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97
ホタテ貝柱 140g

しっでぃーぐりーん

1042円⇒958円冷凍で90日

肉厚で味が良いと
言われている野付
産ホタテの貝柱を
殺 菌 剤 を 使 用 せ
ず、紫外線殺菌さ
れ た 海 水 で 洗 浄
後、急速冷凍しまし
た。<原産地>別海

SALE

（税込1125円⇒1035円）

9003
カスベの切身 250g

しっでぃーぐりーん

480円⇒417円冷凍で90日

朝獲れた水かすべ（エイ）を皮を剥
き、調理しやすいようにカットしまし
た。煮付け、唐揚げでお召し上がりく
ださい。<原産地>白糠沖

SALE

（税込518円⇒450円）

98
しじみ貝 200g

しっでぃーぐりーん

688円⇒583円冷凍で90日

網走湖は、川底が深いため、海から絶妙な塩分が届きシジミ
の生育に適しヤマトシジミの重要な生息地でもあります。砂
だしをしてありますので、そのままお料理にお使い頂けま
す。必ず、冷凍のままお使い下さい。<原産地>網走湖

SALE

（税込743円⇒630円）

9010
真鱈　鍋用 300g

しっでぃーぐりーん

730円冷凍で90日

白糠で獲れた新鮮な真ダラを生のま
まぶつ切りにして急速冷凍いたしまし
た。タラちりなど鍋に最適です。
<原産地>白糠沖

(税込788円)

9027
秋鮭ステーキ用 250g

しっでぃーぐりーん

792円冷凍で90日

新鮮な大型のオスだけを生のままフィ
レーに。ステーキやムニエル、バター
焼き、鍋物に。<原産地>白糠沖

(税込855円)

99
カレイ切り身 2～3切（300g）

しっでぃーぐりーん

625円冷凍で90日

赤ガレイまたは真ガレイ。脂の乗った
身は、ふっくらと肉厚。煮付けや唐揚
げに。<原産地>釧路沖

(税込675円)

9034
生サンマ Mサイズ/2尾

しっでぃーぐりーん

999円⇒833円冷凍で90日

根室産の脂ののったサンマを使用して
います。
<原産地>根室沖

SALE

（税込1079円⇒900円）

100
サンマぶつ切り 6切

しっでぃーぐりーん

1180円⇒999円冷凍で90日

脂の乗ったサンマの頭・内臓を取り除
き半分にカットしました。すぐに煮物や
焼き物に使えます。<原産地>根室沖

SALE

（税込1274円⇒1079円）

9041
天日干しホッケ
ＬＬ　1枚

300g以上

しっでぃーぐりーん

925円
冷凍で90日

天日干しにすることで、旨味がギュッ
と凝縮。
<原産地>ホッケ（羅臼）、天日塩

(税込999円)

9058
天日干しサバフィレー
M2枚

2枚（約250g）

しっでぃーぐりーん

542円
冷凍で90日

丸々と太って脂の乗った真鯖を半身
フィレーにして塩水漬け後、天日干し
にしました。
<原産地>マサバ(釧路沖)、天日塩

(税込585円)

9065
天日干し柳カレイ

（中）
2匹（約250g）

しっでぃーぐりーん

730円
冷凍で90日

柳のようにしなやかな魚体のため「柳ガレイ」
と呼ばれています。薄塩で仕上げていますの
で、唐揚げなどにしても美味しいです。
<原材料>柳カレイ（白糖沖、釧路沖）、天日塩

(税込788円)

101
天日干しサンマ開き 2枚

しっでぃーぐりーん

1100円⇒875円冷凍で90日

SALE

（税込1188円⇒945円）

9072
糠サンマ 2匹

しっでぃーぐりーん

999円⇒833円冷凍で90日

脂ののったサンマを、米糠と音響熟成黒糖焼酎れん
とを使い、昔ながらの本漬けにしました。甘塩仕立
てなので、塩抜きの必要がありません。米ぬかは、農
薬・化成肥料不使用、無肥料栽培の物を使用してい
ます。<原材料>サンマ（根室）、米ぬか、黒糖焼酎

