。

9294
大豆の水煮 170g

クッチーナマンマ

324円（税込）冷蔵で30日

サラダや五目豆な
どに。手軽に使えて
とっても便利。
<原材料>有機栽
培大豆(国産)　※
北海道産を使用

220
あいのうコロッケ 2個

大阪あいのう

280円（税込）冷凍で90日

  
＜原材料＞じゃがい
も、たまねぎ、平飼
無 精 卵 、愛 農 の 薄
力粉（特別栽培）、
パン 粉 、モラセス
シュガー、塩（シマ
マース）



22 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます
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竜神自然食品センター
竜神自然食品センターの製品は竜神温泉でも名高い和歌山県
龍神村の豊かな自然の中、農薬・化学肥料不使用で栽培した梅
の実を原料とし、無添加で作られています。自然の恵みをそのまま
に本物の味をお楽しみください。

221
コーンクリームコロッケ 30g×5個

クッチーナマンマ

470円（税込）冷凍で150日

クリーミーな自家製ホワイトソースと
コーンの甘味が、後をひくおいしさで
す。調理済み。
<原材料>牛乳(熊本県産)、パン粉(岩手
県産特別栽培小麦使用)、スイートコーン
(北海道産)、玉ねぎ(北海道または兵庫
県、愛知県、長崎県、熊本県産)、小麦粉
(九州産)、バター(北海道産)、菜種油、食
塩、こしょう

222
ハッシュドポテト 30g×8個

クッチーナマンマ

356円（税込）冷凍で150日

ほっくりとしたじゃが芋の風
味が後を引く、手作り感あふ
れるハッシュドポテト。おやつ
にも。
<原材料>じゃがいも(北海
道または鹿児島県産)、パン
粉(岩手県産特別栽培小麦使
用)、食塩、菜種油、こしょう

223
天然えびグラタン180g×2個

クッチーナマンマ

930円（税込）冷凍で180日

国産の低温殺菌乳、シュレッド
チーズ、小麦、玉ねぎをじっくり
と練って作ったホワイトソース
に、濃厚なうま味のあるインド
産のプリプリの天然えびをのせ
たグラタン。紙製のオーブナブ
ルトレイ入りです。
<原材料>牛乳(熊本県産)、玉
ねぎ(北海道または九州)、小麦
粉(北海道産小麦使用)、バター
(北海道産)、チーズ(北海道産)、
天然えび、エルボパスタ、砂糖
(鹿児島県産)、菜種油、食塩、こ
しょう、有機パセリ(熊本県産)

224
ノンフライ若鶏和風から揚げ 180g

千葉産直サービス

463円（税込）冷凍で180日

【調理法】電子レンジ
<原材料>鶏ムネ肉（茨城県産）、小麦粉

（国産）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、醤
油〔大豆（国産）、小麦（国産）、食塩〕、
生姜（国産）、砂糖（鹿児島県喜界島
産）、酒〔米（国産）、米こうじ（国産）、
酒粕（国産）〕、たまり醤油、にんにく（国
産）、食塩、菜種油（非遺伝子組換え菜
種※噴霧程度に使用）

225
もち豚しゅうまい 6個（180g）

千葉産直サービス

540円（税込）冷凍で180日

【調理法】蒸す又は電子レンジ
<原材料>豚肉（千葉県産）、
有機玉ねぎ（国産）、馬鈴薯
でん粉（北海道産）、生姜（国
産）、食塩（伊豆大島）、砂糖

（鹿児島県喜界島産）、にん
にく（国産）、皮〔小麦粉（国
産）、食塩（伊豆大島）〕

226
もち豚ニラまんじゅう 6個（168g）

千葉産直サービス

550円（税込）冷凍で180日

もち豚肉と、たっぷりの新鮮なニラ、キャベツなど7種の国産野菜の具材を国産の皮で包みまし
た。素材の旨みが凝縮したニラまんじゅうです。
<原材料>豚肉（千葉県産）、ニラ（国産）、玉ねぎ（国産）、キャベツ（国産）、椎茸（九州）、長ネギ

（国産）、馬鈴薯でん粉（北海道産）、生姜（国産）、食塩（伊豆大島）、ごま油（国産）、砂糖（鹿児
島県喜界島産）、醤油〔大豆（国産）、小麦（国産）、食塩〕、オイスターソース（光食品）、にんにく

（国産）、チキンエキス、コンブエキス、胡椒、皮〔小麦粉（国産）、食塩（伊豆大島）〕

9300
しそのふりかけ 35g

龍神自然食品センター

356円（税込）常温で1年

農薬・化学肥料不使
用のシソを天日干
しにした、無添加ふ
りかけ。
< 原 材 料 > 農 薬・
化学肥料不使用栽
培しそ（ 和 歌 山 県
産）、自然塩

9317
龍神絹梅（ビン） 250g

龍神自然食品センター

918円（税込）常温で1年

梅肉を裏ごししたペースト。
ご飯のお供やおにぎりの具だ
けでなく、和え衣やドレッシン
グ等にも。
< 原 材 料 > 農 薬・化 学 肥 料
不使用栽培青梅（和歌山県
産）、農薬・化学肥料不使用栽
培しそ（和歌山県産）、自然塩

227
龍神絹梅（チューブ） 180g

龍神自然食品センター

734円（税込）常温で1年

龍神絹梅に使いやすい
チューブタイプが登場。
<原材料>農薬・化学肥
料不使用栽培青梅（和
歌 山 県 産 ）、農 薬・化
学肥料不使用栽培しそ

（ 和 歌 山 県 産 ）、自然
塩

9324
龍神白梅酢 200ml

龍神自然食品センター

388円（税込）常温で1年

コクのある酸味の
プレーンな白梅酢。
<原材料>農薬・化
学肥料不使用栽培
青梅、自然塩

9331
龍神赤梅酢 200ml

龍神自然食品センター

410円（税込）常温で1年

シソで色付けされた
赤梅酢。
<原材料>農薬・化
学肥料不使用栽培
青梅（和歌山県産）、
自然塩、農薬・化学
肥料不使用栽培しそ

（和歌山県産）

9348
梅飴ちゃん 12個（60g）

龍神自然食品センター

356円（税込）常温で1年

玄米水飴の甘味と、
梅肉エキスの酸味
がとけ合った素朴
な飴。
<原材料>玄米水
飴、梅肉エキス(農
薬・化学肥料不使用
栽培青梅使用)

228
龍神梅ジャム 270g

龍神自然食品センター

670円（税込）常温で1年

さわやかな梅の酸
味と風味が美味し
い。
< 原 材 料 > 農 薬・
化学肥料不使用栽
培青梅（和歌山県
産）、甘蔗糖

9355
梅玉 約200粒（40g）

龍神自然食品センター

2160円（税込）常温で1年

梅肉エキスのすっ
ぱさが苦手、という
方におすすめ！
<原材料>梅肉エキ
ス(農薬・化学肥料
不使用栽培青梅使
用)、上新粉(国産)、
甜菜繊維(国産)

229
おにぎり用焼きのり 2つ切10枚×3袋（全形15枚分）

成清海苔店

940円（税込）常温180日

有明海産秋芽一番摘み限定。シーズン
通して最も栄養価の高いこの時期に限
定。使いやすい2つ切りタイプをチャッ
ク付袋に小分けしています。有明産の
特長として口どけが良いので、お召し
上がり直前に巻いてください。
<原材料>乾海苔（有明海産）

9362
味付きおかず海苔   

成清海苔店

481円（税込）常温180日

海苔は有明海産秋芽一番摘み限定。海苔養殖
シーズン中で栄養価の高いこの時期の海苔に限
定。国内産原材料をもとに、食品添加物、化学調
味料は一切使用せず取り出した味付け用調味液
を使った、子供から大人まで幅広くご支持をい
ただいているやさしい味付けになっています。
<原材料>乾海苔（福岡県有明海産）、砂糖（鹿
児島県産）、みりん（味の母）、醤油（岐阜）、食
塩、昆布、いりこ（島根県産）、かつおぶし（鹿児
島県産）、干しえび（瀬戸内海産）、とうがらし

