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※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 6/16 6/17 6/18 6/19
ご注文書
提出日 6/2 6/3 6/4 6/5
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沖キス丸干し

9119 福山中央水産 9126 福山中央水産 9133 福山中央水産 9140 福山中央水産 9157 福山中央水産

9164
尾岱沼産ホタテ貝柱 250g

大隅商店

1880円冷凍で1年

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）

(税込2030円)

101
別海町産
甘塩秋鮭切身

4～6切（約400g）

大隅商店

1900円
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

(税込2052円)

9171
そのままあさり 100g

日本鮮食

310円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)

(税込335円)

102
そのまましじみ 100g

日本鮮食

290円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)

(税込313円)

9188
やさいちぎり天 120g

別所蒲鉾店

369円冷凍で60日

　
<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

(税込398円)

伊予の金色鱧
活〆骨切り鱧

500g

2980円
冷凍で1年 (税込3218円)

伊予の金色鱧
活〆湯引き鱧

200g（約20ｇ×10切れ）

1500円
冷凍で1年 (税込1620円)

伊予の金色鱧　
活〆炙り鱧

200g（約20ｇ×10切れ）

1500円
冷凍で1年 (税込1620円)

瀬戸の白銀
生鮮サヨリフィーレ

160g

1350円
冷凍で1年

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）。

(税込1458円)

瀬戸の白銀
生鮮サヨリ開き25枚

200g

1275円
冷凍で1年

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。

(税込1377円)

愛媛県 伊予灘海域で獲れる秀逸の鱧は「美しい金色」。この肉厚で骨と皮が軟らかく、脂のノリのよい伊予下灘漁港に浜あげされた
新鮮な厳選鱧を素早く活〆し、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。

9003
アジ開き 2尾

渡邊水産

509円冷凍で30日

脂ののったアジを
開き干しにしまし
た。おかずやお酒の
アテにもどうぞ。
<原材料>アジ、食
塩

(税込550円）

97
干エテカレイ 2尾(約160g)

渡邊水産

550円⇒500円冷凍で30日

塩干にすることで、ふっくらと肉厚の
白身の旨味が、しっかりと引き出され
ています。
<原材料>エテカレイ、食塩

SALE

(税込594⇒540円）

9010
のど黒開き 2尾

渡邊水産

760円⇒667円冷凍で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

SALE

(税込821⇒720円）

98
エボ鯛開き　3尾 3尾（210g）

渡邊水産

480円冷凍で30日

  
<原材料>エボ鯛

(税込518円）

9027
とびうお開き 150g

渡邊水産

300円冷凍で30日

脂肪が少なくあっさりとした身質。干すことで
豊富なたんぱく質が旨味成分に変わります。
<原材料>トビウオ(産地：山陰沖)、塩水（室戸
深層水の水塩）

(税込324円）

9034
スルメイカ 1枚 1枚(100～140g)

渡邊水産

433円冷凍で30日

山陰沖で獲れたスルメイカを開き加工
しました。
<原材料>スルメイカ

(税込468円）

9041
200g

渡邊水産

380円冷凍で30日

ふっくらとした白身から香ばしい香りと共に、
旨みの詰まった脂が溢れます。
<原材料>沖キス、塩水（室戸深層水の水塩）

(税込410円）

99
赤カマス開き 2尾（約160g）

渡邊水産

433円冷凍で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

(税込468円）

9058
カサゴ開き2尾 2尾(約200g)

渡邊水産

509円冷凍で30日

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

(税込550円）

9065
塩さばフィレM 2枚 2枚

渡邊水産

417円冷凍で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

(税込450円）

9072
サワラ・調理用 200ｇ（4～6切れ）

渡邊水産

450円冷凍で30日

フライや塩焼、たっぷりの野菜と一緒
にホイル焼きにすると絶品です。
<原材料>サワラ

(税込486円）

9089
宍道湖のしじみ 180g

渡邊水産

398円冷凍で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

(税込430円）

9096
カキ（播磨灘産） 200g

渡邊水産

598円冷凍で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

(税込646円）

100
生モズク 200g

渡邊水産

430円冷凍で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

(税込464円）
カキと

キノコ
の

　　　
ホイル

焼き



下記の商品はスポット予約品です。お届けは6/16～6/19になります

25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  2020 年 6 月　062 号

103
青大豆ちぎり天 120g

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

9195
魚ぎょっと骨入りバーグ 6枚（120g）

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

9201
ふんわり玉ねぎ天 3個（120g）

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

104
ごぼうスティック 100g

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

9218
アジ入り魚っ子
ウィンナー・プレーン

80ｇ

別所蒲鉾店

276円
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

(税込298円)