SALE

（税込1079円⇒900円）

9089
アイナメフィレー 330ｇ

しっでぃーぐりーん

730円冷凍で90日

脂乗り抜群！醤油との相性がよいの
で、醤油焼や煮付けがおすすめ。
<原産地>釧路沖

(税込788円)

9096
時鮭山漬けほぐし鮭 100g

しっでぃーぐりーん

739円冷凍で90日

時鮭の山漬けを蒸して
手ほぐしで皮・骨を取り
除き、国産有機醤油と
純米酒を使い山漬け鮭
の風味を損ねない程度
の味付けをしました。
<原材料>時鮭(根室
沖)、有機醤油、純米酒

(税込798円)

9102
時鮭フィレー 250g

しっでぃーぐりーん

938円冷凍で90日

格別脂の乗った鮭（トキシラズ鮭）を
生のままフィーレに。焼き魚・ムニエ
ル・フライなどに。
<原産地>根室沖

(税込1013円)

102
時鮭一塩切り身 2切れ160g

しっでぃーぐりーん

792円冷凍で90日

宮内庁御用達にもなった白糠産の脂の
乗った時鮭を切身にして振り塩で甘め
の塩鮭にしました。そのまま焼いてお召
し上がりください。
<原産地>白糠沖

(税込855円)

9119
秋鮭山漬け切り身 2切

しっでぃーぐりーん

625円冷凍で90日

新物の秋鮭のオスを塩蔵し、旨味を凝
縮させました。
<原材料>秋鮭(白糠沖)、天日塩

(税込675円)

9126
ミズダコ（煮ダコ） 200g

しっでぃーぐりーん

625円冷凍で90日

ミズダコを軟らかめにボイルしてあり
ますので刺身、しゃぶしゃぶでお召し
上がり下さい。半解凍で切ると薄く切
れます。
<原産地>白糠沖

(税込675円)

9133
活イクラの醤油漬けパック 80g

しっでぃーぐりーん

1625円⇒1500円冷凍で90日

新物のいくらを国産有機醤油のみで
漬けました。今年は大粒の良いものに
なっています。<原材料>イクラ（白糠
沖）、有機醤油（国産）

（税込1755円⇒1620円）

103
北海道の
シーフードミックス4種

200g（4種各50g）

ムソー

880円開封前180日

北海道近海の4種（甘エビ、スルメ
イカ、水タコ、帆立貝）の魚介類を
カットし、シーフードミックスにしま
した。酸化防止剤は使用していませ
ん。製造過程で次亜塩素酸Na（漂
白、殺菌）は使用していません。
<原材料>甘エビ（北海道）、帆立貝

（北海道）、水タコ（北海道）、スル
メイカ（北海道）

(税込950円)

9140
旬さばフィレ 2枚（200g）

イワタニアイコレクト

386円冷凍で180日

適度な脂の乗りと
上品な旨味が特徴
の 、長 崎 県 産 の サ
バです。塩焼きがお
すすめ。
<原産地>長崎県

(税込417円)

104
上乾ちりめん 40g

イワタニアイコレクト

498円冷蔵で1ヶ月

天日干しちりめん
じゃこ。豊富なカル
シウムとその吸収
を助けるビタミンＤ
が含まれています。
<原材料>片口いわ
し真いわし(鹿児島
県加世田産)、食塩

(税込538円)

9157
乾燥ひじき 30g

新魚目漁業協同組合

370円常温で1年

様々な太さ大きさ
の、野趣あふれるひ
じきです。使いきり
サイズにリニューア
ル！
< 原 材 料 > ひじき
(長崎県産)

(税込400円)

9164
万能五島あご味 180g

新魚目漁業協同組合

1898円常温で半年

焼きあごの粉末。あ
ごだしとしてだけ
でなく、色々な料理
の隠し味に。ふりか
けとしても。
<原材料>とびうお
(長崎県産)

(税込2050円)