230
皿垣漁協産焼きのり 全形10枚入

成清海苔店

972円（税込）常温180日

日本で初めて海苔の格付
け等級検査に食味による
「味検査」を導入。見た目
だけの格付けに味をプラス
したお墨付きの一品。秋芽
一番摘みに限定した商品。
<原材料>乾海苔（福岡県
有明海産）

9379
寿司はね焼きのり 10枚

成清海苔店

475円（税込）常温180日

本来、寿司に使えないと言う
意味の「寿司はね」。キズも
のであったりと商品価値の
下がったものを指す。ここで
は、有明海産秋芽一番摘み
の海苔を使用し、栄養価の
高い時期の海苔をお徳用と
して開発。色、艶、やわらか
さなどは上等品と比べ劣る

が味は秋芽一番摘みならではの甘味のある海苔。
<原材料>乾のり（福岡県有明海産）

9386
韓国風味付塩焼海苔 4つ切×20枚（全形5枚分）

成清海苔店

551円（税込）常温90日

本場韓国では岩海苔を使用しま
すが、当製品は有明海産秋芽一
番摘みのスサビノリを使用してい
ます。口どけのよさと甘味が特徴
です。塩（天塩）とごま油だけで
本場の味を醸し出しています。
<原材料>乾海苔（有明海産）、ご
ま油、食塩

9393
海老ふりかけ 50g

成清海苔店

400円（税込）常温180日

国産のアミエビを市販品にない風味に
仕上げました。食品添加物、化学調味料
は一切使用せず、大人から子どもまで幅
広く支持をいただいております。おにぎ
りの具、チャーハンの具、麺類の薬味、パ
スタの具、そして離乳食にどうぞ。
<原材料>アミエビ（アキアミ・国内
産）、乾海苔（福岡県産・有明海）、かつ
おぶし（国内産）、ごま（国内産）、醤油

（岐阜県）、発酵調味料、砂糖（粗糖・鹿
児島県産）、昆布、食塩、とうがらし

231
味のりふりかけ 50g

成清海苔店

400円（税込）常温180日

きな粉をまぶしたごまと味のりの相性で風
味豊かに仕上がりました。使用する海苔は
有明海産秋芽一番摘み、シーズン通しても
最も栄養価の高い時期に限定しています。
原材料はすべて国内産。食品添加物。化学
調味料は不使用。<原材料>乾海苔（有明
海産）、ごま（鹿児島県産）、大豆（きな粉、
茨城県産）、砂糖（粗糖・鹿児島県産）、発
酵調味料、しょうゆ（岐阜県）、食塩、こんぶ

（北海道産）、むろあじ（長崎県産）、かつ
おぶし（鹿児島県産）、とうがらし

9409
梅かつおふりかけ 50g

成清海苔店

448円（税込）常温180日

ゆかり、梅肉をふんだんに
使い、かつおぶし、焼きの
りとあわせた、ご飯にぴっ
たりのふりかけです
<原材料>かつおぶし（鹿
児島県産）、ゆかり（奈良
県産）、梅肉（奈良県産）、
乾海苔（有明海産）、ごま

（鹿児島県産）、発酵調味
料、しょうゆ（岐阜県）、砂
糖（粗糖・鹿児島産）

232
鮭ふりかけ 40g

成清海苔店

680円（税込）常温180日

北海道産の鮭フレークを使い調味乾
燥、調味後の鰹節、有明海産秋芽一番摘
み焼きのり、ごまを合わせました。鮭の
香りと焼きのり、ごま、鰹節がうまみを
引き出し、ご飯のお供にぴったりのふり
かけです。
<原材料>鮭フレーク（北海道産）、乾の
り（有明海産）、ごま（鹿児島県産）、鰹
節（鹿児島県産）、発酵調味料、しょうゆ

（岐阜県）、砂糖（粗糖・鹿児島県産）、
食塩（兵庫県産）、昆布（北海道産）

非遺伝子組換飼料で育てた胸肉を自家製醤油ダレに漬け
込みスチーム製法でから揚げ風に仕上げました。

餌や環境にこだわりゆったり飼育したもち豚を畜日に合
わせて製造したこだわりしゅうまい。

もち豚肉と、たっぷりの新鮮なニラ、
キャベツなど7種の国産野菜の具材
を国産の皮で包みました。素材の旨
みが凝縮したニラまんじゅうです。
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233
五目豆 100g

遠忠食品

291円（税込）冷蔵で90日

素材の旨味を引き出すようにじっくりと炊いた、ほっ
とするようなやさしい味わい<原材料>大豆（北海道
産）、発酵調味料、こんにゃく、ごぼう、丸大豆醤油、粗
糖(種子島産)、人参、昆布、無漂白寒天

9416
にしん甘露煮 60g

遠忠食品

658円（税込）冷蔵で180日

骨まで軟らかくなる
まで、じっくりと炊き
あげました。
< 原 材 料 > にし ん

（ 北 海 道 沖 ）、丸 大
豆醤油、麦芽水飴、
発酵調味料、粗糖(種
子島産)、無漂白寒天

234
辛子昆布 100g

遠忠食品

298円（税込）冷蔵で180日

唐辛子の風味と昆布の旨
みのバランスが絶品です。
<原材料>昆布（北海道
産）、醤油(非遺伝子組換
え大豆)、麦芽水飴、発酵調
味料、粗糖(種子島産)、唐
辛子(2010年福島県産)、
鰹だし

9485
ねりごま・黒 60g

鹿北製油

864円（税込）常温で1年半

国産黒ごまをじっく
り練り上げた、香ば
しい練りごまです。
ジャム代わりにパン
に塗っても。
<原材料>農薬不
使用契約栽培黒ご
ま(九州産)

9492
ねりごま・白 60ｇ

鹿北製油

864円（税込）常温で1年半

上品な風味の国産
白ごまの練りごまで
す。醤油とマヨネー
ズで割って、ごまド
レッシングに。
<原材料>農薬・化
学肥料不使用栽培
白ごま(鹿児島県産)

9423
ちりめん佃煮 60g

遠忠食品

384円（税込）冷蔵で180日

瀬戸内海で育った
ちりめんを、丁寧に
選別しました。
<原材料>ちりめん

（広島県産）、丸大
豆醤油、麦芽水飴、
発酵調味料、水、天
日塩

235
国産きのこご飯の素 2合分（170g）

遠忠食品

373円（税込）冷蔵で90日

きのこのおいしさを存分に味
わえます。
<原材料>まいたけ(群馬県
産)、えのき茸(埼玉県産)、椎
茸(長崎県産)、なめこ(長野県
産)、ぶなしめじ（長野県産）
麦芽水飴、丸大豆醤油、米酢、
天日塩、鰹、発酵調味料、水

9430
エリンギひじきご飯の素 2合分（170g）

遠忠食品

324円（税込）冷蔵で90日

エリンギの食感とひじき
の風味がベストマッチ。
<原材料>エリンギ（長
野県産）、人参、ひじき

（長崎県産）、粗糖(種
子島産)、丸大豆醤油、天
日塩、米酢、鰹、発酵調
味料、水

238
旬味 720ml

仁井田本家

1100円（税込）  

236
刻みみぶ菜 150g

東明

329円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培し
た京野菜のみぶ菜を、
あっさりと醤油風味の
浅漬けに仕上げました。
<原材料>みぶな、漬け
原材料(食塩、醤油(小
麦、大豆を含む)、みり
ん)

9447
刻みすぐき 120g

東明

346円（税込）冷蔵で90日

京野菜の契約栽培すぐ
き蕪を刻み、乳酸発酵
させた酸味のある京都
伝統のお漬物です。
<原材料>すぐき菜、
漬け原材料(醸造酢、
醤油(小麦、大豆を含
む)、みりん、食塩)

9454
ゆず大根 150g

東明

346円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培
した新鮮な大根をゆ
ず風味にあっさりと漬
け込みました。
<原材料>大根、ゆず
(愛媛県産)、漬け原材
料(砂糖、昆布エキス、
醸造酢、みりん、食塩)