9225
アジ入り魚っ子
ウィンナー・イカ

80ｇ

別所蒲鉾店

276円
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

(税込298円)

9232
アジはんぺん 30g×4枚

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

105
エビつみれ 5個（100g）

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

106
出雲のちくわ 60g×2本

別所蒲鉾店

369円冷凍で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

(税込398円)

9249
出雲のちくわ・
バジルと黒胡椒

120g

別所蒲鉾店

369円
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

(税込398円)

9256
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

2500円
冷凍で180日

<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）

(税込2700円)

9263
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

2300円冷凍で180日

<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

(税込2484円)

9379
天然エビフライ（L）120g（約6尾）

パプアニューギニア海産

758円6ヶ月

原料は天然エビ、パン粉、小麦粉、水の4種のみで、
薬品・添加物は一切不使用の海老フライです。とこ
とん手作りにこだわった天然エビフライです。
<原材料>船凍天然エビ、小麦粉、パン粉、水

(税込819円)

118
エビコロフライ 100g

パプアニューギニア海産

780円製造日から1年

2Ｌ以上の大きなサイズのエビをぶつ切りにし
てパン粉をつけました。尻尾側は使わず、太
い部分のみを贅沢に使いました。
<原材料>船凍天然エビ、小麦粉、パン粉、水

(税込842円)

9393
大判ギョーザの皮 30枚

福助製麺所

300円冷凍で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)

(税込324円)

107
興農豚･ひき肉 250g

興農ファーム

693円⇒672円冷凍で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。

SALE

（税込748円⇒726円）

9270
興農豚･小間切 250g

興農ファーム

754円冷凍で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。

(税込814円)

108
興農豚･バラスライス 200g

興農ファーム

758円冷凍で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）

(税込819円)

9287
興農豚･バラ焼肉用 200g

興農ファーム

708円冷凍で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）

(税込765円)

9294
興農豚･モモスライス 200g

興農ファーム

678円冷凍で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）

(税込732円)

9300
興農豚･ヒレ
一口カツ用

200g

興農ファーム

925円
冷凍で60日

柔らかいヒレ肉を
一口大にカットしま
した。

(税込999円)

109
興農豚･ロース
しゃぶしゃぶ用

200g

興農ファーム

924円
冷凍で60日

柔らかなロース肉
を、薄くスライスし
ました。

(税込998円)

9317
興農豚･ロース
しょうが焼用

200g

興農ファーム

800円
冷凍で60日

タレが良くからむ、
厚めのスライス（約
5mm厚）

(税込864円)

9324
興農豚･ロース
トンカツ用

200g

興農ファーム

861円
冷凍で60日

食べやすい厚さに
カットし まし た 。
(100g×2枚)

(税込930円)

9331
大豆の水煮 170g

那珂川キッチン

300円冷蔵で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

(税込324円)

110
コーンクリームコロッケ 30g×5個

那珂川キッチン

469円冷凍で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

(税込507円)

111
ハッシュドポテト 30g×8個

那珂川キッチン

355円冷凍で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

(税込384円)

112
天然えびグラタン180g×2個

那珂川キッチン

907円冷凍で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)

(税込980円)

119
愛農板こんにゃく 300g

愛農流通センター

238円冷蔵で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)

(税込257円)

9386
愛農糸こんにゃく 250g

愛農流通センター

238円冷蔵で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)

(税込257円)
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113
ノンフライ若鶏
和風から揚げ

180g

千葉産直サービス

429円
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）

(税込464円)

114
もち豚しゅうまい 6個（180g）

千葉産直サービス

500円冷凍で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）〕

(税込540円)