脂の乗った旬のサンマを、天日浜干し
にしました。
<原材料>サンマ(根室沖)、天日塩

終了
間近SALE
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9171
土佐のわら焼かつおたたき 約130g

高生連

1050円90日

４月～７月頃に土佐沖で一本釣り漁に
て漁獲、高知県産稲藁を使い手焼きし
た初鰹のたたき

(税込1134円)

9195
鰹生節 1節（約270g）

高生連

580円冷蔵で4ヶ月

鰹を加熱し、一度だけ燻製
したものです。柔らかく、鰹
の風味がいきています。そ
のまま召し上がるほか、サ
ラダなどのトッピングにも。
<原材料>かつお

(税込626円)

9201
かつお新節削り 50g

高生連

278円冷蔵で3ヶ月

新鮮な鰹を3～4回
焙乾し、柔らかい内
に削ったカツオ節
です。
<原材料>かつお

(税込300円)

9218
鰹上粉 100g

高生連

323円冷蔵で3ヶ月

酢の物やおひたし、
お好み焼きに。豊か
な風味が広がりま
す。
<原材料>かつお

(税込349円)

約100g

9188
土佐のかつお刺身用ブロック

高生連

900円90日

土佐沖捕れ一本釣り漁の初鰹の新
鮮な刺身用ブロックです。

(税込972円)

9225
斎藤牛ミンチ 200g

高生連

498円冷凍で1年

山地酪農牛乳の原乳を
いただいた後の、斎藤
牧場の経産牛です。肉
質は硬めですが、自然に
近い状態で健康に育っ
たため、肉そのものの
旨味が味わえます。

(税込538円)

9232
斎藤牛スライス 200g

高生連

650円冷凍で1年

山地酪農牛乳の原乳を
いただいた後の、斎藤
牧場の経産牛です。肉
質は硬めですが、自然に
近い状態で健康に育っ
たため、肉そのものの
旨味が味わえます。

(税込702円)

9249
斎藤牛ブロック 400g

高生連

1280円冷凍で1年

ロ ー ス 、リブ ロ ー
ス、サーロイン、ウ
チモモ、ソトモモ、
ヒレなどのブロック
肉です。部位のご指
定はできません。

(税込1382円)

入荷不安定

9256
ごぼう揚げ 3個（120g）

高橋徳治商店

417円冷凍で180日

味噌で漬け込んだごぼう
と、助宗タラと小魚のすり
身を混ぜ合わせ、米油で
じっくりと揚げました。
<原材料>ごぼう（国産）、
タラすり身(北海道産)、小
魚すり身（長崎県産）、馬
鈴薯澱粉(北海道産)、発酵
調味料、砂糖、カツオエキ
ス、食塩

(税込450円)

105
おとうふ揚げ 5個（175g）

高橋徳治商店

306円冷凍で180日

豆腐の風味と魚の旨
味、どちらも味わえ
る人気の練物です。
<原材料>魚肉(北海
道産タラ)、豆腐(岩
手県産大豆)、米油、
馬鈴薯澱粉(北海道
産)、砂糖、発酵調味
料、魚介エキス

(税込330円)

9263
さつま揚げ・丸形 5個（185g）

高橋徳治商店

417円冷凍で180日

助宗タラと小魚を練り合わ
せたさつま揚。小魚を合せ
ることで味に深みと旨みが
出ました。
<原材料>タラすり身(北海
道産)、小魚すり身(宮城県
産)、粗糖、発酵調味料、馬鈴
薯澱粉(北海道産）、酒、カツ
オエキス、粗塩、食用米油

(税込450円)

106
ささがきごぼうさつま揚げ 130g

高橋徳治商店

417円冷凍で180日

北海道産の助宗タラのすり
身に、国産のささがきごぼう
を混ぜ、食べやすいサイズに
揚げました。
<原材料>タラすり身(北海
道産)、ごぼう(青森県産)、煮
出し汁、馬鈴薯澱粉（北海道
産)、発酵調味料、砂糖、カツ
オエキス、食塩、食用米油

(税込450円)