9508
洋風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

520円（税込）常温で1年

食品添加物および化学調味料は一切使用しておりません。1袋（15g）に対
し、お湯300ccで溶解します。洋風スープ、カレー、ポトフ等のベースにお使
いいただけます。<原材料>チキンエキス、おふくろの塩、洗双糖、ポークエ
キス、こいくちみのり醤油、有機オリーブオイル、オニオン粉末、馬鈴薯澱粉、
ヤマト寒天、ローレル粉末、白胡椒、水

239
中華風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

520円（税込）常温で1年

食品添加物および化学調味料は一切使用しておりません。1袋（15g）に対
し、お湯300ccで溶解します。中華風スープ、八宝菜等、中華料理のベース
にお使いいただけます。<原材料>ポークエキス、チキンエキス、おふくろの
塩、洗双糖、こいくちみのり醤油、ごま油、ラード、馬鈴薯澱粉、ガーリック、ジ
ンジャー、オニオン粉末、ヤマト寒天、赤唐辛子、水

9461
こぶ大根 150g

東明

346円（税込）冷蔵で11日

契約栽培農場で栽培した
大根を、皮付きのまま、こ
ぶの旨味を生かして漬け
込みました。
<原材料>大根、昆布、漬
け原材料(砂糖、昆布エキ
ス、醸造酢、みりん、食塩、
醤油(小麦、大豆を含む))

237
ゆず白菜漬 250g

東明

314円（税込）冷蔵で11日

国産ゆずを利かせ
た、柔らかく甘味の
多い国産黄芯白菜
の浅漬けです。
<原材料>白菜、漬
け原材料(食塩、み
りん、ゆず(愛媛県
産))

9478
昆布白菜漬 250g

東明

314円（税込）冷蔵で11日

柔らかく甘味の多
い国内産黄芯白菜
を使用し昆布の風
味を生かした浅漬
けです。
<原材料>白菜、漬
け原材料(食塩、み
りん、昆布)

9515
やさか共同農場の有機切干大根 50g

やさか共同農場

298円（税込）常温で6ヶ月

国内産の有機大根
を使用した切干大
根 です。天日乾 燥
で昔ながらの2度干
し仕上げを致しま
した。
<原材料>有機大根

（国内産）

9522
やさか共同農場の有機鷹の爪 5g

やさか共同農場

195円（税込）常温で1年

大ぶりで、色鮮やか
なとうがらしです。
香りが高く辛味が
生きています。
<原材料>有機鷹
の爪（島根県産）

240
オートミール 500g

アリサン

508円（税込）常温で6ヶ月

オーガニック栽培された、
オーツ麦100%です。全粒
なので、ふすま、胚芽含ん
でおります。オーツ麦を蒸
気で加熱して、調理しやす
くローラーで伸ばしてある
ので、ポリッジだけでなく、
クッキーなど製菓材料とし
ても多用できます。
<原材料>オーツ麦（アメリ
カ産、OTCO認証）

9539
ピーナツバタークランチ 454g

アリサン

1400円（税込）常温で1年半

乳化剤、安定剤、油、塩も一切
使用していない、100％オーガ
ニックピーナツのピュアなピー
ナッツバターです。そのままは
もちろん、お料理の調味料とし
ても御利用頂けます。ピーナッ
ツの粒粒感を残したタイプ。
ピーナッツの原産国は、アルゼ
ンチン、ニカラグア等。
<原材料>ピーナッツ（アメリ
カ産、OTCO認証）

9546
ピーナツバタースムース 454g

アリサン

1400円（税込）1年半

乳化剤、安定剤、油、塩も一切
使用していない、100％オーガ
ニックピーナツのピュアなピー
ナッツバター。トーストにもよく
合いますが、ソース、ディップ、ド
レッシングの材料にもどうぞ。
<原材料>ピーナッツ（アメリカ
産、OTCO認証）

9553
ジャックの豆ミート 150g

アリサン

470円（税込）10か月

米国産。TSP（繊維大
豆たんぱく質）と現地
では呼ばれています。
原材料は大豆だけ。熱
湯と混ぜるだけでひき
肉のように使えます。
< 原 材 料 > 有 機 大 豆

（アメリカ産）

241
有機スイートコーン缶 125g

アリサン

184円（税込）3年

有機ＪＡＳ認定の食べ切りサイズ。塩だけの味
付けなので、コーン本来の味があじわえます。
<原材料>有機トウモロコシ（タイ産（遺伝子
組み換えでない））、食塩

9560
オラッチェお子様カレールウ 115g×2

フルーツバスケット

640円（税込）常温2年

<原材料>小麦粉、パーム油、洗双糖、お袋の塩、
ポークエキス、りんごピューレ、トマトペースト、カ
レー粉、マサラ、チキンエキス、ウスターエキス、
みのり醤油、オイスターソース、全脂粉乳

9577
オラッチェカレールウ（中辛） 115g×2

フルーツバスケット

650円（税込）常温2年

<原材料>小麦粉、パーム油、洗双糖、お袋の
塩、ポークエキス、りんごピューレ、トマトペース
ト、カレー粉、マサラ、チキンエキス、ウスター
ソース、みのり醤油、オイスターソース、香辛料

9584
オラッチェカレールウ（辛口） 115g×2

フルーツバスケット

650円（税込）常温2年

<原材料>小麦粉、パーム油、洗双糖、お袋の塩、カ
レー粉、ポークエキス、りんごピューレ、トマトペース
ト、、マサラ、チキンエキス、ウスターソース、みのり
醤油、オイスターソース、ワイン、香辛料

農薬・化学肥料不使用、自然栽培酒米使用。素材の味を最大
限に引き出す、旨味の強い料理酒。
<原材料>米、米麹

お母さん、最近お料理の
　　　腕上がったんじゃない？
～お料理が美味しくなるお酒～

小麦粉をはじめとし、できるだけ国産
原料にこだわり、市販品ではよく使用
される化学調味料や乳化剤、香料、着
色料を一切加えずに、自然の味を追
求した、オラッチェこだわりのお子様
カレールウです。味の決め手となるう
こんは、奄美大島産の貴重なうこんを
100％使用。そのほか、クミンやローレ
ル、コリアンダーなど、数種類の香辛料
を、ルウ職人の絶妙な加減でブレンド
しています。地元・丹那産の全脂粉乳を
加え、お子様でも食べやすいまろやか
な味に仕上げました。

国産原料にこだわり、まろやかに仕上げた
お子様用カレールウ
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9591
ベーキングパウダー 114g

ラムフォード

271円（税込）常温で3年

天 然 由 来 の 原 材 料 の み
で作った、アルミニウム
フリーのベーキングパウ
ダーです。<原材料>第一
リン酸カルシウム42％、
炭 酸 水 素 ナ ト リ ウ ム
32％、コーンスターチ（遺
伝子組換でない）26％

9607
有機コーンスターチ 100g

アリサン

270円（税込）常温で1年

非遺伝子組み換え、酸化防止剤
不使用のコーンスターチです。
料理のとろみ付け、揚げ物の衣、
カスタードクリームや焼き菓子
の具材など幅広くお使いいただ
けます。
< 原 材 料 > 有 機とうもろこし

（オーストラリア産）

242
れもんストレート果汁 150ml

無茶々園

594円（税込）製造日より180日

香りや酸味を楽しむ柑橘の代
名詞的な存在・レモン。引き締
まった香りと酸味で、ドレッシ
ングやお菓子作りなどにぴっ
たり。さまざまな用途にお使い
いただけます。
<原材料>レモン（愛媛県産）