115
もち豚ニラまんじゅう 6個（168g）

千葉産直サービス

509円冷凍で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）〕

(税込550円)

9348
AUGA オーガニック
ビーツスープ

400g

ムソー

398円
常温で1年

赤色のビーツ（甜菜大根）を贅沢に
使用した東欧の代表料理ボルシチ
スープ。じゃがいもや人参などの野
菜が入り、トマトの旨味で食べやす
く仕上げました。ヴィーガン対応
<原材料>有機ビーツ、有機じゃが
いも、有機人参、有機玉ねぎ、有機
トマトペースト、有機菜種油、食塩、
有機てんさい糖、有機米粉、有機黒
コショウ、有機パセリ

(税込430円)

116
AUGA オーガニック
トマトスープ

400g

ムソー

398円
常温で1年

バジルやオレガノのハーブが入っ
た爽やかトマトのスープ。口当た
りもまろやかでクリーミーな味わ
いです。
<原材料>有機人参、有機トマト、
有機トマトペースト、有機玉ねぎ、
有機パプリカ、有機西洋ネギ、有
機菜種油、有機米粉、食塩、有機
砂糖、有機黒コショウ、有機バジ
ル、有機ベイリーフ、有機オレガノ

(税込430円)

9355
AUGA オーガニック
キャロットスープ

400g

ムソー

398円
常温で1年

ココナッツミルクを使った
濃厚で甘みのあるニンジン
ポタージュ。飽きのこない、
くせになる味わいです。
<原材料>有機人参、有機
ココナッツミルク、有機米
粉、食塩、有機オニオンパ
ウダー、有機ガーリックパウ
ダー、有機パセリ、有機生姜

(税込430円)

9362
AUGA オーガニック
ミネストローネ

400g

ムソー

398円
常温で1年

9種類の有機野菜が一度に摂れる旨味
の詰まったスープ。スパイスの香りが引
き立つ濃厚な味わいです。
<原材料>有機人参、有機キャベツ、有
機ポテト、有機いんげん、有機えんどう
豆、有機パプリカ、有機玉ねぎ、有機西洋
ネギ、有機トマトペースト、有機菜種油、
食塩、有機砂糖、有機米粉、有機ガーリッ
クパウダー、有機バジル、有機マジョラ
ム、有機オレガノ、有機黒コショウ

(税込430円)

117
AUGA オーガニック
マッシュルームスープ

400g

ムソー

398円
常温で1年

旨味のあるマッシュルームを贅沢に
使ったポタージュスープ。ココナッツ
ミルクでコクを出し、マイルドに仕上
げました。
<原材料>有機マッシュルーム、有機
ココナッツミルク、有機米、食塩、有機
オニオンパウダー、有機西洋ネギ、有
機ガーリックパウダー、有機パセリ、
有機ベイリーフ、有機オールスパイ
ス、有機黒コショウ、有機ナツメグ

(税込430円)
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9409
龍神・もみじそ　
100g

100g

龍神自然食品センター

270円
製造日から1年 (税込292円)

  
<原材料>農薬・化学肥料不使用栽培
しそ（和歌山県産）、食塩、梅酢

9416
龍神・もみじそ　
500g

500g

龍神自然食品センター

1250円
製造日から1年 (税込1350円)

9423
龍神・もみじそ　
1kg

1kg

龍神自然食品センター

2400円
製造日から1年 (税込2592円)

120
しそのふりかけ 35g

龍神自然食品センター

350円常温で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

(税込378円)

9430
龍神絹梅（ビン） 250g

龍神自然食品センター

880円常温で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

(税込950円)

9447
龍神絹梅（チューブ） 180g

龍神自然食品センター

700円常温で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

(税込756円)

9454
龍神白梅酢 200ml

龍神自然食品センター

380円常温で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

(税込410円)

121
龍神赤梅酢 200ml

龍神自然食品センター

400円常温で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）

(税込432円)

9461
梅飴ちゃん 12個（60g）

龍神自然食品センター

350円常温で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)

(税込378円)

122
龍神梅ジャム 270g

龍神自然食品センター

650円常温で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

(税込702円)

