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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

 2021 年 4 月　043 号

※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 4/27 4/28 4/29 4/30
ご注文書
提出日 4/13 4/14 4/15 4/16

9072
一口干しハタハタ 170g

マルニ竹内商店

500円冷凍で1ヶ月

干ハタハタより少
し小さく、骨ごと食
べられます。
< 原 材 料 > ハタハ
タ、食塩

(税込540円)

102
生キス 280g

マルニ竹内商店

500円冷凍で1ヶ月

淡白な白身魚で、天
ぷらやフライにす
ると絶品！内臓未処
理。

(税込540円)

9089
小アジフライ用 6～12尾

マルニ竹内商店

630円冷凍で2ヶ月

脂ののった小さいサイズのアジを開い
てフライ用にしました。
<原材料>アジ

(税込680円)

9096
赤いか切身 300g

マルニ竹内商店

1168円冷凍で1ヶ月

弾力のある肉厚の
身と、濃厚な甘味が
特徴。

(税込1261円)

103
生スルメイカ 2～3本

マルニ竹内商店

785円⇒635円冷凍で1ヶ月

独特の歯ごたえが
あり、火を通すこと
で旨味が強くなり
ます。炒め物や煮物
など、様々なお料理
に。内臓未処理。

SALE

（税込848円⇒686円）

9102
マルニおすすめ！
おまかせ鮮魚

3～4種類

マルニ竹内商店

マルニ竹内商店さんおすすめの鮮魚
のセット。色々な海の幸を少しずつ召
し上がりたい方に。

9119
ホタルイカ沖漬け 100g

マルニ竹内商店

480円製造日より6ヶ月

国産丸大豆醤油に焼酎仕込みの本み
りん、純米酒を配合したホタルイカ沖
漬け調味料。

(税込518円)

9126
かに中身 250g

マルニ竹内商店

1980円冷凍で1ヶ月

かにのほぐし身で
す。サラダやチャー
ハンなどにいかが
ですか？

(税込2138円)

9133
ベニ切りかに小パック 2～4肩

マルニ竹内商店

2600円⇒2450円冷凍で1ヶ月

獲れたての紅ずわいがにをボイルしました。
<原材料>ずわいかに、食塩

SALE

（税込2808円⇒2646円）

104
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)

9140
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)

9157
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

四万十川河口付近で獲れた稚魚（シラス）を
四万十川に流れ込む支流「深木川」の伏流水で育
てた、肉厚で噛みごたえのある天然のものに近い
鰻の蒲焼きです。フライパンで表裏を焼き、タレを
たっぷりつけると風味が増します。<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）

(税込2700円)

9164
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

四万十川河口付近で獲れた稚魚
（シラス）を四万十川に流れ込
む支流「深木川」の伏流水で育て
た、肉厚で噛みごたえのある天然
のものに近い鰻の白焼きです。塩
焼きにしてわさび醤油でお召し
上がりください。
<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)

105
真ほっけ開き 1枚（約270g）

カネキ南波商店

598円冷凍で3ヶ月

脂が乗り一段とおいしい時期の真ほっ
けを丁寧に加工し、塩で旨味を引き出
しました。<原材料>ほっけ（北海道
産）、食塩(シママース)

(税込646円)

9171
近海無着色たらこ 70g

カネキ南波商店

417円冷凍で3ヶ月

北海道近海産の厳選した卵を、添加物を
使用せず、塩のみで低温熟成させた無着
色のたらこ。<原材料>すけそうだらの卵

（北海道産） 、食塩(シママース)

(税込450円)

9188
いくら醤油漬け 50g

カネキ南波商店

1250円⇒980円冷凍で3ヶ月

新鮮な秋鮭の筋子を丁寧に粒状にし、本醸造
醤油と純米酒だけで漬けたこだわりの逸品。
<原材料>秋鮭卵（北海道産）、醤油（小麦、大
豆を含む）、清酒

SALE

（税込1350円⇒1058円）

9195
生炊きしらす佃煮 50g

カネキ南波商店

417円冷凍で3ヶ月

シンプルな佃煮ですが、食感と旨味は抜群
です。ご飯がすすむ、くせになる味わい。
<原材料>生小女子（北海道産）、水あめ、
砂糖、醤油

(税込450円)

9201
くるみ入り生炊き
しらす佃煮

50g

カネキ南波商店

417円
冷凍で3ヶ月

しらす佃煮と相性抜群の香ばしいくる
み入り。風味豊かな逸品。
<原材料>生小女子（北海道産）、くる
み（アメリカ産）、水あめ、砂糖、醤油

(税込450円)

106
しめさば 片身2枚（約200g）

武田冷凍食品

598円冷凍で60日

四国・和歌山他国内近
海で、秋から冬にかけ
て水揚げされる新鮮
な脂ののった真鯖をし
め鯖に仕上げました。
< 原 材 料 > 真 鯖（ 四
国・和 歌 山・他 国 内
近海）、米酢（河原酢
造）、粗糖、本みりん、
食塩

(税込646円)

9218
高坂おでんセット 5種（各1個）

味のかまぼこ高坂

758 円冷蔵で2週間

おでんだけでなく、煮物に入れても美味しいです。それ
ぞれ単品で、お弁当やおつまみにも。
<原材料>揚げボール=タラ（北海道・アラスカ産）、砂
糖、でん粉、本みりん、塩(シママース)、米油/ごぼう巻き
=タラ（北海道・アラスカ産）、ごぼう、でん粉、砂糖、本み
りん、塩(シママース)、米油/ゲソ巻き=たら、イカゲソ、
でん粉、砂糖、本みりん、塩(シママース)、米油/さつま揚
げ=タラ（北海道・アラスカ産）、砂糖、でん粉、人参、本み
りん、塩(シママース)、米油/焼きちくわ=タラ（北海道・
アラスカ産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シママース)

(税込819円)

107
ごぼう棒天 30g×5本

味のかまぼこ高坂

370円冷蔵で2週間
(税込400円)

一口干しハタハタ
冷凍で1ヶ月

マルニ竹内商店
（兵庫県美方郡香住町）
創業1932年。香住（兵庫県）で水揚げされた
ものにこだわり、自身の目で選別し、美味しい
海産物をお届けしています。

1298円⇒1180円

SALE

（税込1402円⇒1274円）
冷凍で1ヶ月

さっぱり！美味しい！

刻んだごぼうを生
地に練りこんだ棒
天です。
<原材料>助宗た
ら（北海道・アラス
カ産）、ゴボウ、で
ん粉、砂糖、本み
りん、塩(シママー
ス)、米油
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9225
揚げボール 200g

味のかまぼこ高坂

518円冷蔵で2週間

お団子のような、丸
い揚げかまぼこ。
<原材料>助宗たら

（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、
本みりん、塩(シマ
マース)、米油

(税込559円)

108
丸天 45g×5枚

味のかまぼこ高坂

518円冷蔵で2週間

食べ応えのある丸
天。
<原材料>助宗たら

（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、
本みりん、塩(シマ
マース)、米油

(税込559円)

9232
焼きちくわ 90g×3本

味のかまぼこ高坂

726円冷蔵で2週間

ボリュウム満点♪煮物や揚げもの、おつまみ、お
弁当に。<原材料>助宗たら（北海道・アラスカ
産）、でん粉、砂糖、本みりん、塩(シママース)

(税込784円)

109
焼板かまぼこ 180g

味のかまぼこ高坂

580円冷蔵で2週間

旨みのつまった上質
のかまぼこ。
<原材料>タラ（北海
道・アラスカ産）、でん
粉、砂糖、本みりん、　
塩(シママース)

(税込626円)