9614
青ゆずこしょう 50g

無茶々園

508円（税込）常温で1年

除草剤・化学肥料、農薬
を使用せずに栽培した
青ゆずと青唐辛子に、
塩を加えて練りました。
<原材料>柚子（愛媛県
産）、青唐辛子（愛媛県
産）、食塩

243
カマンベールチーズ 120g

木次乳業

972円（税込）冷蔵で35日

マイルドでミルキーなカマンベール。
独特の香り、コクをお楽しみください。
<原材料>生乳、乳酸菌スターター、レ
ンネット、白カビ胞子、食塩

9621
プロボローネチーズ 380g

木次乳業

1944円（税込）冷蔵で5ヶ月

加熱すると糸を引くように伸びるハー
ドタイプのスモークチーズ。日本酒に
良く合います。<原材料>生乳、乳酸菌
スターター、レンネット、食塩

9638
プロボローネピッコロ 100g

木次乳業

540円（税込）冷蔵で90日

プロボローネチー
ズの食べ切りサイ
ズ。お手軽にお試し
できる大きさ・価格
です。
<原材料>生乳、乳
酸菌スターター、レ
ンネット、食塩

244
イズモ・ラ・ルージュ 180g

木次乳業

1027円（税込）冷蔵で4ヶ月

セミハードタイプのミニゴーダチー
ズ。上品な味で、加熱すると柔らかく
溶けます。<原材料>生乳、乳酸菌ス
ターター、レンネット、食塩

9645
ナチュラルスナッカー 70g

木次乳業

432円（税込）冷蔵で40日

クセがなく食べや
すい、裂けるチーズ
です。おやつやサラ
ダ、おつまみに。
<原材料>生乳、乳
酸菌スターター、レ
ンネット、食塩

245
木次カフェオレ 1000ml

木次乳業

302円（税込）冷蔵10℃以下で8日

有機栽培されたコーヒー豆をじっくり
とネルドリップし、奥出雲地方の良質
な生乳、国産ビートグラニュー糖をミッ
クスしました。有機コーヒーの独特な
味わいとやさしいミルクの風味が楽し
める甘さ控えめのカフェオレです。
<原材料>生乳、コーヒー抽出液（有機
栽培コーヒー）、ビートグラニュー糖

9652
ジンジャークッキー 50g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

岩手県産南部小麦、全粒粉の自然の甘
味が活きています。しょうがは地元・高
知県産のものを使用。シナモンの香り
豊かなクッキーに仕上げています。
<原材料>小麦粉（岩手県）、菜種油、
粗糖（種子島）、全粒粉（岩手県）、しょ
うが（高知県）、シナモン・オールスパ
イス（マレーシア）

246
ゆずのクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

地元・高知県産のゆずたっ
ぷり、さわやかな味わい
が舌に残ります。食べだし
たら止まらないかも？
<原材料>小麦粉（岩手
県 ）、菜 種 油 、粗 糖（ 種
子島）、ゆず果汁・ゆず皮

（高知県産）、食塩

9669
ハーブクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

地元・高知県で自家栽培の
ローズマリー使用。ハーブ
のかおりに癒されます。
<原材料>小麦粉（岩手
県）、菜種油、粗糖（種子
島）、全粒粉（岩手県）、
ローズマリー（高知県）、
食塩

247
ごまクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

黒ゴマの香りとしっか
りした味。また食べた
くなるクッキーです。
<原材料>小麦粉（岩
手県）、菜種油、粗糖

（ 種 子 島 ）、全 粒 粉
（岩手県）、洗いごま
（ミャンマー）、食塩

9676
酒粕クッキー 50g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

高知県産純米吟醸酒の酒粕
を使用しました。砂糖不使
用のクラッカータイプで、ほ
のかにチーズの風味がしま
す。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 岩 手
県 ）、菜 種 油 、酒 粕（ 高 知
県）、全粒粉（岩手県）、食塩

9683
パリポリたまねぎとブラックペッパー 35g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より60日

合成着色料、合成保存料、合成
甘味料などの添加物や遺伝子
組み換え食品は不使用。玉ね
ぎをていねいに焦がし、生地に
練り込み、ピリ辛プラックペッ
パーを利かせています。
<原材料>小麦粉（岩手県）、
全粒粉（岩手県）、菜種油、玉
ねぎ（ 高 知 県 ）、ベ ー キング
パウダー（アルミニウム不使
用）、ブラックペッパー、食塩

248
パリポリおじゃこと梅しそ 35g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より30日

地元・土佐沖で採れたおじゃ
こを丸ごと砕いて練り込んで
います。乾燥赤しそをアクセ
ントに入れています。
<原材料>小麦粉（岩手県）、
菜種油、じゃこ・梅・しそ（高知
県）、ベーキングパウダー（ア
ルミニウム不使用）、食塩

9690
パリポリぽてと＆パセリ 35g

みかんの丘あけぼの

270円（税込）製造日より30日

地元・高知県をはじめ、国産のも
のを使用。お酒のあてとしても
オススメな無添加クッキーです。
<原材料>小麦粉（岩手県）、
じゃがいも（高知県他）、全粒粉
（岩手県）、菜種油、パセリ（長野
県）、ベーキングパウダー（アル
ミニウム不使用）、食塩

249
シリアル・バー 10枚

げんきタウン

389円（税込）常温で90日

国産小麦にライ麦粉、全粒粉、有機玄米をブレンドした、素
朴な味わいのハードクッキー。<原材料>小麦粉（国産）、
全粒粉（北海道産）、ライ麦粉（アメリカ産）、菜種油、砂糖

（北海道産てんさい）、有機玄米（国産）、食塩

9706
柑橘・バー 10枚

げんきタウン

410円（税込）常温で90日

国内で有機栽培されたレモン、ゆず、甘夏のピールをジャムにして贅沢
に練りこみました。柑橘の爽やかな風味が広がるハードタイプクッキー。
<原材料>小麦粉（国産）、砂糖（北海道産てんさい糖）、菜種油、、有機
ゆず皮、有機レモン（国産）、有機甘夏（国産）、食塩

250
１２３クッキー 25g

げんきタウン

216円（税込）常温で90日

岩手産ひえと国産有機さつま芋に、
キャロブパウダーを配合した、のり
ものの形が可愛い、さっくり食べや
すい食感の一口サイズのクッキー。
<原材料>さつま芋澱粉（鹿児島県
産）、砂糖（北海道産てんさい糖）、
有機さつま芋（国産）、菜種油、ひえ

（岩手県産）、食塩

9713
のりものクッキー 25ｇ

げんきタウン

216円（税込）常温で90日

岩手県産ひえ、国産有機さつま芋
をミックスして、サクッパリッと軽い
食感に仕上げた、数えて楽しい数
字の形をしたクッキー。
<原材料>さつま芋澱粉（鹿児島県
産）、砂糖（北海道産てんさい糖）、
有機さつま芋（国産）、菜種油、ひえ

（岩手県産）、キャロブ、食塩

9720
ベジタスティック・薩摩芋 10本

げんきタウン

324円（税込）常温で90日

国 産 有 機 薩 摩 芋 を
オーブンでじっくりと
蒸し焼きにして、贅沢
に練りこみました。植
物性の原料のみを使
用し、生地を幾層にも
重ね、自然の甘みとサ

クッとした食感に焼き上げています。
<原材料>小麦粉（国産）、有機さつま芋

（国産）、砂糖（鹿児島県産洗双糖）、菜種
油、食塩

251
ベジタスティック・南瓜 10本

げんきタウン

346円（税込）常温で90日

国産有機南瓜をオー
ブンでじっくりと蒸し
焼きにして、贅沢に
練りこみました。植物
性の原料のみを使用
し、生地を幾層にも
重ね、自然の甘みと

サクッとした食感に焼き上げています。
<原材料>小麦粉（国産）、有機かぼちゃ

（国産）、砂糖（鹿児島県産洗双糖）、菜
種油、食塩

9737
どうぶつびすけっと 12枚

げんきタウン

324円（税込）常温で90日

国産小麦と砂糖、油、塩だけのとってもシンプル
な原材料でサクサクに仕上げた、かわいい動物
型のビスケット。<原材料>小麦粉（国産）、砂糖

（北海道産てんさい糖）、菜種油、食塩

252
国産洗双糖かりんとう 65g

鹿北製油

194円（税込）常温で120日

洗双糖の優しい甘さに包まれた、小ぶ
りのかりんとう。
<原材料>小麦粉(国産)、砂糖(国産)、
植物油脂、水飴、イースト、食塩

9744
国産黒糖かりんとう 65g

鹿北製油

194円（税込）常温で120日

黒糖の風味とコクが広がる、小ぶりのかり
んとう。
<原材料>小麦粉(国産)、加工黒糖(国
産)、砂糖、植物油脂、水飴、イースト、食塩

253
寒天ゼリー（みかん） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料
不使用の無茶々園
ジュース果汁40％
を使用したこだわり
無添加ゼリーです。
< 原 材 料 > 温 州 み
か ん 果 汁（ 愛 媛 県
産）、洗双糖、寒天