9270
みつば放牧牧草牛　肩ロース切落とし 200g

GOOD GOOD MEAT

1680円冷凍で2ヶ月

牧草牛の最大の特徴であ
る赤身の美味しさを存分
に感じられるどんなお料
理にも合う万能肉です。
お手軽に牛肉野菜炒め・牛
丼・すき焼き・しぐれ煮等々
にオススメです。

(税込1814円)

9287
みつば放牧牧草牛　ハラミ焼肉用 200g

GOOD GOOD MEAT

1850円冷凍で1ヶ月

肉肉しい風味と赤味
の強さを楽しめる超
希少な部位です。良
質な牧草を食べて健
康的に育った良さが
味わいにも前面に出
ている部位の一つで
す。

(税込1998円)

9294
みつば放牧牧草牛　ハラミステーキ 200g

GOOD GOOD MEAT

1950円冷凍で2ヶ月

肉肉しい風味と赤
味の強さを楽しめ
る超希少な部位で
す。良質な牧草を食
べて健康的に育っ
た良さが味わいに
も前面に出ている
部位の一つです。

(税込2106円)

9300
みつば放牧牧草牛
タン焼肉用

200g

GOOD GOOD MEAT

1850円
冷凍で1ヶ月

臭みなくタンの旨味
を存分に味わえる特
別な牛タンです。適
度な食感がありつつ
もジューシーでクリー
ミーな味わいを是非
お楽しみください。

(税込1998円)

9317
みつば放牧牧草牛　
タンステーキ

200g

GOOD GOOD MEAT

1950円
冷凍で2ヶ月

臭みなくタンの旨味
を存分に味わえる特
別な牛タンです。適
度な食感がありつつ
もジューシーでクリー
ミーな味わいを是非
お楽しみください。

(税込2106円)

9324
みつば放牧牧草牛　
フィレステーキ

150g

GOOD GOOD MEAT

2980円
冷凍で2ヶ月

GOOD GOOD MEAT
の精肉店で断トツ一番
人気のステーキ肉。みつ
ば放牧牧草牛の希少な
フィレの部位はとっても
柔らかく、ジューシーで
リッチな味わい。

(税込3218円)

9331
みつば放牧牧草牛
フィレサイコロステーキ

200g

GOOD GOOD MEAT

2580円
冷凍で2ヶ月

みつば放牧牧草牛
の 希 少 なフィレの
部位を焼きやすい
サイコロステーキ
で 。とって も 柔 ら
かく、ジューシーで
リッチな味わい。

(税込2786円)

9348
みつば放牧牧草牛
サーロインステーキ

200g

GOOD GOOD MEAT

2500円
冷凍で2ヶ月

噛み締める程、赤身肉
の旨味が溢れるフィレ
と双璧をなすサーロイ
ンという部位。ガッツ
リ赤身肉を食べたい!!
という時に一推しのス
テーキ肉です。

(税込2700円)

9355
みつば放牧牧草牛　
Ｔボーンステーキ

800g

GOOD GOOD MEAT

10000円
冷凍で2ヶ月

Tボーンステーキとは骨付きの
「フィレ」と「サーロイン」が同時
に味わえる贅沢な一品。フィレと
サーロインを繋ぐ骨がT字形をし
ている事からこの名が付けられ
ました。

(税込10800円)

9362
みつば放牧牧草牛
骨付きサーロインステーキ

800g

GOOD GOOD MEAT

9000円冷凍で2ヶ月

噛み締める程、赤身肉の
旨味が溢れるフィレと双
璧をなすサーロインとい
う部位。ガッツリ赤身肉を
食べたい!!という時に一
推しのステーキ肉です。

(税込9720円)

7610
みつば放牧牧草牛
トマホーク（骨付きリブロース）

800g

GOOD GOOD MEAT

9000円冷凍で2ヶ月

トマホーク(斧)と呼ばれるその正
体は「骨付きリブロース」。濃厚
でジューシーな厚切り赤身肉で
す。オーブン、BBQグリル、スキ
レット等でじっくり焼いてお召し
上がりください。