9249
ケンチン焼き 250g

味のかまぼこ高坂

629円冷蔵で2週間

人参、ひじきを練りこ
んだ、角型のかまぼこ。
< 原 材 料 > 助 宗 たら

（ 北 海 道・ア ラ ス カ
産）、でん粉、砂糖、本
みりん、人参、ゴボウ、
塩(シママース)、干ひ
じき(韓国産)

(税込679円)

9256
興農牛/サーロイン
ステーキ用

300g

知床興農ファーム

2468円
冷凍で60日

赤身が多く豊かな風味
が 特 徴 で ス テ ー キ に
ぴったりです。解凍後、
玉ねぎのスライスでサ
ンドし、サラダオイルを
少量かけなじませてか
ら、強火でサッと焼いて
ください。焼きすぎると
硬くなります。

(税込2665円)

9263
興農牛/牛切落とし 250g

知床興農ファーム

1198円冷凍で60日
(税込1294円)

110
興農牛/牛切落とし
ジャンボパック

400g

知床興農ファーム

1815円⇒1750円冷凍で60日

深みのあるウデ肉とバラ肉のミックス
です。野菜炒め、牛丼などにどうぞ。

SALE

（税込1960円⇒1890円）

9270
興農牛豚合ひき肉 250g

知床興農ファーム

842円冷凍で60日

牛60％・豚40％の割合で、お互いの旨
味を生かせます。

(税込909円)

111
興農牛豚合ひき肉
ジャンボパック

400g

知床興農ファーム

1230円冷凍で60日
(税込1328円)

9287
興農牛/ひき肉 250g

知床興農ファーム

958円冷凍で60日

バラバラにほぐれ
た状態で冷凍して
いますので、必要な
量のみお使いいた
だけます。

(税込1035円)

9294
興農牛/
カレー・シチュー用

200g

知床興農ファーム

968円⇒925円冷凍で60日

煮込み料理に最適
な赤身を、2cm角
にカットしました。

SALE

（税込1045円⇒999円）

9300
興農牛/ロース焼肉用 200g

知床興農ファーム

1250円冷凍で60日

味わいのあるロー
ス肉 を 、焼 肉 用に
スライスしました。
（約3mm厚）

(税込1350円)

112
興農牛/牛すき焼き用 200g

知床興農ファーム

1139円冷凍で60日

ロース、モモまたは
バラの単一部位で
のお届けとなりま
す。部位のご指定は
できません。

(税込1230円)

9317
興農牛/
牛しゃぶしゃぶ用

200g

知床興農ファーム

1139円
冷凍で60日

ロース、モモまたは
バラの単一部位で
のお届けとなりま
す。部位のご指定は
できません。

(税込1230円)

9324
興農牛/
ミックスホルモン

300g

知床興農ファーム

1080円
冷凍で60日

小腸・大腸・胃袋（ギヤ
ラ）・心臓の4点のミッ
クスホルモンです。生
姜やニンニク・にら・も
やし・キャベツなどと合
わせてこれからはもつ
鍋が最高です。

入荷都合により、今回お休
みとなります。ご迷惑をお掛
け致しますが、よろしくお願
い致します。

(税込1166円)

興農牛/スジ肉
知床興農ファーム

興農牛/ホホ肉ブロック

113
アグリィソーセージ 300g

和歌山ポークTONTON

1100円冷蔵で1ヶ月

布製ケーシングに詰めた、
ジューシーな粗挽きソー
セージ。
<原材料>自家産自家配
合豚、粗塩、黒砂糖、オー
ルスパイス、ナツメグ、
白・黒コショウ、コリアン
ダー、メース、一味、パプ
リカ、マスタード

(税込1188円)

9331
チョリソー 230g

和歌山ポークTONTON

720円冷蔵で1ヶ月

唐辛子のきいた、ピ
リッと辛口のソーセー
ジ。大人の味です。
<原材料>自家産自
家配合豚、粗塩、黒砂
糖、オールスパイス、
ナツメグ、白・黒コショ
ウ、唐辛子、オニオン

(税込778円)

9348
カレーソーセージ 150g

和歌山ポークTONTON

576円冷蔵で1ヶ月

大人も子供も大好きな、カ
レー風味のあらびきソー
セージ。
<原材料>自家産自家配合
豚、粗塩、黒砂糖、オールス
パイス、ナツメグ、白・黒コ
ショウ、コリアンダー、パプ
リカ、マジョラム、カレー粉

(税込622円)

9355
ボンレスハムブロック 300g

和歌山ポークTONTON

1426円冷蔵で1ヶ月

じっくりと燻した、脂身
の少ない豚モモ肉のハ
ム｡パンにピッタリ。
<原材料>自家産自家
配合豚、粗塩、黒砂糖、
黒コショウ、コリアン
ダー、シナモン、ローリ
エ

(税込1540円)

114
ロースハム 300g

和歌山ポークTONTON

1851円冷蔵で1ヶ月

程よく脂がのった、
あっさりとした風味
の最高級ハム。
<原材料>自家産
自家配合豚、粗塩、
黒 砂 糖 、黒 コショ
ウ、コリアンダー、
シナモン、ローリエ

(税込1999円)

9362
スモークドハム 300g

和歌山ポークTONTON

2074円冷蔵で1ヶ月

大粒の黒コショウとマス
タードをまぶした、高級
肩ロースハム。
<原材料>自家産自家配
合豚、粗塩、黒砂糖、黒コ
ショウ、コリアンダー、シ
ナモン、ローリエ、粒マ
スタード、粒コショウ

(税込2240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

796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860円)

9386
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)

116
オーガニックかぼちゃ

（北海道産）
400g

ムソー

550円
冷凍で720日

北海道で育った有機かぼ
ちゃを、収穫後糖度が高ま
り一番美味しくなる時期ま
で熟成させ、軽く蒸して急
速冷凍しました。かぼちゃ
本来の甘みとホクホクした
食感が楽しめます。
<原材料>有機かぼちゃ

（北海道産）

(税込594円)

115
ショルダーベーコン
※数量限定

300g

和歌山ポークTONTON

1500円
冷蔵で1ヶ月

肩バラ肉を使った、
比較的赤身の多い
ベーコン。
<原材料>自家産
自家配合豚、粗塩、
黒 砂 糖 、黒 コショ
ウ、コリアンダー、
シナモン、ローリエ

(税込1620円)
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9393
ほぐしチキンのオイル漬け 156g

シガポートリー

495円冷凍で180日

鶏一番の皮なしむね肉をほぐして、醤油味ベースの
やさしい味付けにしました。サラダのトッピングや
パスタ、サンドイッチの具材としてお使いください。
<原材料>鶏むね肉、米油、醤油、砂糖、本味醂、米
黒酢、鰹節、昆布、煮干し、椎茸

(税込535円)

117
塩麹で作ったサラダチキン 140g

シガポートリー

450円冷凍で180日

鶏一番の皮なしむね肉を塩麹だけで味付けしま
した。あっさりした味付けなので、サラダやサン
ドイッチなど幅広くお使いいただけます。
<原材料>鶏むね肉、米麹、食塩

(税込486円)

9409
キャベツチキンメンチカツ60g×4個

シガポートリー

550円冷凍で240日

農薬、化成肥料不使用のキャベツとタマネギを使用して作り
ました。豚肉も非遺伝子組み換え飼料で飼育されています。
<原材料>具（鶏むね肉、豚肉、キャベツ、たまねぎ、パン粉、
鶏卵、澱粉、昆布エキス、醤油、砂糖、食塩、生姜、香辛料）衣

（パン粉、米粉）

(税込594円)

118
梅肉入りささみカツ 220g

シガポートリー

609円冷凍で60日

鶏一番のささみを開き、紀州産の梅肉を入れたささみカ
ツです。冷凍のまま170～180度の油で揚げて下さい。
<原材料>鶏ささみ、パン粉（小麦粉（北海道）、有機パー
ム油、甜菜糖、食塩、生イースト）、梅肉（和歌山県産）、米
粉（国産）