9478
梅玉 約200粒（40g）

龍神自然食品センター

2050円常温で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)

(税込2214円)

9485
オートミール 500g

アリサン

470円常温で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）

(税込508円)

9492
ピーナツバタークランチ 454g

アリサン

1350円常温で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）

(税込1458円)

9508
ピーナツバタースムース 454g

アリサン

1350円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）

(税込1458円)

9515
ジャックの豆ミート 150g

アリサン

435円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）

(税込470円)

123
有機スイートコーン缶 125g

アリサン

170円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

(税込184円)

9522
旬味 720ml

仁井田本家

1200円  

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

(税込1320円)

9539
洋風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

500円常温で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

(税込540円)

124
中華風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

500円常温で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

(税込540円)

9546
ベーキングパウダー 114g

ラムフォード

260円常温で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％

(税込281円)

9553
有機コーンスターチ 100g

アリサン

250円常温で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）

(税込270円)

NEW
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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

593円
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

(税込640円)

9577
オラッチェ
カレールウ（中辛）

115g×2

フルーツバスケット

602円
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

(税込650円)

9584
オラッチェ
カレールウ（辛口）

115g×2

フルーツバスケット

602円
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

(税込650円)

9591
れもんストレート果汁 150ml

無茶々園

550円製造日より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）

(税込594円)

125
青ゆずこしょう 50g

無茶々園

470円常温で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

(税込508円)

9607
やさか共同農場の
有機切干大根

50g

やさか共同農場

320円
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）

(税込346円)

9614
やさか共同農場の
有機鷹の爪

5g

やさか共同農場

200円
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）

(税込216円)

9621
やさか共同農場の
有機ポップコーン

100g

やさか共同農場

368円
常温で180日

国産有機の貴重なポップコーン
です。鍋やフライパンに食用油
かバターを引きコーンを重なら
ない程度に入れ、蓋をし中火に
かけてゆすり続けます。1～2分
でポンポン弾けてきますので、
音がしなくなったら塩を振って
お召し上がりください。
<原材料>有機ポップコーン

（島根県）

(税込398円)

9638
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

870円常温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）

(税込940円)

126
味付きおかず海苔

成清海苔店

445円常温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

(税込481円)

9645
皿垣漁協産焼きのり全形10枚入

成清海苔店

900円常温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）

(税込972円)

9652
寿司はね焼きのり 10枚

成清海苔店

440円常温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）

(税込475円)

127
韓国風
味付塩焼海苔

4つ切×20枚（全形5枚分）

成清海苔店

510円
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

(税込551円)

9669
海老ふりかけ 50g

成清海苔店

370円常温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

(税込400円)

9676
味のりふりかけ 50g

成清海苔店

370円常温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

(税込400円)

9683
梅かつおふりかけ 50g

成清海苔店

415円常温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）

(税込448円)

128
鮭ふりかけ 40g

成清海苔店

630円常温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）

(税込680円)

9690
五目豆 100g

遠忠食品

287円冷蔵で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

(税込310円)

9706
にしん甘露煮 60g

遠忠食品

654円冷蔵で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

(税込706円)

9713
辛子昆布 100g

遠忠食品

297円冷蔵で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

(税込321円)

129
ちりめん佃煮 60g

遠忠食品

378円冷蔵で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

(税込408円)

9720
国産きのこご飯の素 2合分（170g）

遠忠食品

375円冷蔵で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

(税込405円)

130
エリンギひじきご飯の素 2合分（170g）

遠忠食品

350円冷蔵で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

(税込378円)

9737
刻みみぶ菜 150g

東明

305円冷蔵で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)

(税込329円)

9744
刻みすぐき 120g

東明

320円冷蔵で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)

(税込346円)

131
ゆず大根 150g

東明

320円冷蔵で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)

(税込346円)

9751
こぶ大根 150g

東明

320円冷蔵で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))

(税込346円)

132
ゆず白菜漬 250g

東明

290円冷蔵で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))

(税込313円)

9768
昆布白菜漬 250g

東明

290円冷蔵で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)

(税込313円)