9751
寒天ゼリー（甘夏） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料不
使用の無茶々園ジュー
ス果汁40％を使用した
こだわり無添加ゼリー
です。
<原材料>甘夏果汁（愛
媛県産）、洗双糖、無漂
白寒天、こんにゃく芋

9768
寒天ゼリー（伊予柑） 95ｇ

無茶々園

270円（税込）常温6ヶ月

化学農薬、化学肥料不使
用の無茶々園ジュース果
汁40％を使用したこだ
わり無添加ゼリーです。
<原材料>伊予柑果汁

（愛媛県産）、洗双糖、
無漂白寒天、こんにゃく
芋
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9775
有機チョコレート　
カカオ95%

90g

アルマテラ

798円（税込）製造から18か月

自家製カカオバターを使用し、引き立
つカカオの豊かな風味と深い味わい
は、ワインやおつまみにもおすすめで
す。ビターが好きな方におすすめのカ
カオ分95％。絶妙なバランスで食べや
すいハイカカオチョコレートです。
<原材料>有機カカオマス、有機カカ
オバター、有機きび糖、有機バニラパ
ウダー

9782
有機アガベチョコレート
ダーク　カカオ70%

100g

アルマテラ

798円（税込）製造から18か月

砂糖の代わりに有機アガベパウダーで
ダークチョコレートを作りました。アガ
ベの自然な甘みがカカオの豊かな風
味と深い味わいを引き立てます。
<原材料>有機カカオマス（ドミニカ
共和国）、有機アガベパウダー(メキシ
コ)、有機カカオバター(ドミニカ共和
国)、有機バニラパウダー(マダガスカ
ル)

254
有機アガベチョコレート　
ミルク

100g

アルマテラ

798円（税込）製造から18か月

砂糖の代わりに低ＧＩアガベパウダーでミル
クチョコレートを作りました。まろやかな優
しい甘さは、お子様にもおすすめです。カカ
オ成分高めのミルクチョコレートはすっきり
した甘さです。
<原材料>カカオバター(ドミニカ共和国)、
アガベパウダー(メキシコ)、全脂粉乳(オラン
ダ)、カカオマス(ドミニカ共和国)、脱脂粉乳
(オランダ)、バニラパウダー(マダガスカル)

9799
有機アガベチョコレートクリーム　
ヘーゼルナッツ

350g

アルマテラ

2160円（税込）製造から18か月

砂糖の代わりに低ＧＩアガベパウダー
でチョコレートクリームを作りました。
原料は全てオーガニック。ヘーゼル
ナッツを44％も使ったコクのあるク
リームです。アガベパウダーのすっき
りした甘さとヘーゼルナッツの風味が
楽しめます。砂糖・乳化剤・パーム油・グ
ルテン不使用。
<原材料>ヘーゼルナッツ(イタリア・ト
ルコ)、アガベパウダー(メキシコ)、カ
カオマス(ドミニカ共和国)、脱脂粉乳
(オランダ)、ひまわり油(フランス)、ア
ガベイヌリン（メキシコ）、カカオパウ
ダー(ドミニカ共和国)

9805
有機アガベシロップ　
GOLD

330g

アルマテラ

972円（税込）製造から18か月

自然な上品な甘さで後口もスッキリし
ており、どんな料理にも砂糖の代わり
にお使いいただけます。GI値が21と
砂糖・ハチミツの約1/3と低く、血糖値
を気にされているにもお奨めです。
<原材料>有機ブルーアガベ（メキシ
コ）

9843
有機ダークローストブレンド・豆 200g

玉屋珈琲店

256
有機ダークローストブレンド・粉

玉屋珈琲店

200g

972
常温で6ヶ月

9850
有機モカブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

257
有機モカブレンドコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

1080
常温で6ヶ月

9867
有機マイルドブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

メキシコ・ペルー・グァテマラのブ
レンド。口当たりがよく、あっさり
とした味わいに仕上げました。
<原材料>有機コーヒー豆

258
有機マイルドブレンドコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

9874
有機ヨーロピアンブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

259
有機ヨーロピアンブレンドコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

9881
有機スペシャルコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

260
有機スペシャルコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

色・香り・味に優れた
芳醇な味わいです。
<原材料>有機紅茶
(スリランカ産)

9898
有機紅茶リーフ・セイロン 100g

玉屋珈琲店

864常温で12ヶ月

香り高く、ミルクティ
に良く合います。
<原材料>有機紅茶
(インド産)

有機紅茶リーフ・アッサム 100g

玉屋珈琲店

1080常温で12ヶ月

クセがなく程よい
渋味があり、独特の
さわやかな香りが
特徴。
<原材料>有機紅
茶(インド産)

9904
有機紅茶リーフ・ダージリン 100g

玉屋珈琲店

1296常温で12ヶ月

ベルガモットが香る
上品な英国スタイル
のフレーバーティ。
<原材料>有機紅茶
(スリランカ産)、香料
(イタリア産)

有機紅茶リーフ・アールグレイ 100g

玉屋珈琲店

1080常温で12ヶ月

ほどよい酸味と芳香性に富むモ
カをベースに、まろやかなコロン
ビアと香り高いペルーをブレン
ド。<原材料>有機コーヒー豆

メキシコ・ペルー・グァテマラの
ブレンド。香ばしく味わい深い深
煎りに。
<原材料>有機コーヒー豆

メキシコ・ペルー・グァテマラの
ブレンド。味・コク共に深く絶品
の焙煎に。
<原材料>有機コーヒー豆

261 9911
無漂白コーヒーフィルター（1～2人用）
ムソー

無漂白コーヒーフィルター（3～5人用）

  

香り豊かな、フルーティな味わい まろやかな香りで、ほどよい酸味 苦味とコクが調和した、正統派 苦味とコクの黄金比率

酸味 3 コク 1 苦味 2 酸味 2 コク 3 苦味 1 酸味 1 コク 4 苦味 2 酸味 0 コク 4 苦味 3

モカの独特の風味と深
いコク、すっきりと飲み
やすい後味に仕上げて
います。カフェインが
苦手な方にも安心して
お飲みいただける”有
機栽培”のカフェインレ
スコーヒーです。<原
材料>有機コーヒー豆

9836
有機カフェインレス
モカブレンド・粉

100g

玉屋珈琲店

864
常温で6ヶ月

コクと苦みを強調したブレ
ンド。飲みごたえのある苦
みとコク、ほのかな甘みが
味わえます。重厚な後味に
仕上げています。
<原材料>有機コーヒー豆

円（税込）

円（税込） 円（税込） 円（税込） 円（税込）

円（税込）

円（税込）

972 972 972円（税込） 円（税込） 円（税込）

『玉屋珈琲店』の創業は1950年。戦後間も
ない頃から「味」と「香り」を追い求め、京都
でコーヒーの業務卸を行ってきました。玉屋珈琲店

※原料茶葉の高騰により価格改定

9812
有機カフェ・オ・レベース（無糖）　
4倍希釈

500ml

玉屋珈琲店

756円（税込）
常温で9か月（未開封）

香ばしさが最高で、ミルクと相性がいい東ティモー
ルの豆を贅沢に使用したコクのあるカフェ・オ・レ
ベースです。牛乳で割るだけで簡単手軽にカフェ・
オ・レが作れます。<原材料>有機コーヒー豆（産
地：東ティモール、コロンビア、ペルー）