(税込9720円)
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9386
興農手作り
生ハンバーグ

100g×2個

興農ファーム

655円
冷凍で180日

興農牛ミンチと興農豚ミンチの合い挽きと、北海道産の有機または農薬不使用栽培
の玉ねぎで作った、ふっくらとジューシーなハンバーグです。
<原材料>興農牛ミンチ（北海道産）、興農豚ミンチ（北海道産）、玉ねぎ（北海道産、
有機または農薬不使用栽培）、卵、パン粉（北海道産小麦使用）、塩、白胡椒、ラード

(税込707円)

9393
興農手作り
ミニハンバーグ

35g×5個

興農ファーム

685円
冷凍で180日 (税込740円)

9409
バジルポーク
ウインナー

150g

興農ファーム

620円
冷凍で180日

新鮮な豚肉を原料に、屠畜し
た直後のまだ肉が温かいうち
に生地に作ることにより、つ
なぎ剤を一切入れずに製造し
ています。
<原材料>興農豚ミンチ（北
海道産）、自然海塩、和三盆
糖、バジル、香辛料

(税込670円)

109
粗挽きポーク
ウインナー

150g

興農ファーム

620円⇒600円冷凍で180日

新鮮な豚肉を原料に、屠畜した直後の
まだ肉が温かいうちに生地に作ること
により、つなぎ剤を一切入れずに製造
しています。
<原材料>興農豚ミンチ（北海道産）、
自然海塩、和三盆糖、香辛料

SALE

（税込670円⇒648円）

9416
行者にんにく入り
ポークウインナー

150g

興農ファーム

620円
冷凍で180日

新鮮な豚肉を原料に、屠畜
した直後のまだ肉が温かい
うちに生地に作ることによ
り、つなぎ剤を一切入れず
に製造しています。
<原材料>興農豚ミンチ（北
海道産）、自然海塩、和三盆
糖、行者ニンニク、香辛料

(税込670円)

110
無塩漬ベーコンスライス 150g

興農ファーム

830円冷凍で180日

新鮮なバラ肉を自然海塩、
砂糖（和三盆）、香辛料を肉
に直接擦り込む乾塩法とい
う昔ながらの方法で塩漬け
しました。フライパンなど
で焼くとカリッとした食感
に焼きあがります。
<原材料>興農豚（北海道
産）、自然海塩、和三盆糖、
香辛料

(税込896円)

9423
無塩漬ロースハムスライス 150g

興農ファーム

950円冷凍で180日

新鮮なロース肉を自然海塩、砂糖
（和三盆）、香辛料を肉に直接擦
り込む乾塩法という昔ながらの
方法で塩漬けしました。発色剤、
結着剤、保存料等の添加物を全く
使用していませんので、肉本来の
旨味と食感をお楽しみ頂けます。
<原材料>興農豚（北海道産）、自
然海塩、和三盆糖、香辛料

(税込1026円)

111
興農豚チャーシュー 200g

興農ファーム

1240円冷凍で180日

遺伝子組み換えでない国産飼料で育った興
農豚肩ロースを、有機栽培もしくは、農薬不
使用・無化学肥料栽培の長ねぎ、生姜、にんに
くを使用した特製ダレに漬け込みました。冷
蔵庫で解凍してお召し上がり下さい。
＜原材料＞興農豚肉、醤油、砂糖、塩、酒、にん
にく（鹿児島県・有機栽培または農薬不使用
無化学肥料栽培）、生姜、長ネギ（宮崎県・有
機栽培または農薬不使用無化学肥料栽培）

(税込1339円)

114
鶏もつの甘露煮 120g

千葉産直サービス

498円冷凍で180日

くせのないエコかざ鶏レバーを喜界島
産粗糖と国産丸大豆醤油、国産生姜等で
じっくりコトコト煮込みました。鶏レバー
に含まれる、鉄分やビタミンAごと美味し
く召し上がれます。
<原材料>鶏レバー（茨城県・栃木県）、砂
糖（喜界島）、しょうゆ[大豆（国産）、小麦

（国産）、食塩]、昆布エキス、チキンエキ
ス、生姜（国産）

(税込538円)