乳化剤、化学調味料、酸化防止剤、加水分解物などを一切使用しないで、材料にこだわり美味しく製造しました。



下記の商品はスポット予約品です。お届けは6/16～6/19になります

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2020 年 6 月　062 号

9812
有機モカブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

135
有機モカブレンドコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

9829
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

136
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

9836
有機ヨーロピアンブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

137
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

9843
有機スペシャルコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

138
有機スペシャルコーヒー・粉 200g

玉屋珈琲店

常温で6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

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

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

9799
有機カフェインレス
モカブレンド・粉

100g

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

『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 200g

200g

9805
有機ダークローストブレンド・豆

玉屋珈琲店

134
有機ダークローストブレンド・粉

玉屋珈琲店

常温で6ヶ月

800円
(税込864円)

900円
(税込972円)

1000円
(税込1080円)

900円
(税込972円)

900円
(税込972円)

900円
(税込972円)

9850
有機紅茶リーフ・
セイロン

100g

玉屋珈琲店

800円
常温で12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)

(税込864円)

9867
有機紅茶リーフ・
アッサム

100g

玉屋珈琲店

1000円
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)

(税込1080円)

139
有機紅茶リーフ・
ダージリン

100g

玉屋珈琲店

1200円
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)

(税込1296円)

9874
有機紅茶リーフ・
アールグレイ

100g

玉屋珈琲店

1000円
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)

(税込1080円)

9775
ゆうきの紅茶(無糖) 1リットル

玉屋珈琲店

500円常温で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)

(税込540円)

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：ウガンダ、
コロンビア、ペルー）

9782
有機カフェ・オ・レベース

（無糖）　4倍希釈
500ml

玉屋珈琲店

700円
常温で9か月（未開封） (税込756円)

133
有機アイス珈琲

（無糖）
1リットル

玉屋珈琲店

550円
常温で9か月（未開封） (税込594円)
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）

9881
新庄最上のはと麦茶 150g

新庄最上有機農業者協会

1000円常温で１年
(税込1080円)

140
【徳用】新庄最上のはと麦茶 400g

新庄最上有機農業者協会

2047円常温で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）

(税込2211円)

京都府産有機宇治抹茶と徳島県産の
阿波和三盆を使用しました。お手前に
も使える程の上級抹茶と和三盆糖のグ
リーンティーは、上品でまろやかな甘
みの中に程よい渋みとコクが楽しめる
逸品です。
<原材料>有機緑茶（京都府）、和三盆

（徳島県）

9898
和三盆ティー

（グリーンティ）
100g

中井製茶場

800円
常温で1年 (税込864円)

有機栽培の特性で自然の香味
いっぱいの昔ながらの風味です。
抹茶は茶葉をそのまま飲むとい
う点から有機抹茶は安心です。
<原材料>有機抹茶

9904
有機栽培宇治抹茶 30g

中井製茶場

1000円常温で6ヶ月
(税込1080円)

9911
金寶純米原酒 720ml

仁井田本家

1400円  
(税込1540円)

141
金寶純米原酒 1800ml

仁井田本家

2800円  
(税込3080円)

9928
金寶自然酒･
純米吟醸

720ml

仁井田本家

1600円  
(税込1760円)

142
金寶自然酒･
純米吟醸

1800ml

仁井田本家

3200円  
(税込3520円)

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）

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）

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。

9935
【ケース】サンサン
オーガニックビール

有機栽培のモルトとホップを100%使用した、オーガニック
ビール。すっきりした飲み口の中にも、ドイツ産ホップの落ち
着いた香りや麦芽の柔らかなコクといったビール本来の素
材を感じることができます。

330ml×24缶

ヤッホー・ブルーイング

5952円
常温で150日 (税込6547円)

143
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

1488円
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）

(税込1637円)

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。

9942
天然炭酸水YOIYANA
500ml6本

500ml×6

住宅企画

1111円
常温で1年（開封前） (税込1200円)

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

144
天然炭酸水YOIYANA
500mlケース（24本）

500ml×24

住宅企画

4246円
常温で1年（開封前） (税込4586円)