255
有機アイス珈琲（無糖）1リットル

玉屋珈琲店

594円（税込）常温で9か月（未開封）

産地まで追跡ができる有機JASマークのついた生豆を使
用。苦味・香ばしさが最高でしっかりしたボディのインドネ
シア産、バランスのいいコロンビア産、中性的なペルー産
をイタリアンローストで焙煎しました。<原材料>有機コー
ヒー豆（産地：インドネシア、コロンビア、ペルー）

9829
ゆうきの紅茶 1リットル

玉屋珈琲店

540円（税込）常温で9か月（未開封）

奈良県でお茶を有機栽培で育てている月ヶ瀬
健康茶園の茶葉が原材料。旨み甘み成分のア
ミノ酸が多く、苦味渋味成分のカテキンが少な
い緑茶品種の特徴を活かした紅茶です。<原材
料>国内産有機紅茶(奈良県：月ヶ瀬健康茶園)

製造都合により、ご案内を一旦終了
いたします。ご迷惑をお掛け致します
が、よろしくお願い致します。

9942
金寶純米原酒 720ml

仁井田本家

1404円（税込）  

熟成した旨味と甘みがあり、濃厚な味わいの純
米原酒。
アルコール度数：17.3度/日本酒度：-15/酸度：
1.6　<原材料>米、米麹　※原料米：農薬・化
学肥料不使用栽培酒米（国産、夢の香・豊錦）

9959
金寶自然酒･純米吟醸 720ml

仁井田本家

1620円（税込）  

262
金寶純米原酒 1800ml

仁井田本家

2808円（税込）  

263
金寶自然酒･純米吟醸 1800ml

仁井田本家

3240円（税込）  

優撰より10％多く米を削ることで、より上品で豊
かな味わいに。
アルコール度数：16.8度/日本酒度：-15/酸度：1.7　
<原材料>米、米麹　※原料米：農薬・化学肥料不
使用栽培酒米（国産、夢の香・豊錦）

創業300余年。
自然米100％、純米100％、
天然水100％、そして自然派
酒母100％の酒造り。

仁井田本家
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<リマナチュラル商品全成分一覧>
●ピュアトリートメントハンド/水、ツバキ油、BG、ベヘニルアルコール、ステアリン
酸、水添パーム油、ミツロウ、フムスエキス、褐藻エキス、ダイズエキス、カミツレエキ
ス、トコフェロール、グリセリン、ローズ水、ジメチコン、水酸化Ｋ、フェノキシエタノー
ル
●ピュアローション/ヘチマ水、プロパンジオール、水、ペンチレングリコール、エタ
ノール、フムスエキス、グルコシルルチン、マルチトール、クオタニウム-73、メタリン
産Na、クエン酸Na、クエン酸、カンゾウ根エキス、マグワ根皮エキス、ショウガ根茎エ
キス、ケンフェリアパルビフロラ根茎エキス、キュウリ果実エキス、ビルベリー葉エキ
ス、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキス
●ピュアミルクローション/水、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、グリセリン、
プロパンジオール、ペンチレングリコール、ソルビトール、ステアリン酸ポリグリセリル
-10、ダマスクバラ花水、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、ツバキ種子油、スクワラン、
オリーブ果実油、ホホバ種子油、ヤシ油、フムスエキス、イソステアリン酸水添ヒマシ
油、ステアリン酸ソルビタン、ベヘニルアルコール、ステアリン酸グリセリル、ジメチコ
ン、カルボマー、キサンタンガム、ラウロイルグルタミン酸Na、クオタニウム-73、ヨウ

化ジメチルアミノスチリルヘプチルメチルチアゾリウム、エタノール、カンゾウ根エキ
ス、マグワ根皮エキス、オウゴン根エキス、ショウガ根茎エキス、ビルベリー葉エキス、
キュウリ果実エキス、セージ葉エキス、アロエベラ葉エキス、ローズマリー葉エキス
●ビューティエッセンス/水、グリセリン、BG、メチルグリセス-10、尿素、甘草フラボノ
イド、ホップエキス、マツエキス、スギナエキス、レモンエキス、ローズマリーエキス、
ブドウ葉エキス、セイヨウキズタエキス、セイヨウトチノキ種子エキス、セイヨウオトギ
リソウエキス、アルニカ花エキス、ハマメリスエキス、フムスエキス、ヒドロキシエチル
セルロース、カルボマー、キサンタンガム、PEG-60水添ヒマシ油、ヒノキチオール
●エマルジョンクリーム/水、プロパンジオール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリ
ル、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸/ステアリン酸/ロジン酸)ジベンタエリスリチル、
ステアリン酸、グリセリン、ステアリン酸グリセリル、パルミチン酸セチル、ベヘニルア
ルコール、スクワラン、ステアリン酸PEG-45、バラスクバラ花水、ツバキ種子油、オ
リーブ果実種、ホホバ種子油、ヤシ油、フムスエキス、ジメチコン、オクチルドデカノー
ル、ペンチレングリコール、ステアリン酸PEG-15グリセリル、フェノキシエタノール、
ココイルアルギニンエチルPCA、グリチルレチン酸ステアリル、ステアリン酸PEG-
10、トコフェロール、エタノール、甘草フラボノイド、ユキノシタエキス、ベニバナ花エ

キス、スギナエキス、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス、ヨウ化ジメチルアミノ
スチリルヘプチルメチルチアゾリウム、クオタニウム-73、アルギニン、アラントイン、
カンゾウ根エキス、マグワ根皮エキス､ショウガ根茎エキス、ビルベリｰ葉エキ
●クレンジングフォーム/ラウロイルグルタミン酸Na、水、BG、ポリソルベート20、コ
カミドDEA、ステアリン酸PEG-150、ダマスクバラ花水、ラウラミドDEA、PCAイソ
ステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油、スルホコハク酸PEG-5ラウラミド2Na、ラウロ
イルメチルアラニンNa、ココイルサルコシンNa、ツバキ油、フムスエキス、ココイル
アルギニンエチルPCA、アロエベラエキス-1、オウゴンエキス、ユキノシタエキス、ス
ギナエキス、ソウハクヒエキス、甘草フラボノイド、クオタニウム-73
●クレンジングジェル/エチルヘキサン酸セチル、水、PEG-7グリセリルココエート、
オクチルドデセス-25、ソルビトール、BG、ダマスクバラ花水、オリーブ油、ツバキ油、
スクワラン、フムスエキス、アラントイン、シコンエキス、ココイルアルギニンエチル
PCA、アロエベラエキス-1、オウゴンエキス、ユキノシタエキス、スギナエキス、ソウ
ハクヒエキス、甘草フラボノイド、フェノキシエタノール、エタノール、クオタニウム
-73

※特別価格 ※特別価格 ※特別価格

<リマナチュラル商品全成分一覧>
●マイルドシャンプー/水、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウラミドDEA、ココアンホ酢
酸Na、ラウラミンオキシド、ツバキ油、ローズマリー葉エキス、カミツレエキス、フムスエ
キス、褐藻エキス、アロエベラ液汁、ポリクオタニウム-10、フェノキシエタノール、エチド
ロン酸、フィチン酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、メタリン酸Na、香料、アラントイン、クエン
酸、銅クロロフィリンNa、トコフェロール、エタノール
●マイルドリンス/水、クオタニウム-33、ベヘニルアルコール、オレイルアルコール、グリ
セリン、ステアレス-4、ステアラミンオキシド、ツバキ油、ローズマリー葉エキス、カミツレ
エキス、フムスエキス、褐藻エキス、アロエベラ液汁、リシノレイン酸グリセリル、フェノキ
シエタノール、フィチン酸、酸化銀、ペンテト酸5Na、塩化Na、ステアリン酸グリセリル、香
料、クエン酸、トコフェロール、エタノール
●ハーバルボディソープ/水、ラウロイルメチルアラニンNa、ココアンホ酢酸Na、ラウラ
ミドDEA、ココイルグルタミン酸TEA、BG、PCAイソステアリン酸PEG-40、水添ヒマ
シ油、ココイルイセチオン酸Na、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ハチミツ、ツ
バキ油、カミツレエキス、パラベン、エチドロン酸、香料、アラントイン、トコフェロール