(税込658円)

9416
鶏レバーの煮込み風味 170g

シガポートリー

352円冷凍で60日

鶏一番の肝の心臓を取り除き、そぎ切りにしてオ
リジナルのタレで漬け込みました。
<原材料>鶏きも、タレ（濃口醤油、砂糖、みり
ん、たまり醤油）、生姜

(税込380円)

119
焼き鶏つくねの素 200g

シガポートリー

495円冷凍で60日

卵を使用していない焼きつくねの素です。軽く味
付けしてあるので、焼いてそのままお召し上がり
いただけます。
<原材料>鶏むね肉、鶏もも肉、玉ねぎ、パン粉、
米味噌、生姜、砂糖、食塩、ブラックペッパー

(税込535円)
※価格改定 ※価格改定 ※価格改定

※価格改定※価格改定※価格改定※価格改定

9423
鶏手羽中半割ハーブ焼き用 300g

シガポートリー

650円冷凍で60日

鶏一番の手羽中を火が通りやすいように半分にして、ミッ
クスハーブとオリジナルのスパイスで味付けしました。
<原材料>鶏手羽先、調合スパイス（食塩、ブラックペッ
パー、チリパウダー、オニオン、ガーリック）、香辛料（バジ
ル、オレガノ、オニオン、ローレル、タイム、ローズマリー）

(税込702円)

120
炭火焼き風やき鶏 230g

シガポートリー

598円冷凍で180日

鶏一番の肩肉をオリジナルの焼き鶏ダレで味付
けして焦がし油で香り付けしました。
<原材料>鶏肩肉、調味液（たまり醤油、発酵調
味料、砂糖、醤油、でんぷん）、澱粉、植物油脂（ひ
まわり油）

(税込646円)

124
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)

125
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)

127
エコかざ鶏の手作りつくね 150g

千葉産直サービス

400円冷凍で180日

非遺伝子組み換え飼料・平飼い開放鶏舎で育ったエコか
ざ鶏と、国産野菜等を使用した手作りのような食感とシ
ンプルながらも素材の旨味が味わえる鶏つくねです。
<原材料>鶏むね肉（茨城県・栃木県）、鶏皮（国産）、長
ねぎ（国産）、玉ねぎ（国産）、馬鈴薯でん粉（北海道）、
昆布エキス、チキンエキス、砂糖（喜界島）、しょうゆ[大豆

（国産）、小麦（国産）食塩]、生姜（国産）、こしょう、食塩

(税込432円)

121
お弁当用チキンカツ 30g×8個

那珂川キッチン

485円冷凍で150日

遺伝子組み換えをしていない穀物だけを飼料に、じっくりと日数を
かけて飼育した鶏を使ったヘルシーなチキンカツ。お好みのソー
スをかけてお召し上がりください。また、卵でとじて、カツ丼など
にもアレンジできます。
<原材料>鶏肉(愛知県産)、パン粉(岩手県産特別栽培小麦使用)、
小麦粉(北海道産)、菜種油、食塩、こしょう

(税込524円)

122
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

低温殺菌乳、九州産小麦、玉ねぎを使用し、素材のおいしさを生か
したクリーミーな手作りコロッケ。卵不使用。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)

123
チキンドリア 180g×2個

那珂川キッチン

740円冷凍で150日

福岡産特別栽培米のケチャップライスの上にNON-GMO飼育飼
料の国産鶏肉を和えたホワイトソースがかかったドリア。トッピング
には国産シュレッドチーズがたっぷり。※電子レンジ調理品
<原材料>牛乳(岐阜県産)、米(滋賀県産)、玉ねぎ(北海道または兵
庫県、愛知県、長崎県、熊本県産)、鶏肉（国産）、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)、ケチャップ(米含
む)、チキンスープ、砂糖(鹿児島県産)、菜種油、食塩、こしょう、有
機パセリ(オランダ産)

(税込799円)

ちょっとした
軽食に！

126
鉄板焼き
八甲鴨ハンバーグ

1個（160g）

千葉産直サービス

480円
冷凍で180日

ソースなしで美味しい！青森県産八甲鴨のプレミ
アム級の本格鴨ハンバーグです。健康的に飼育
された鴨肉の独特の旨味を逃がさないように焼
き上げました。
<原材料>鴨肉（青森県）、玉ねぎ（国産）、パン
粉[小麦粉（国産）、イースト、食塩]、鶏卵、食塩

（海の精）、こしょう、ナツメグ

(税込518円)

NEW
NEW
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128
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)

9430
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)

129
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、塩(にがり
を含んだもと塩)

(税込324円)

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

130
有機スイートコーン缶 125g

アリサン

170円3年
(税込184円)

9447
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)

9454
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)

9461
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)

9478
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)

9485
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)

9492
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)

9508
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)

131
有機たけのこ水煮

（静岡県産）
120g

ミヤハラフーズ

500円
常温で60日

静岡県産の有機た
けのこを水煮にし
ました。さっと水洗
い 後 、ご使 用 下さ
い。
<原材料>有機た
けのこ（静岡県）NEW

(税込540円)

9515
干し椎茸 50g

やさか共同農場

720円600日

島根県弥栄村の原木を
使って山の中で自然栽
培した生椎茸を乾燥さ
せました。殺虫剤や殺菌
剤は不使用です。
<原材料>原木栽培生椎
茸(島根県)

(税込778円)

132
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)

9522
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)

9539
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397円)

9546
濃縮番茶入り
梅醤エキス

250g

いんやん倶楽部

1850円
常温で1年

農薬を使用せず栽培した梅を使った
梅干し、天然醸造醤油を練り合わせ、
西製作所のほうじ番茶を煮詰めたも
のを加えました。お湯を注ぐだけで梅
醤番茶ができあがります。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油、番
茶

(税込1998円)

133
梅醤エキス 250g

いんやん倶楽部

1650円常温で1年

からだを芯から温めてくれる梅醤エキ
ス。本品は、梅干しを裏ごしたものと
醤油を合わせたエキス。番茶に加える
だけで梅醤番茶の完成。しょうゆは、
しっかり熟成させた本醸造醤油を使用
しています。濃さはお好みで。梅しょ
うゆ和えや魚の煮つけ等に、また、胡
麻やお酢に混ぜてソースにしたりと調
味料としてお料理にもお使い下さい。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油

(税込1782円)

9553
濃縮番茶・生姜入り
梅醤エキス

250g

いんやん倶楽部

1950円
常温で1年

濃縮番茶入り梅醤エキスに、手で絞っ
た生姜汁を入れました。生姜の爽やか
な香りと、発汗を促し身体を温める作
用が加わった生姜入り梅醤番茶をお手
軽にお召し上がり下さい。
<原材料>有機梅干、本醸造醤油、番
茶、生姜

(税込2106円)

9560
洋風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

558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603円)

9577
中華風ブイヨン 15g×10袋

日本食品工業株式会社

558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603円)

自然の風味と深い味わい
を、お楽しみ下さい。
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136
蓮根うどん 200g

エコネット水俣反農連

398円24ヶ月

国産小麦粉に、熊本県八代
市産の農薬・化学肥料不使用
栽培れんこんの粉を練り込
みました。蓮根の風味と腰の
ある、なめらかなのどごしの
よさをご賞味下さい。
<原材料>小麦粉(九州、北
海 道 ）、れ んこん 粉（ 熊 本
県）、食塩（兵庫県）

(税込430円)

9669
あおさ 30g

エコネット水俣反農連

598円6ヶ月

磯の香りがいっぱ
い詰まった乾燥あ
おさです。み そ 汁
や天ぷら、佃煮にど
うぞ。
<原材料>あおさ

（鹿児島県）

(税込646円)