１
０
０
％
国
産
天
然
炭
酸
水

Ｙｏ
Ｉ
Ｙ
Ａ
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Ａ
で
毎
日
元
気
！
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9959
カマンベール
チーズ

120g

木次乳業

900円
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

(税込972円)

9966
プロボローネ
チーズ

380g

木次乳業

1800円
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

(税込1944円)

9973
プロボローネ
ピッコロ

100g

木次乳業

520円
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

(税込562円)

9980
イズモ・ラ・ルージュ 180g

木次乳業

950円冷蔵で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

(税込1026円)

9997
ナチュラルスナッカー 70g

木次乳業

450円冷蔵で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

(税込486円)

8518
木次カフェオレ 1000ml

木次乳業

290円冷蔵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

(税込313円)

145
お月見ぼうろ 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より30日

地元高知県のかぼちゃ
と、種子島の粗糖をつか
いました。お口の中でサ
クッとホロッと、ほのかな
甘さに癒されます。
<原材料>馬鈴薯でんぷ
ん（北海道）、粗糖（鹿児
島県）、卵（香川県）、か
ぼちゃ（高知県）

(税込270円)

8525
ジンジャークッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より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）

(税込270円)

8532
ゆずのクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より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

(税込270円)

8549
ハーブクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より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

(税込270円)

146
ごまクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より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

(税込270円)

8556
酒粕クッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より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

(税込270円)

8563
抹茶ごまクッキー 50g

みかんの丘あけぼの

250円製造日より60日

抹茶と黒ごまの和テイス
トが活きてます。甘さ控
えめで後を引くおいし
さ。
<原材料>小麦粉（岩手
県）、菜種油、小麦全粒
粉（岩手県）、粗糖（鹿
児島県）、黒ごま（ミャン
マー）、抹茶、食塩

(税込270円)

147
パリポリたまねぎと
野菜ブイヨン

35g

みかんの丘あけぼの

250円

地元高知県産の玉ねぎをて
いねいに焦がし、生地に練
り込みました。野菜ブイヨン
の旨みが利いています。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 岩 手
県）、小麦全粒粉（岩手県）、
菜種油、玉ねぎ（高知県）、
食塩、ベーキングパウダー

（アルミニウムフリー）、野
菜ブイヨン

(税込270円)

8570
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

250円

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

(税込270円)

8587
パリポリおじゃこ
と梅しそ

35g

みかんの丘あけぼの

250円
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

(税込270円)

148
パリポリぽてと＆
パセリ

35g

みかんの丘あけぼの

250円
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

(税込270円)

8594
シリアル・バー 10枚

げんきタウン

380円常温で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（滋賀県、福
岡県）、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

(税込410円)

149
柑橘・バー 10枚

げんきタウン

380円常温で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（滋賀県、福岡県）、
砂糖（北海道産てんさい糖）、菜種
油、、有機ゆず皮、有機レモン皮（国
産）、食塩

(税込410円)

8600
１２３クッキー 25g

げんきタウン

200円常温で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

(税込216円)

8617
のりものクッキー 25ｇ

げんきタウン

200円常温で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

(税込216円)

8624
ベジタスティック・薩摩芋 10本

げんきタウン

330円
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

(税込356円)

150
ベジタスティック・南瓜 10本

げんきタウン

330円
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

(税込356円)

8631
どうぶつびすけっと 12枚

げんきタウン

330円常温で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

(税込356円)

8648
みるく小町 80g

フルーツバスケット

260円常温で1年

昔ながらの京風ミ
ルク飴です。地元丹
那牛乳で作られた
全脂粉乳を使用し
ています。
粗糖、麦芽水飴、全
粉乳

(税込281円)

8655
コーヒー飴 80g

フルーツバスケット

260円常温で1年

甘味料、香料、着色料
等の添加物は使用し
ておりません。優しく
て素朴な甘さのコー
ヒーキャンディです。
麦芽水飴、粗糖、全脂
粉乳、コーヒー（イン
スタント）

(税込281円)

8662
有機アガベシロップ　GOLD

厳選された原料で作られた
　　　　　100％オーガニック

330g

アルマテラ

600円製造から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）

(税込648円)