無鉱物油、着色剤無添加、パラベンフリー、ノンシリコ
ン。伊豆利島産・農薬不使用で、純度の高い精製椿油
ををうるおい成分として配合。さらにマイルドな植物
成分が失われがちなうるおいを補い、輝きのあるしな
やかな髪と健やかな頭皮をサポートします。

無鉱物油、着色剤無添加、パラベンフリー、ノンシリコン。伊豆利島産・農薬不
使用で、純度の高い精製椿油ををうるおい成分として配合。さらにマイルド
な植物成分が失われがちなうるおいを補い、輝きのあるしなやかな髪と健や
かな頭皮をサポートします。

伊豆利島産・農薬不使用、純度の高い精製椿油やはちみつ
をうるおい成分として配合。ヤシ油由来とアミノ酸系の植
物由来成分を厳選して使用しています。刺激を極力抑え、
赤ちゃんにも安心して使用できる優しいタイプ。また、土中
分解するため環境にも優しいボディソープです。

マイルドシャンプー 500ml

リマナチュラル

マイルドシャンプー/詰替 500ml

リマナチュラル

マイルドリンス 500ml

リマナチュラル

マイルドリンス/詰替 500ml

リマナチュラル

2969円⇒2821

2614円⇒2483

2969円⇒2821

2614円⇒2483

ハーバルボディソープ 530ml

リマナチュラル

2160円⇒2052

ハーバルボディソープ/詰替 500ml

リマナチュラル

1836円⇒1744

※特別価格

※特別価格

※特別価格

※特別価格

※特別価格

8587
椿油トリートメント
ヘアスプレー

95ｇ

リマナチュラル

1231  

椿の本場、伊豆利島産の農薬不
使用椿油を昔ながらの方法で精
製・活性白土で脱臭して、使いや
すいスプレータイプに。髪のお手
入れを中心に、スキンケアなどに
も幅広く使用できます
<全成分>ツバキ油

スタッフオススメ！ノンシリコンとは思えない泡立ちとしなやかさです。

8594

8600

8617

8624

8631

8648

円（税込） 円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）

円（税込）

8563
L.Nオーガニック　
精製椿油

50ml

リマナチュラル

3591円（税込）

  伊豆利島産・一番搾りの無
農薬椿油を精製脱臭した
オイルです。さらりと軽い
感触でべたつかず、うるお
いとツヤを与えます。
  <全成分>ツバキ種子油

8570
L.Nオーガニック　
椿油

50ml

リマナチュラル

2565円（税込）

伊豆利島産・一番搾りの無農
薬椿油です。髪にうるおい
と美しいツヤを与え、キュー
ティクルを守ります。全身に
もおすすめします。  
  <全成分>ツバキ種子油

9980
ピュアトリートメントハンド 60g

リマナチュラル

821円（税込）特別価格

天然水と椿油をベースに、
大豆エキス・カミツレエキ
ス等の保湿成分を配合。

8501
L.Nオーガニック
ピュアローション

100ml

リマナチュラル

4104円⇒3899円（税込）

ヘチマ水に、各種ハーブエ
キスを配合。保湿効果が高
く、お肌のキメを整えます。

8518
L.Nオーガニック
ピュアミルクローション

100ml

リマナチュラル

4320円⇒4104円（税込）

椿油に、オリーブスクワランや
各種ハーブエキス等をバラン
スよく配合。優しくお肌を守
ります。

8525
L.Nオーガニック　
ビューティエッセンス

30ml

リマナチュラル

5940円⇒5643円（税込）

紫外線で疲れた肌のケアや、
シミやソバカス、乾燥の気に
なるところにお使いくださ
い。

8532
L.Nオーガニック
エマルジョンクリーム

30g

リマナチュラル

5184円⇒4925円（税込）

のびがよくさっぱりとした使い心地。
化粧下地やナイトクリーム、アイクリー
ムに。

※特別価格

8549
L.Nオーガニック　クレンジングフォーム 125g

リマナチュラル

3240円⇒3078円（税込）
低刺激な弱酸性（アミノ酸系）の洗顔料です。天然水を使用し、各種
ハーブエキスを配合していますので、肌に優しくはたらき、うるおい
を保ちながら汚れや余分な皮脂を落とします。

8556
L.Nオーガニック　クレンジングジェル 125g

リマナチュラル

3240円⇒3078円（税込）

洗い流すタイプの弱酸性油性ジェルです。皮脂に近い無農薬椿油とオ
リーブ油が、メイクや毛穴の汚れになじんで浮かび上がらせます。

酸化防止用のビタミンE以
外、添加物は不使用で、人間
の食事にも適した原材料を
使用しています。給与量は、
愛犬の年齢・体質に応じて調
節してください。フードの切
り替えは、現在の食事に少し
づつ混ぜながら行うことをお

勧めします。<原材料>乾燥おから、牛肉粉、ビーフエキ
ス、玄米、にんじん、鰹エキス、ビーフオイル、食用牛骨
カルシウム、昆布、豚腎臓、小麦胚芽、ビタミンE

ジロ吉ドッグフードに小
粒タイプが登場。中型～
小型犬が食べやすいよ
うにひと回りほど粒が小
さくなっています。
<原材料>乾燥おから、
牛肉粉、ビーフエキス、

玄米、にんじん、鰹エキス、ビーフオイル、
食用牛骨カルシウム、昆布、豚腎臓、小麦胚
芽、ビタミンE

安全な食品作りを行なっている
国内の生産者の規格外品を原料
にした、一般食（おかずタイプ）
成猫用のキャットフードです。製
品にも、原料段階においても、合
成保存料・着色料・香料を一切使
用しておりません。
<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ60％）、

乾燥おから、牛肉粉、ビーフエキス、食用牛骨カルシウ
ム、鶏レバー、玄米、まぐろ血合い、ビーフオイル、にんじ
ん、かつを節、カツオエキス、昆布、ビタミンＥ

<原材料>乾燥おか
ら、牛肉粉、ビーフエ
キス、玄米、にんじ
ん、鰹エキス、ビーフ
オイル、食用牛骨カ
ルシウム、昆布、豚腎
臓、小麦胚芽、ビタミ
ンE

お試し用少量

<原材料>魚粉（ｽｹｿｳﾀﾞﾗ60％）、乾燥
おから、牛肉粉、ビーフエキス、食用牛
骨カルシウム、鶏レバー、玄米、まぐろ
血合い、ビーフオイル、にんじん、かつ
を節、カツオエキス、昆布、ビタミンＥ

お試し用少量

8679
こだわりのジロ吉ドッグフード 1kg

徳岡商会

2592円（税込）常温で6ヶ月

266
こだわりのジロ吉ドッグフード　
お試し用

120g

徳岡商会

378円（税込）
常温で6ヶ月

8686
こだわりのジロ吉ドッグフード　
小粒タイプ

1kg

徳岡商会

2592円（税込）
常温で6ヶ月

8693
こだわりのジロ吉キャットフード 500g

徳岡商会

1674円（税込）常温で6ヶ月

267
こだわりのジロ吉キャットフード　
お試し用

120g

徳岡商会

497円（税込）
常温で6ヶ月

8655
オーガニックコットン綿棒 200本

アリサン

370円（税込）  

環境にいい：化学合成された農薬を使用していない
ため、生態系にもやさしい。　農家にいい：高価な化
学合成された農薬を購入する必要がないので、農家
の方の健康と経営にやさしい。　消費者にいい：種
から製品完成までトレース可能であり、より安全で
ソフトでジェントルです。
<原材料>コットン、バージンパルプ（トルコ産、soil 
accociation認証）

8662
オーガニックUV
ミルク

30ml

グリーンノート

3024円（税込）  

フランス・エコサートのオーガニック認証をう
けた、肌にやさしい天然由来成分100％の日
焼け止め乳液です。敏感肌や赤ちゃんにもや
さしく使えるよう、紫外線吸収剤やシリコン
などの石油由来原料は一切使わずに作りま
した。天然ミネラルの力で紫外線をブロック
し、希少なアルプスの高山植物エキス、オーガ
ニックホホバオイルが肌に潤いを与えます。ノ
ンケミカルの日焼け止めでは乾燥しがちだっ
た肌を守り、上質なオーガニックホホバオイル
が肌を保湿し保護します。