9676
あおさ佃煮 120g

エコネット水俣反農連

498円6ヶ月

あおさを佃煮にしました。
濃口しょうゆと粗糖、日本酒
だけで作りました。磯の香り
がぎっしり詰まっています。
<原材料>あおさ（鹿児島
県）、粗糖（鹿児島県）、醤
油(九州産大豆使用)、日本酒

（京都府）

(税込538円)

9683
ひじき 100g

エコネット水俣反農連

680円6ヶ月

不知火海で獲れた
ひじきを乾燥させ、
その後潮風にあて
てじっくり天日干し
にしました。
< 原 材 料 > ひじき
(不知火海)

(税込734円)

137
ごま油 185g

エコネット水俣反農連

596円常温で1年

釜で丹念に煎り、圧
搾機でじっくり搾る
古式圧搾製法で製
造された、一番搾り
ぼま油です。
<原材料>ごま(ア
フリカ・南米産)

(税込644円)

9690
ごま油 825g

エコネット水俣反農連

2031円常温で1年

釜で丹念に煎り、圧
搾機でじっくり搾る
古式圧搾製法で製
造された、一番搾り
ぼま油です。
<原材料>ごま(ア
フリカ・南米産)

(税込2194円)

9706
椿油 100ml

エコネット水俣反農連

1389円常温で180日

夏の紫外線を浴び
て疲れた髪やお肌
を、つばき油でいた
わりましょう。
< 原 材 料 > つ ばき
(九州産)

(税込1528円)

9713
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)

9720
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)

9737
お米を使った天ぷら粉 200g

桜井食品

320円常温で12ヶ月

小麦粉や卵を使用していない、米
粉で作った天ぷら粉。サクサク、カ
ラッと揚がります。
<原材料>米粉(岐阜県産)、馬鈴
薯でん粉(北海道産)、有機チク
ピー豆粉末(アメリカ産)、食塩、膨
張剤(重曹)

(税込346円)

9744
お米を使ったお好み焼粉 200g

桜井食品

365円常温で12ヶ月

米粉を使ったお好み焼粉。動物
性材料不使用ですので、お好み
で卵を加えて下さい。
<原材料>米粉(岐阜県産)、有機
チクピー豆粉末(アメリカ産)、馬
鈴薯でん粉(北海道産)、昆布パウ
ダー、食塩、椎茸パウダー、膨張
剤(重曹)

(税込394円)

9751
オーガニックお菓子
を作るお米の粉

250g

桜井食品

470円
常温で6ヶ月

有機米を細かく製
粉した 、製 菓 用 の
米粉。お菓子作りの
他、天ぷらの衣など
のお料理にも。
<原材料>有機うる
ち米（国産）

(税込508円)

9768
こめ飴 230g

オーサワジャパン

350円常温で1年

国産のもち米と麦
芽から作った、素朴
な甘味。
<原材料>もち米・
麦芽（国産）、さつ
まいも澱 粉（ 鹿 児
島県産）

(税込378円)

9775
玄米水飴 250g

オーサワジャパン

800円常温で1年

カラメルシロップの
ようなほのかな苦
みとコクが特徴。
<原材料>うるち玄
米（国産）、有機栽
培麦芽（カナダ産）

(税込864円)

9638
マンゴーチャツネ 260g

第3世界ショップ

670円25ヶ月

チャツネとは野菜やフルーツにスパイスを加
えて煮込んだり漬け込んだりした、ソースまた
はジャムのようなペースト状の調味料です。カ
レーの付け合せにはもちろん、炒め物や煮物、
揚げ物の味付けに加えると風味が増します。
<原材料>粗糖、マンゴー、醸造酢、食塩、マス
タード、生姜、とうがらし、増粘剤（ペクチン：オ
レンジ由来）

(税込724円)

9645
マリオさんのココナッツミルク 200ml

第3世界ショップ

280円24ヶ月

カレーの壺でおなじみのスリ
ランカの生産者が作ったココ
ナッツミルクです。原料のコ
コナッツは手間暇かけて栽培
した有機認証を取得していま
す。
<原材料>ココナッツ、安定剤

（グァーガム）

(税込302円)

135
シンガラジャの天日塩 150g

第3世界ショップ

360円  

インドネシア・バリ島北部シンガ
ラジャ地域で、海水を天日と風
の自然の力で乾燥させて作っ
た天日塩です。使いやすい大き
さに粉砕しています。
<原材料>海水（インドネシア）

(税込389円)

9652
シンガラジャの天日塩 1kg

第3世界ショップ

900円  

粗塩タイプで、まろやかな旨味
が特徴です。和・洋・中とジャン
ルを問わず、素材の味を引き立
ててくれます。
<原材料>海水（インドネシ
ア）

(税込972円)

9607
カレーの壺
ほくっとひよこ豆カレー
辛さ控えめ

180g

第3世界ショップ

ほくほくしたひよこ豆とココナッツミル
クを合わせて、スパイス感はありながら
も辛さを抑えた優しい味に仕上げまし
た。製造から1年半の保存が可能なので
非常食にも。
<原材料>ココナッツミルク、ひよこ豆、
ココナッツオイル、たまねぎ、香辛料、ト
マトペースト、醸造酢、食塩、粗糖、米

390円24ヶ月
(税込421円)

9614
カレーの壺
ピリッとスパイスチキンカレー　
辛口

180g

第3世界ショップ

本格的なスリランカカレーが手軽に温めるだけのレ
トルトカレーになりました。化学調味料や小麦粉を
使わずに、18種類以上のスパイスやハーブ、香味野
菜のうまみをぎゅっと閉じ込めたペースト「カレーの
壺」をベースに、ココナッツ風味のカレーです。
<原材料>たまねぎ、鶏肉、ココナッツミルク、香辛
料、ココナッツオイル、トマトペースト、食塩、醸造
酢、米、安定剤（グァーガム）

390円18ヶ月
(税込421円)

9621
カレーの壺
とろっとナスのポークカレー　
中辛

180g

第3世界ショップ

本格的なスリランカカレーが手軽に温めるだけのレ
トルトカレーになりました。化学調味料や小麦粉を
使わずに、19種類以上のスパイスやハーブ、香味野
菜のうまみをぎゅっと閉じ込めたペースト「カレーの
壺」をベースに、ココナッツ風味のカレーです。
<原材料>なす、たまねぎ、豚肉、ココナッツミルク、
香辛料、ココナッツオイル、トマトペースト、食塩、醸
造酢、米、安定剤（グァーガム）

390円18ヶ月
(税込421円)

野菜本来の旨みや甘みを引き出
すマイルドな味で、辛味が苦手
な方やお子様におすすめです。
小麦粉、動物性原料、保存料、化
学調味料は不使用です。
<原材料>醸造酢、食塩、コリア
ンダー、粗糖、米、にんにく、ター
メリック、クミン、たまねぎ、タマ
リンド、ココナッツオイル、乾燥コ
コナッツ、しょうが、香辛料

辛さ…★☆☆☆☆ 辛さ…★★★☆☆ 辛さ…★★★★☆

たっぷりのトマトとレモング
ラスが素材の旨みを引き出
します。程よい辛さと爽や
かな風味です。
<原材料>トマトペースト、
醸造酢、レモングラス、食
塩、たまねぎ、米、にんにく、
ガランガル、ココナッツオイ
ル、乾燥ココナッツ、しょう
が、香辛料

ローストスパイスの香ばしい
風味と、パンチの効いた辛味
が肉料理と相性抜群。本場さ
ながらの 辛さは大 人 向 けカ
レーにおすすめ。
<原材料>醸造酢、食塩、コリ
アンダー、粗糖、米、にんにく、
とうがらし、たまねぎ、タマリン
ド、ココナッツオイル、乾燥コ
コナッツ、しょうが、香辛料