製造日より60日 製造日より60日
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8679
オーガニックコットン綿棒 200本

アリサン

370円

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）

(税込407円)

151
オーガニック
UVミルク

30ml

グリーンノート

2800円

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。

(税込3080円)

SPF
30
PA++

8686
L.Nオーガニック
ピュアトリートメントハンド

60g

リマナチュラル

800円⇒760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。
<全成分>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

（税込880円⇒836円）

8693
L.Nオーガニックピュアローション 100ml

リマナチュラル

3800円⇒3610円特別価格

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。
<全成分>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

（税込4180円⇒3971円）

8709
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

4000円⇒3800円特別価格

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。<全成分>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

（税込4400円⇒4180円）

8716
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

5500円⇒5225円特別価格

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。
<全成分>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

（税込6050円⇒5748円）

8723
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

4800円⇒4560円
円

円

特別価格

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。<全成分>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、ビルベリｰ葉エキス

（税込5280円⇒5016円）

8730
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

3000円⇒2850円特別価格

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。
<全成分>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

（税込3300円⇒3135円）

8747
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

3000円⇒2850円特別価格

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。
<全成分>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

（税込3300円⇒3135円）

8754
L.Nオーガニック 
精製椿油

50ml

リマナチュラル

3500円⇒3325特別価格

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

（税込3850円⇒3658円）

8761
L.Nオーガニック
椿油トリートメント
ヘアスプレー

95g

リマナチュラル

1200円⇒1140特別価格

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

（税込1320円⇒1254円）
8778
マイルドシャンプー 500ml

リマナチュラル

2750円⇒2613円特別価格

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。

（税込3025円⇒2874円）

152
マイルドシャンプー/詰替 500ml

リマナチュラル

2420円⇒2299円特別価格
（税込2662円⇒2529円）

8785
マイルドリンス 500ml

リマナチュラル

2750円⇒2613円特別価格

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。

（税込3025円⇒2874円）

153
マイルドリンス/詰替 500ml

リマナチュラル

2420⇒2299円特別価格
（税込2662円⇒2529円）

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。

8792
ハーバルボディソープ 530ml

リマナチュラル

2000円⇒1900円特別価格
（税込2200円⇒2090円）

154
ハーバルボディソープ/詰替 500ml

リマナチュラル

1700円⇒1615円特別価格
（税込1870円⇒1777円）

<リマナチュラル/シャンプー・リンス・ボディソープ成分一覧>
●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
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販 売 場 の 名 称 及 び 所 在 地

酒 類 販 売 管 理 者 の 氏 名
酒類販売管理研修受講年月日
次 回 研 修 の 受 講 期 限
研 修 実 施 団 体 名

酒 類 販 売 管 理 者 標 識
株式会社大阪愛農食品センター
大阪府堺市中区小阪西町8-8
辻本美保子
2017年12月14日
2020年12月13日
堺小売酒販組合
 

ウィークリーは大豆やヤシ、
パームなど非食用油を含め
た植物油全般を原料とする
「植物油インキ」を使用して
います。

インターネットでも注文できます！（一部商品を除く）

8969
有機アガベチョコレート
ダーク カカオ70％

100g

ダーデン

750円
18ヶ月

砂糖の代わりに低GIアガベシュガーでダーク
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、有機アガベシュガー
有機カカオバター、有機バニラパウダー

(税込810円)

8976
有機アガベチョコレート　
ミルク

100g

ダーデン

750円
18ヶ月

砂糖の代わりに低GIアガベシュガーでミルク
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。すっきりと
した甘さで、しつこさが残りません。
<原材料>有機カカオバター、有機アガベシュ
ガー、有機全粉乳、有機カカオマス、有機脱脂
粉乳、有機バニラパウダー

(税込810円)

156
有機アガベチョコレート　
ダーク ピンクソルト

100g

アルマテラ

680円
15ヶ月

アガベシュガーで甘みをつけたチョコレートにピンク
ソルトをトッピング。ヒマラヤ山脈から採れるミネラ
ル豊富でまろやかなピンクソルトがチョコレートの深
い甘さを引き立てます。
<原材料>有機カカオマス、有機アガベシュガー、有
機ココアバター、有機ココアパウダー、ピンクソルト