SPF
30
PA++



28 商品写真はイメージのため実物と異なる場合がございます

下記の商品はスポット予約品です。お届けは10/16～10/19になります

掲載価格はすべて消費税込み価格です平成 30 年 10 月　102 号

9966
天然炭酸水YOIYANA 500ml6本 500ml×6

住宅企画

1166円（税込）常温で1年（開封前）

264
天然炭酸水YOIYANA 500mlケース（24本） 500ml×24

住宅企画

4320円（税込）常温で1年（開封前）

大分県くじゅう連山黒岳の麓、庄内町阿蘇野の地より湧き出して
いるとても希少な国産天然炭酸水です。健康飲用水・美容水・料
理全般と、様々な目的でお使いいただけます。
<原材料>鉱泉水

天然炭酸水YOIYANAは、高度
250mg/Lの硬水ですが、天然炭酸
水により飲みやすく爽やかな飲み口
です。炭酸水は疲労回復・美容など
に良いと言われています。

100％国産天然炭酸水
　　　　YOIYANAで毎日元気！

「炭酸パワー」

※ご確認
ください 火曜コース 水曜コース 木曜コース 金曜コース

ご予約品
お届け日 10/23 10/24 10/25 10/26
ご注文書
提出日 10/2 10/3 10/4 10/5

３
週
ス
ポ
ッ
ト

予
約
品
コ
ー
ナ
ー

こちらの商品については
お届け日がスポット予約
品より１週間遅れてのお
届けとなります。

8914
ソルティークランブル　
パンプキン

55g

ホトトギス

350円（税込）製造日より75日

自家栽培のかぼちゃペーストを使っ
た、砂糖不使用の塩味グラノラスナッ
クです。黒豆ポン、ナッツ、レーズンな
どが入って色々な食感が楽しめます。
<原材料>オーガニックオートミール、
かぼちゃペースト（岡山県）、米粉（岡
山県）、アーモンド、ピーナッツ、ココ
ナッツオイル、黒豆（岡山県）、レーズ
ン、ココナッツファイン、塩、香辛料

8921
ソルティークランブル　
ペッパー＆コリアンダー

55g

ホトトギス

350円（税込）製造日より75日

スパイスをきかせた大人向け塩味グラ
ノラスナック。砂糖を使わない塩味の
スナック菓子で、おつまみにもピッタリ
です。
<原材料>オーガニックオートミー
ル、、米粉（岡山県）、ココナッツオイ
ル、アーモンド、ピーナッツ、黒大豆、
レーズン、ココナッツ、香辛料、塩

8938
黒豆ラテ 4袋入り 4袋入り

ホトトギス

562円（税込）製造日より180日

自家栽培の黒豆を深煎り焙煎した黒豆ラテパウダー。国産の素焚糖と黒糖をほど
よくブレンドした、甘さ控えめな大人の味わいです。
<原材料>焙煎黒大豆粉末（岡山県）、素焚糖（国産）、黒糖（国産）

8945
黒豆ラテ 8袋入り 8袋入り

ホトトギス

1123円（税込）製造日より180日

8952
煎り黒豆 30g

ホトトギス

173円（税込）製造日より180日

自家栽培の黒豆を軽く焙煎した煎り黒豆
です。研いだお米2合に混ぜて炊くと、ほ
んのり紫色の黒豆ご飯ができます。
<原材料>黒大豆（岡山県）

お米2合に小さじ
1/2の塩と少し大
目の水で炊いて
ください。数時間
浸 水 するときれ
いな紫色のご飯
になります。

温めた牛乳140mlに混ぜるだけ。
ミルクフォーマーを使うとふわふ
わに。1杯分のラテが入った使い
やすい個包装。

270
米粉のブラウニー 6個詰合せ 3種各2個

ホトトギス

1440円（税込）製造日より75日

アメリカ生まれの小ぶりな四角いケーキ。
小麦を使わないグルテンフリーの焼き菓
子で、しっとりとした軽い食感と濃厚な風
味が特徴。自家栽培の米、黒豆、地鶏卵を
使っています。
<原材料>【ダークチョコレート】粗製糖

（国産）、鶏卵・米粉・玄米粉（岡山県産）、
カカオパウダー・カカオマス・カカオニブ

（フランス産）、ココナッツオイル（フィリ
ピン産）、塩【素焼きくるみ】粗製糖・黒砂糖
（国産）、鶏卵・玄米粉・黒豆パウダー（岡
山県産）、くるみ（アメリカ産）、ココナッツ
オイル（フィリピン産）、塩【黒きなこと抹
茶】粗製糖・黒砂糖（国産）、鶏卵・玄米粉・
黒豆パウダー（岡山県産）、ココナッツオイ
ル（フィリピン産）、抹茶（京都）、塩

8884
牛スジ肉のカレー 180g

東城愛農有機野菜の里

423円（税込）冷蔵で3週間

268
牛スジ肉のカレー
2パックセット

360g

東城愛農有機野菜の里

845円（税込）
冷蔵で3週間
広島牛のスジ肉と野菜をたっぷり使ってカレーを作りました。コクのある味わい
深い家庭の味を目指した手作り感のあるカレーです。
<原材料>牛スジ肉、玉ねぎ、じゃがいも、人参、にんにく、昆布、サバ削り節、カ
レー粉、小麦粉、菜種油、焼き肉のたれ、砂糖、塩、トマト、ウスターソース、こしょ
う、チキンコンソメ、ローリエ、トマトケチャップ

269
らっきょう漬け 150g

東城愛農有機野菜の里

302円（税込）冷蔵で2ヶ月

東城町で育った農薬不使用栽培のらっきょうを、じっ
くりと漬け込みました。
<原材料>農薬不使用栽培らっきょう(広島県産)、自
然塩、米酢、モラセスシュガー、唐辛子、本みりん

8891
鶏手羽肉の甘酢煮 3本

東城愛農有機野菜の里

317円（税込）冷蔵で15日

和田産業の鶏肉を使用。旨味のある手羽先
を、酢の酸味でさっぱりとした後味に仕上げ
ました。<原材料>鶏手羽肉(広島県、和田産
業)、醤油、純米酢、砂糖、酒

8907
はぶ草茶 30g

東城愛農有機野菜の里

270円（税込）常温で6ヶ月

東城町の野菜の里
で育ったはぶ草を手
揉みし、天日干しし
て鍋で丁寧に炒りま
した。香り高く温ま
る一杯となります。
< 原 材 料 > は ぶ 草

（広島県）

岡山市北区御津、里山と棚田がある
小川が流れる小さな農園です。小麦
を使わないグルテンフリーの加工品
を作っています。自家栽培の米粉と
平飼いの地鶏卵を使ったこだわりの
お菓子をご賞味ください。

自然栽培の黒豆100％使用。

カラダにやさしい黒豆ラテ。

9973
【ケース】サンサンオーガニックビール 330ml×24缶

ヤッホー・ブルーイング

6428円（税込）常温で150日

265
サンサンオーガニックビール 6缶セット 330ml×6缶

ヤッホー・ブルーイング

1607円（税込）常温で150日

ドイツ産有機麦芽と有機ホップで
作った、すっきりとした飲み味の
オーガニックビール。
アルコー ル 度 数：約 5 ％ 　 < 原
材料>有機栽培麦芽(ドイツ産、
OCIA認定)、有機栽培ホップ（ド
イツ産、BIOLAND認定）

9928
新庄最上のはと麦茶 150g

新庄最上有機農業者協会

1080円（税込）常温で１年

9935
【徳用】新庄最上のはと麦茶 400g

新庄最上有機農業者協会

2211円（税込）常温で１年

急須に適量入れ、熱湯を注いで2～3
分待つだけで、手軽にはと麦茶を楽し
めます。
<原材料>農薬・化学肥料不使用はと
麦（山形県産）