9584
カレーの壺
マイルド

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

580円
25ヶ月 (税込626円)

134
カレーの壺
ミディアム

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

580円
25ヶ月 (税込626円)

9591
カレーの壺
スパイシー

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

580円
25ヶ月 (税込626円)



下記の商品はスポット予約品です。お届けは4/27～4/30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2021 年  4 月　043 号

138
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)

9782
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)

9799
有機玄米フレーク・
プレーン（砂糖なし）

150g

ムソー

400円

有機玄米を手軽に召し上がれ
るよう加工した、シンプルな
シリアルです。
<原材料>有機玄米(秋田県
産)

(税込432円)

9805
有機玄米フレーク・
フロスト（砂糖付き）

150g

ムソー

400円

有機玄米で作った、お子さま
にも召し上がりやすい砂糖
入りのシリアルです。
<原材料>有機玄米(秋田県
産)、有機砂糖（ブラジル産）

9812
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)

9829
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)

139
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)

9836
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)

140
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)

9843
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)

9850
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)

9867
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)

141
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)

9874
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)

142
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)

9881
ヨーグルトと食べるドライフルーツ 100g

第3世界ショップ

580円常温で180日

海外の有機認定を受けた4種のドライ
フルーツで、ヨーグルトに足りない栄養
素である食物繊維やミネラルをおいし
く手軽に補えます。
<原材料>ドライマンゴー、ドライクラ
ンベリー（クランベリー、粗糖、ひまわり
油）、レーズン、ドライパイナップル

(税込626円)

9898
ラム酒漬けドライフルーツナッツ 120g

第3世界ショップ

640円1年

レーズン、ドライクランベリー、くるみは
アメリカの有機認証のものを使用。アル
コール添加をしていないラム原酒を使
用しているので、遺伝子組み換え作物混
入の恐れがありません。香料、保存料、ソ
ルビトールも不使用です。
< 原 材 料 >レーズン、ドライクランベ
リー、くるみ、粗糖、ラム酒

(税込691円)

143
メープルグラノーラ　
オリジナル

220g

第3世界ショップ

980円

主原料のオートミールの味付けには、砂糖
や油を使わずにメープルシロップのみを
贅沢に使い、隠し味の塩で、風味にコクを
添えています。原料のオートミール・くる
み・アーモンド・レーズン・クランベリーは
海外の有機認証を取得しています。
<原材料>シリアル加工品（オートミール、
メープルシロップ、食塩）、レーズン、ドラ
イクランベリー（クランベリー、粗糖、ひま
わり油）、くるみ、アーモンド

9904
メープルグラノーラ　
マンゴー・カシュー

220g

第3世界ショップ

980円

主原料のオートミールの味付けには、
砂糖や油を使わずにメープルシロップ
のみを贅沢に使い、隠し味の塩で、風
味にコクを添えています。原料のオート
ミール・レーズン・ドライマンゴーは海
外の有機認証を取得しています。
<原材料>シリアル加工品（オートミー
ル、メープルシロップ、食塩）、レーズ
ン、ドライマンゴー、カシューナッツ

144
チャイパック 3g×12包

第3世界ショップ

440円1年

紅茶とスパイスが1人分のティー
バッグになった便利なチャイパッ
ク。6種のスパイスをブレンドした
風味豊かで味わい深いチャイです。
紅茶は海外有機認証、スパイスは有
機JAS認証を取得しています。
<原材料>紅茶（インド）、スパイス

（スリランカ）：生姜、シナモン、ナ
ツメグ、レモングラス、クローブ、カ
ルダモン

(税込475円)

9911
簡単カフェパック 15g×6袋

第3世界ショップ

580円1年

水出しできるパック入りレギュ
ラーコーヒーです。手摘みで
完熟した実だけを収穫し、国
内で深煎り、細挽きに焙煎加
工しています。一晩、水に入れ
るだけで本格コーヒーが出来
上がります。（250～350ml/1
袋当たり）
<原材料>コーヒー粉（生豆生
産国：グアテマラ、ブラジル）

(税込626円)

常温で10ヶ月 常温で10ヶ月 (税込432円)

常温で180日 (税込1058円)常温で180日 (税込1058円)

9928
林農園の烏龍茶　
リーフタイプ

70g

第3世界ショップ

880円  

中国の茶文化を受け継ぎ育てる林文経（リ
ンウェンチン）さん一家が栽培から加工ま
で一貫して作りあげた黄金色の水色(スイ
ショク)が美しい烏龍茶です。林さんは従来
から自家製堆肥の使用など、農薬や化学肥
料を使わない栽培方法を実践しています。
<原材料>茶（台湾）

(税込950円)

145
林農園の烏龍茶　
ティーバッグ

1.5g×10包

第3世界ショップ

480円  

人気の「林農園の烏龍茶」と同じ茶葉
をカットせずリーフのままティーバッグ
に詰めました。急須で淹れたときと変
わらない香り豊かな烏龍茶が手軽に
お楽しみいただけます。
<原材料>茶（台湾）

(税込518円)

9935
林農園の烏龍茶　
ティーバッグ1ℓ用

60g

第3世界ショップ

640円  

烏龍茶を手軽に味わえるよう、1リッ
トル用の烏龍茶ティーバッグです。熱
湯、冷水、どちらでもOKです。ティー
バックの材質は漂白をしていない紙パ
ルプを使用しています。
<原材料>茶（台湾）

(税込691円)



下記の商品はスポット予約品です。お届けは4/27～4/30になります

29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  2021 年  4 月　043 号

9942
ダージリンティ 80g

第3世界ショップ

920円常温で1年

マスカットフレーバーと呼ばれ
る、非常に上品で柔らかい芳香
が特徴です。ストレートティで
芳醇な香りをお楽しみいただく
のがオススメです。茶葉は有機
JAS認証を取得しています。
<原材料>紅茶（インド）

(税込994円)

146
ダージリンティ　ティーバッグ 1.8g×10包

第3世界ショップ

480円常温で1年

人気の「ダージリンティー」と同
じ茶葉をカットせずリーフのま
まティーバッグに詰めました。テ
トラパックで茶葉が十分に開く
ので、ポットで淹れたときと変わ
らない、豊かな香り、味わいが手
軽にお楽しみいただけます。
<原材料>紅茶（インド）

(税込518円)

9959
アールグレイ紅茶 80g

第3世界ショップ

700円常温で1年

海外の有機認証を受けたシンガンパティ
紅茶にイタリア産のベルガモット精油で香
りづけした、贅沢な紅茶です。天然香料で
あるベルガモット精油のみを使用し、国内
で香りづけしています。人工香料の強い
香りが苦手な方にもオススメです。
<原材料>紅茶（インド）、ベルガモット香
料（イタリア）

(税込756円)

147
アールグレイ紅茶　ティーバッグ 1.8g×14包

第3世界ショップ

480円常温で1年

人気の「アールグレイ紅茶」と同じ茶
葉をカットせずリーフのままティーバッ
グに詰めました。テトラパックで茶葉が
十分に開くので、ポットで淹れたときと
変わらない、豊かな香り、味わいが手軽
にお楽しみいただけます。
<原材料>紅茶（インド）、ベルガモット
香料（イタリア）

(税込518円)

9966
シンガンパティ紅茶 100g

第3世界ショップ

500円常温で1年

シンガンパティ紅茶の味は、甘い香り
と柔らかい味わいが特徴です。渋みが
少ないので、やや濃い目に出すのがポ
イントです。ストレートはもちろん、豊
かなコクはミルクとの相性も抜群な
のでミルクティーでもおいしくいただ
けます。シンガンパティ農園は有機認
証を受けており、農薬や化学肥料を使
わない茶葉づくりを行っています。
<原材料>紅茶（インド）

(税込540円)