(税込734円)

8983
有機アガベチョコレート
ダーク カカオニブ

100g

アルマテラ

680円15ヶ月

アガベシュガーで甘みをつけた
チョコレートにカカオニブを贅沢
にトッピング。ナッツのようなカ
リカリとした食感が楽しいチョコ
レート。ペルー産カカオのフルー
ティーな味わい、香りと苦みが調
和しています。

(税込734円)

4787
有機アガベチョコレート
ダーク ゴールデンベリー

100g

アルマテラ

680円12ヶ月

オーガニックのゴールデンベ
リーを丸ごとトッピング。ゴー
ルデンベリーの甘酸っぱさが
チョコレートの深い甘味を引
き立てます。

(税込734円)

157
チョコっとビオ
有機アガベチョコレート カカオ70％

41g（6本×2袋）

ダーデン

400円18ヶ月

砂糖の代わりに低GIアガベシュガー
でダークチョコレートを作りました。
チョコっとお腹が空いたらチョコっと
がうれしいスティックタイプです。
<原材料>有機カカオマス、有機ア
ガベパウダー、有機カカオバター、
有機バニラパウダー

(税込432円)

4794
チョコっとビオ
有機ミントチョコレート カカオ71％

41g（6本×2袋）

ダーデン

400円14ヶ月

オーガニックミントがカカオの風
味を引き立てます。すっきりした
後味が特徴のミントチョコレー
トです。チョコっとが嬉しい、ス
ティックタイプ。
<原材料>有機カカオマス、有機
きび糖、有機カカオバター、有機ミ
ントオイル、有機バニラパウダー

(税込432円)

4800
こだわりのジロ吉
ドッグフード

1kg

徳岡商会

2400円
常温で6ヶ月

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

(税込2640円)

158
こだわりのジロ吉
ドッグフード お試し用

120g

徳岡商会

350円
常温で6ヶ月

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。お
試しサイズの120g入りです。
<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

(税込385円)

4817
こだわりのジロ吉ドッグフード　
小粒タイプ

1kg

徳岡商会

2400円
常温で6ヶ月

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

(税込2640円)

4824
こだわりのジロ吉
キャットフード

500g

徳岡商会

1600円
常温で6ヶ月

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

(税込1760円)

159
こだわりのジロ吉キャットフード　
お試し用

120g

徳岡商会

460円
常温で6ヶ月

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61％）、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

(税込506円)

4848
鶏の照り煮 もも肉1枚・胸肉1枚

東城愛農有機野菜の里

550円冷蔵で15日

和田産業の鶏肉を使用。甘辛くしっかり
とした味付けが、ご飯に良く合います。
<原材料>鶏肉(広島県、和田産業)、醤
油、みりん、砂糖、にんにく(広島県産)

(税込594円)

4855
ふきのとう味噌 110g

東城愛農有機野菜の里

550円冷蔵で3か月

ふきのとうの香り
を逃がさず味噌と
合わせて練りまし
た。
<原材料>ふきのと
う、みそ、モラセス
シュガー、酒

(税込594円)

4862
牛スジ肉のカレー 180g

東城愛農有機野菜の里

422円冷蔵で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

(税込456円)

161
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

832円
冷蔵で3週間 (税込899円)

162
らっきょう漬け 100g

東城愛農有機野菜の里

300円冷蔵で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

(税込324円)

温めて溶き卵を加え、ご飯にのせるだけ。鶏の旨味たっぷりの親子丼の出来上がり！
<原材料>鶏肉(広島県産)、玉ねぎ(広島県産)、醤油、みりん、砂糖、酒、かつお、さば、昆布

4831
親子丼の素 160g（1人前）

東城愛農有機野菜の里

290円冷蔵で3週間
(税込313円)

160
親子丼の素
2パックセット

160g×2袋

東城愛農有機野菜の里

554円
冷蔵で3週間 (税込598円)

※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 6/23 6/24 6/25 6/26
ご注文書
提出日 6/2 6/3 6/4 6/5

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。
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広島県庄原市東城町
東城愛農有機野菜の里
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