148
シンガンパティ紅茶　ティーバッグ 1.8g×14包

第3世界ショップ

480円常温で1年

人気の「シンガンパティ紅茶」
と同じ茶葉をカットせずリーフ
のままティーバッグに詰めまし
た。テトラパックで茶葉が十分
に開くので、ポットで淹れたと
きと変わらない、豊かな香り、
味わいが手軽にお楽しみいた
だけます。
<原材料>紅茶（インド）

(税込518円)

9973
アレッポの石鹸

【在庫限り】
200g

まある

800円  

シリアのアレッポ地方では、1000年ほ
ど前から昔ながらの釜焚きで、地中海
地方原産のオリーブオイルとローレル
オイルを原料に、添加剤や香料をまっ
たく使用しない石鹸を、伝統を守りな
がら手作りしています。
<原材料>オリーブ油、ローレル油

(税込880円)

8549
バンズ 1個

小麦処福みみ

183円冷凍で30日

  
<原材料>有機スペルト小麦（アメリ
カ）、甘蔗分蜜糖（種子島）、赤穂の甘
塩、有機エクストラバージンオリーブオ
イル、白神こだま酵母

(税込198円)

151
スペルトパウンド型 約270g

小麦処福みみ

630円冷凍で30日

  
<原材料>有機スペルト小麦（アメリ
カ）、甘蔗分蜜糖（種子島）、赤穂の甘
塩、有機エクストラバージンオリーブオ
イル、白神こだま酵母

(税込680円)

8556
スペルトバゲット 約180g

小麦処福みみ

417円冷凍で30日

  
<原材料>有機スペルト小麦（アメリ
カ）、甘蔗分蜜糖（種子島）、赤穂の甘
塩、有機エクストラバージンオリーブオ
イル、白神こだま酵母

(税込450円)

8563
マーマレードジャム

（甘夏みかん）
140g

エコネット水俣反農連

450円
6ヶ月

水俣産の農薬・化学肥料
不 使 用 栽 培 の 甘 夏 み か
ん、隠し味としての温州み
かん果汁と粗糖だけです
べて手作業で作りました。
<原材料>甘夏みかん（熊
本県）、温州みかん（熊本
県）、粗糖(鹿児島県)

(税込486円)

8570
れんこんのど飴 90g

エコネット水俣反農連

360円12ヶ月

農薬不使用栽培れんこん
と生姜ののど飴です。甘す
ぎず、れんこんの風味を楽
しめます。
<原材料>麦芽水飴、洗双
糖(鹿児島県)、生姜(長崎
県)、れんこん粉(熊本県）、
ごま（熊本県・長崎県）

(税込389円)

ミヤトウ野草研究所

ミヤトウ野草茶 <原材料>エビス草、ルイボスティー、玄米、ドクダミ、スギナ、ハト麦、タンポポ、柿の葉、熊
笹、甘茶ヅル、クコの葉、オオバコの葉、甘茶、ヨモギ
ユアラーゼ・ブルーベリープラス <原材料>野草類/アカザ、アカメガシワ、アマチャズル、イチョウの葉、ウ
コギ、ウコン、エゾウコギ、エビスグサ、オオバコの葉、オトギリソウ、カキドオシ、カワラケツメイ、カンゾウ、
キダチアロエ、クコの葉、クコの実、クマザサ、ケイヒ、コナラ、スイカズラ、スギナ、タンポポ、ツチアケビ、ツ
ユクサ、ツルナ、ドクダミ、ナルコユリ、ナンテンの葉、ハトムギ、ハブソウ、マタタビの木、マツ葉、ヨモギ/野
菜類＝カブ、キャベツ、キュウリ、ゴボウ、小松菜、椎茸、大根、玉ネギ、トマト、ナタ豆、ニラ、ニンジン、ニンニ
ク、パセリ、馬鈴薯、ブロッコリー、ホウレン草、舞茸、モヤシ、山芋、レンコン/果物類＝ブルーベリー、パパイ
ヤ、パイナップル、リンゴ、レモン/その他＝昆布、貝化石、オリゴ糖、黒糖、蔗糖、トレハロース

高原の泉・赤 <原材料>ヤマブドウ、ブルーベリー、カワラケツメイ、アマドコロ、オオバコ、クコ、カンゾウ、
タンポポ、ツユクサ、ツルナ、ナンテンの葉、ハブソウ、ハトムギ、ヤマイモ、ヨモギ、クマザサ、アマチャヅル、
ドクダミ、もやし、きゅうり、ほうれん草、キャベツ、パセリ、バレイショ、大根、にんじん、たまねぎ、パイナップ
ル、パパイヤ、大豆、糖類
高原の泉・白 <原材料>カワラケツメイ、アマドコロ、オオバコ、クコ、カンゾウ、タンポポ、ツユクサ、ツルナ、
ナンテンの葉、ハブソウ、ハトムギ、ヤマイモ、ヨモギ、クマザサ、アマチャヅル、ドクダミ、もやし、きゅうり、ほ
うれん草、キャベツ、パセリ、バレイショ、大根、にんじん、たまねぎ、パイナップル、パパイヤ、大豆、糖類

厳選された素材の栄養を凝縮させ
た発酵酵素飲料。1日15～20ml程
度お召し上がりください。

厳選素材を優良ワイン酵母でじっくりと発酵熟成させた
ハーブワイン。アルコール度数13％未満。

野草の逞しい姿に着目し、素材本来
の味や香りを大切にした風味豊かな
野草ブレンド茶です。

大自然の中でたくましい生命
力を秘めて育った野草をはじ
め、野菜・果物・穀類・海藻など
を主原料としました。微生物
と酵素を研究し、『健康と長
寿』をテーマとした製品を、ひ
とつひとつ心を込め、手間暇
をかけて作っています。

カワラケツメイ

アマドコロ

9980
高原の泉・赤 500ml

ミヤトウ野草研究所

常温で1年

8501
ミヤトウ野草茶 3g×30包

ミヤトウ野草研究所

常温で2年

8518
ユアラーゼ・ブルーベリープラス 500ml

ミヤトウ野草研究所

常温で2年

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。

4240円
（税込4579円）

1500円
（税込1620円）

9997
高原の泉・白 500ml

ミヤトウ野草研究所

常温で1年 1050円
（税込1155円）

1050円
（税込1155円）

対象商品対象商品対象商品

消費
税10%

ご
購入の際はご注意く

ださ
い

ご
購入の際はご注意く

ださ
い

8532
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)

150
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）
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

(税込4586円)

8525
【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

5952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6547円)

149
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 (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。

(税込450円)
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152
黒糖くるみ 65g

第3世界ショップ

450円180日

保存料・着色料不使用。沖縄県産のサトウキ
ビから作られた黒糖と、コクのあるカリフォ
ルニア産有機認証クルミを使用した素材の
美味しさが活きた逸品です。美味しさの秘
密は黒糖のやわらかな口当たり。じっくりと
煮詰めた黒糖液に香ばしくローストしたく
るみをさっくりと絡めてつくりました。
<原材料>くるみ、加工黒糖、粗糖

(税込486円)

8594
きな粉くるみ 65g

第3世界ショップ

450円180日

カリフォルニア産有機認証くるみ
に、国内産きな粉と砂糖を絡めまし
た。きな粉の香ばしい風味とほろり
とした食感に、くるみのコクが合わ
さった素朴でやさしい味わいです。
<原材料>くるみ、粗糖、きな粉（大
豆：遺伝子組み換えでない）、砂糖

（粗糖、糖蜜）、食塩

(税込486円)

8600
メープルアーモンド 40g

第3世界ショップ

440円180日

油を使わずに香ばしくローストした
アーモンドとメープルシロップの上品
な風味に、隠し味の塩が味に深みと
コクをプラスしています。メープルシ
ロップの繊細で上品な風味がアーモ
ンドの香ばしさを引き立てます。
<原材料>ローストアーモンド（海外
有機認証）、メープルシロップ、食塩

(税込475円)

8617
カシューナッツ　カレー味 60g

第3世界ショップ

520円180日

16種類のスパイスとハーブを巧みにブレンドし、
化学調味料や香料を使わずに、複雑で奥深い風味
豊かなカレー味を出しました。ノンフライの本格カ
レースナックです。ほどよい辛さで、辛いものが苦
手な方やお子様でもお召し上がりいただけます。
<原材料>カシューナッツ、小麦粉、砂糖、コーン
スターチ（遺伝子組換えでない）、食塩、なたね油
（遺伝子組換えでない）、ターメリック、カレー粉

(税込562円)

8624
ピーカンナッツ 65g

第3世界ショップ

580円180日

ピーカンナッツは北 米
原産のくるみ科の樹木
です。くるみより渋みが
少 なくクリーミー で 甘
みがあり、香りが良いで
す。食塩や油は使わずに
ローストしました。
<原材料>有機栽培ピー
カンナッツ（アメリカ）

(税込626円)

153
徳用アーモンド（食塩不使用） 230g

第3世界ショップ

1250円180日

生のアーモンドを食塩や
油を使わずにローストし
ました。カリカリとした食
感とアーモンド本来の甘
みが楽しめます。原料の
アーモンドは海外有機認
証を取得しています。
<原材料>海外有機認証
アーモンド（アメリカ）

(税込1350円)

8631
徳用くるみ（生） 200g

第3世界ショップ

1100円180日

生のままで味付けをし
ていないので自然の甘
味とコクを楽しめます。
カリフォルニア産のくる
みは海外有機認証を取
得しています。
<原材料>海外有機認
証くるみ（アメリカ）

(税込1188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。
<原材料>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。
<原材料>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
ミルククッキー 70g

ぷくぷくワールド

275円常温で90日

ミルクの風味たっぷ
り、優しい甘さの動
物型クッキー。ティー
タイムにぴったりの、
心が和む味です。
< 原 材 料 > 特 別 栽
培小麦粉(国産)､バ
ター､粗製糖､牛乳

(税込297円)

8679
カフェオレクッキー 70g

ぷくぷくワールド

330円常温で90日

オーガニックのコロンビア・サ
ンタマルタ産のコーヒーをノ
ンホモ牛乳に溶かして、クッ
キー生地に入れました。
<原材料>特別栽培小麦粉
(国産)、よつ葉加塩バター、粗
製糖、よつ葉ノンホモ牛乳、有
機インスタントコーヒー

(税込356円)

8686
チーズクッキー 70g

ぷくぷくワールド

355円常温で90日

よつ葉のシュレッドチーズをふ
んだんに使いました。チーズの
塩味がきいたクッキーになりま
した。
<原材料>特別栽培小麦粉(国
産)、黒糖（国産）、ナチュラル
チーズ（よつ葉）、バター（よつ
葉）、砂糖、卵、牛乳（よつ葉）

(税込384円)

8693
こくとうビスケット 70g

ぷくぷくワールド

275円常温で90日

てんさい糖のかわりに
国産の黒糖を使用しま
した。黒糖独特の風味
がお口に広がります。
< 原 材 料 > 特 別 栽 培
小麦粉(国産)、水、黒糖

（国産）、なたね油(国
産)

(税込297円)

154
veganぼーろ　
プレーン

80g

おーがにっくかふぇSHINKA

550円
1ヶ月

動物性原料は一切使わずに、お
のえ豆乳や有機原料などで作っ
た、や み つきになるひとくち
ぼーろです。
<原材料>特別栽培国産小麦
粉、豆乳（おのえ）、有機アー
モンドプードル、有機エキスト
ラバージンオリーブオイル、有
機バニラペースト、有機砂糖、
ベーキングパウダー（アリサン）

(税込594円)

8709
veganぼーろ　
ココア

80g

おーがにっくかふぇSHINKA

550円
1ヶ月

< 原 材 料 > 特 別 栽
培 国 産 小 麦 粉 、豆
乳（ お のえ）、有 機
ア ー モ ンド プ ード
ル、有機エキストラ
バージンオリーブオ
イル、有機ココア、有
機砂糖、ベーキング
パウダー（アリサン）

(税込594円)

155
veganぼーろ　
ベリー

80g

おーがにっくかふぇSHINKA

550円
1ヶ月

<原材料>特別栽培国
産小麦粉、豆乳（おの
え）、有機アーモンド
プードル、有機エキス
トラバージンオリーブ
オイル、有機ストロベ
リー、有機ラズベリー、
有 機 ブ ル ー ベリー 、
ベ ー キングパウダー

（アリサン）

(税込594円)

8716
veganぼーろ　
国産有機青汁

80g

おーがにっくかふぇSHINKA

550円
1ヶ月

<原材料>特別栽培
国産小麦粉、豆乳（お
のえ）、有機アーモン
ドプードル、有機エキ
ストラバージンオリー
ブオイル、国 産有機
青汁、ベーキングパウ
ダー（アリサン）

(税込594円)

156
veganぼーろ　
詰め合せ

80g各1袋

おーがにっくかふぇSHINKA

2150円
1ヶ月

4種類（プレーン、ココア、ベリー、青
汁）の詰め合わせです。

(税込2322円)

8723
おからくっきー・
しょうが

85g

きとうむら

410円
常温で6ヶ月

素朴で歯ごたえのある
おからくっきーに、国産
しょうがを加えました。
< 原 材 料 > 小 麦 粉 ( 国
産)、鶏卵、おから（国産
大豆：遺伝子組み換えで
ない）、なたね油、砂糖
(粗製糖)、生姜（国産）

(税込443円)

157
おからくっきー・
ゆず

85g

きとうむら

410円
常温で6ヶ月

ぼりぼりとかむごとに、や
さしくさわやかなゆずの香
りが広がります。
<原材料>小麦粉(国産)、
鶏卵、おから（国産大豆：遺
伝子組み換えでない）、な
たね油、砂糖(粗製糖)、農
薬・化学肥料不使用栽培ゆ
ず(徳島県産)

(税込443円)

8730
おからくっきー・
プレーン

85g

きとうむら

389円
常温で6ヶ月

ぼりぼりとした歯ごた
えと、おからの優しい
風味がクセになりま
す。
<原材料>小麦粉(国
産)、鶏卵、なたね油、
おから（国産大豆：遺
伝 子 組 み 換 え で な
い）、砂糖(粗製糖)

(税込420円)

8747
おからくっきー・
ごま

85g

きとうむら

410円
常温で6ヶ月

たっぷり入った黒ごまが
香ばしい、ぼりぼりとかみ
ごたえのあるクッキー。
<原材料>小麦粉(国産)、
鶏卵、なたね油、おから

（国産大豆：遺伝子組み
換えでない）、砂糖(粗製
糖)、黒ごま(国産)なし

(税込443円)

8754
木頭柚子ドリンク 180ml

きとうむら

170円常温で6ヶ月

粗糖で甘味をつけた、
甘さ控えめの柚子ドリ
ンク。後味すっきり。
<原材料>砂糖(粗糖
等、鹿児島県産)、柚子
果汁(徳島県産農薬・
化学肥料不使用栽培
ゆず使用)、天然水

(税込184円)

158
ゆずじゃむ 155g

きとうむら

470円常温で1年

手搾りの柚子皮と、北海
道産ビートグラニュー糖
で作った、フレッシュな
香りのジャム。
<原材料>農薬・化学肥
料不使用栽培ゆず(徳島
県産)、ビートグラニュー
糖(北海道産)

(税込508円)

8761
木頭柚子しぼり 250ml

きとうむら

1440円常温で1年
(税込1555円)

159
木頭柚子しぼり 500ml

きとうむら

2365円常温で1年

農薬・化学肥料不使用柚子を丁寧に手で
絞りました。アクやエグミがありません。
<原材料>農薬・化学肥料不使用栽培ゆ
ず(徳島県産)

(税込2554円)

8778
ゆず湯 30g×5袋

きとうむら

864円常温で2年

木頭村の農薬・化学
肥料不使用のゆす
皮で作った、体の芯
から温まる入浴剤。
<原材料>農薬・化
学肥料不使用栽培
ゆず皮(徳島県産)

(税込950円)
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8044
玄米ぽん煎餅 7枚

アリモト

298円常温で180日

お米の味をいかし
たシンプルな塩味
のぽん煎餅です。
<原材料>うるち玄
米(鳥取県産)、うる
ち白米(鳥取県産)、
塩

(税込322円)

8051
玄米醤油おかき 50g

アリモト

298円常温で120日

国産原料で仕込んだ本
造り醤油を使用。素朴
な味わいです。
<原材料>もち玄米(岡
山県産)、醤油(小麦、大
豆を含む)、砂糖、昆布、
削り節(いわし節、うる
め節)、発酵調味料、塩

(税込322円)

8068
焼塩煎餅 80g

アリモト

298円常温で150日

素朴であっさりとし
た塩味の、サクッと
柔らかい食感のお
煎餅です。
<原材料>うるち米
(国産)、米油、塩、昆
布、鰹節

(税込322円)

8136
鶏手羽肉の甘酢煮 3本

東城愛農有機野菜の里

417円冷蔵で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

(税込450円)

8143
野菜と大豆の
ドライカレー

120g（1人前）

東城愛農有機野菜の里

352円
冷蔵で3週間 (税込380円)

164
野菜と大豆のドライ
カレー　2パックセット

120g×2袋

東城愛農有機野菜の里

678円冷蔵で3週間

鶏肉と大豆のヘルシーなドライカレー。温めてご飯と混ぜるだけなので、とっても手軽！
<原材料>鶏肉(広島県産)、玉ねぎ(広島県産)、なす(広島県産)、トマト(広島県産)、大豆(広島県産)、
ピーマン(広島県産)、にんにく(広島県産)、カレー粉、ウスターソース、塩(シママース)、胡椒、醤油

(税込732円)

8150
黒豆煮豆 100g

東城愛農有機野菜の里

385円冷蔵で3週間

やや小粒ですが、や
わらかく風味豊か
です。
<原材料>農薬不
使用栽培黒豆（広
島県産）、モラセス
シュガー、醤油、塩、
重曹

(税込415円)

8167
ささげ豆煮豆 100g

東城愛農有機野菜の里

250円冷蔵で30日

東城町のささげ豆を薄め
の甘い煮豆にしました。
醤油を少し加えて風味豊
かな煮豆になりました。
<原材料>農薬不使用栽
培ささげ豆（広島県産）、
モラセスシュガー、シマ
マース、醤油、重曹

(税込270円)

165
えごまねり味噌 110g

東城愛農有機野菜の里

550円冷蔵で3か月

αリノレン酸をたくさん含
んだエゴマの実を少しす
り自家製の味噌と合わせ
て練りました。香ばしい食
欲をそそるヘルシーな一
品です。
<原材料>エゴマの実、味
噌、モラセスシュガー、酒

(税込594円)

8174
はぶ草茶 30g

東城愛農有機野菜の里

280円常温で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）

(税込302円)

8075
丹波黒豆玉子煎餅 75g

アリモト

298円常温で120日

兵庫県の豊穣な風
土が生んだ黒豆を
振りかけ、焼き上げ
ました。
<原材料>小麦粉
(国内産)、砂糖、卵、
丹 波 黒 豆 ( 兵 庫 県
産)、膨張剤

(税込322円)

8082
パックスオリー/シャンプー 550ml

太陽油脂

1258円  

オリーブのうるおいをプラスした、髪に
やさしい天然成分配合の石けんシャン
プー。
<原材料>水、カリ石けん素地、グリセリ
ン、ムクロジエキス、スクワラン、トコトリ
エノール、カミツレエキス、マンダリンオ
レンジ果皮油、オニサルビア油、ニュウコ
ウジュ油、クエン酸、エタノール

(税込1384円)

160
パックスオリー/
シャンプー詰替

500ml

太陽油脂

871円  

オリーブのうるおいをプラスした、髪に
やさしい天然成分配合の石けんシャン
プー。
<原材料>水、カリ石けん素地、グリセリ
ン、ムクロジエキス、スクワラン、トコトリ
エノール、カミツレエキス、マンダリンオ
レンジ果皮油、オニサルビア油、ニュウコ
ウジュ油、クエン酸、エタノール

(税込958円)

8099
パックスオリー/リンス 550ml

太陽油脂

1258円  

石けんシャンプー後の髪を弱酸性にし、櫛
どおりの良い、艶やかな髪に仕上げます。
<原材料>水、グリセリン、クエン酸、リン
ゴ酸、スクワラン、ホホバ油、カミツレ・シ
ソ・ボタンエキス、マンダリンオレンジ果皮
油、オニサルビア油、ニュウコウジュ油、キ
サンタンガム、クエン酸Na、ヒノキチオー
ル、エタノール

(税込1384円)

161
パックスオリー/
リンス詰替

500ml

太陽油脂

871円  

石けんシャンプー後の髪を弱酸性にし、櫛
どおりの良い、艶やかな髪に仕上げます。
<原材料>水、グリセリン、クエン酸、リンゴ
酸、スクワラン、ホホバ油、カミツレ・シソ・
ボタンエキス、マンダリンオレンジ果皮油、
オニサルビア油、ニュウコウジュ油、キサン
タンガム、クエン酸Na、ヒノキチオール、エ
タノール

(税込958円)

8105
パックスオリー/
ボディソープ

550ml

太陽油脂

1258円  

敏感肌の方や小さなお子様
にもお使いいただける、植物
性ボディソープ。
<原材料>水、カリ石ケン素
地、グリセリン、スクワラン、ク
エン酸、ローズウッド油、チン
ピエキス、クマザサエキス、ト
コトリエノール、エタノール

(税込1384円)

162
パックスオリー/
ボディソープ詰替

500ml

太陽油脂

871円  

敏感肌の方や小さなお子様
にもお使いいただける、植物
性ボディソープ。
<原材料>水、カリ石ケン素
地、グリセリン、スクワラン、ク
エン酸、ローズウッド油、チン
ピエキス、クマザサエキス、ト
コトリエノール、エタノール

(税込958円)

8112
パックスオリー/
フェイスフォーム

150ml

太陽油脂

773円  

天然成分をたっぷり配合し
た植物性石けん。シェービ
ング用としても。
<原材料>水、カリ石けん素
地、グリセリン、スクワラン、
ムクロジエキス、ローズ水、
ニュウコウ、ウイキョウエキ
ス、エタノール、クエン酸

(税込850円)

163
パックスオリー/
フェイスフォーム詰替

140ml

太陽油脂

580円
  

天然成分をたっぷり配合し
た植物性石けん。シェービ
ング用としても。
<原材料>水、カリ石けん素
地、グリセリン、スクワラン、
ムクロジエキス、ローズ水、
ニュウコウ、ウイキョウエキ
ス、エタノール、クエン酸

(税込638円)

8129
パックスナチュロン
/クリームソープ

100g

太陽油脂

135円  

ひまわり油とホホバ油を配合し、しっと
りとした洗い上がりに。無香性。
<原材料>石けん素地、ハイブリッドヒ
マワリ油、ホホバ油、トコトリエノール

(税込149円)

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。

※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 5/4 5/5 5/6 5/7
ご注文書
提出日 4/13 4/14 4/15 4/16

広島県庄原市東城町　東城愛農有機野菜の里