118
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)

9430
生麩・あわ 80g

田辺麩店

400円冷蔵で1ヶ月

小麦粉からとれたグルテ
ンに、餅粉を加え蒸して
作る生麩は、高たんぱく
食品で、お肉や魚が苦手
な方のたんぱく源として
も利用されています。
<原材料>小麦蛋白（グ
ルテン）、もち粉、あわ

(税込432円)

9447
生麩・ごま 80g

田辺麩店

400円冷蔵で1ヶ月

小麦粉からとれたグルテンに、餅粉を加え蒸して作る生麩
は、高たんぱく食品で、お肉や魚が苦手な方のたんぱく源
としても利用されています。
<原材料>小麦蛋白（グルテン）、もち粉、黒ごまペースト

(税込432円)

9454
生麩・よもぎ 80g

田辺麩店

400円冷蔵で1ヶ月

小麦粉からとれたグルテ
ンに、餅粉を加え蒸して
作る生麩は、高たんぱく
食品で、お肉や魚が苦手
な方のたんぱく源として
も利用されています。
<原材料>小麦蛋白(グル
テン)、もち粉、よもぎ

(税込432円)

新鮮なロース肉を自然海塩、砂糖
（和三盆）、香辛料を肉に直接擦
り込む乾塩法という昔ながらの
方法で塩漬けしました。発色剤、
結着剤、保存料等の添加物を全く
使用していませんので、肉本来の
旨味と食感をお楽しみ頂けます。
<原材料>興農豚（北海道産）、自
然海塩、和三盆糖、香辛料

新鮮なバラ肉を自然海塩、
砂糖（和三盆）、香辛料を肉
に直接擦り込む乾塩法とい
う昔ながらの方法で塩漬け
しました。フライパンなど
で焼くとカリッとした食感
に焼きあがります。
<原材料>興農豚（北海道
産）、自然海塩、和三盆糖、
香辛料

107
興農ビーフ
コロッケ

160g（80g×2）

興農ファーム

450円
冷凍で180日

興農牛のミンチと北海道産
有機または農薬不使用栽培
のじゃがいもで、ほっくりと
おいしく、優しい味わいの
コロッケを作りました。
<原材料>じゃがいも（北
海道産、有機または農薬不
使用栽培）、興農牛、玉ね
ぎ（北海道産、有機または
農薬不使用栽培）、興農豚
ラード、三温糖、塩、白胡
椒、衣＝パン粉（北海道産
小麦使用）、バッターなご
み（小麦粉、食塩、砂糖、卵
黄、やまいも）

(税込486円)

9379
興農メンチカツ 200g（100g×2）

興農ファーム

680円⇒660円
冷凍で180日

肉本来の旨味が味わえる興
農牛ミンチと興農豚ミンチ、
甘味たっぷりの北海道産の玉
ねぎで作った、食べ応えのあ
るメンチカツです。
<原材料>興農牛ミンチ（北
海道産）、興農豚ミンチ（北海
道産）、玉ねぎ（有機または
農薬不使用栽培）、卵、パン粉

（北海道産小麦使用）、塩、
白胡椒、興農豚ラード、衣＝パ
ン粉（北海道産小麦使用）、
バッターなごみ（小麦粉、食
塩、砂糖、卵黄、やまいも）

SALE

（税込734円⇒713円）

108
興農手作り生ジャンボ
ハンバーグ

400g

興農ファーム

1158円
冷凍で180日

ボ リ ュ ー ム 満 点
400gのジャンボハ
ンバーグ。育ちざか
りのお子さまも大
満足まちがいなし！
<原材料>興農牛ミ
ンチ（北海道産）、
興農豚ミンチ（北海
道産）、玉ねぎ（鹿
児島県産・有機栽培
または農薬不使用
無化学肥料栽培）、
卵、パン粉（北海道
産小麦使用）、塩、
黒胡椒、ラード

(税込1251円)

115
やわらか野菜の
お惣菜 五目豆

70g

吉田ふるさと村

360円
常温で180日

地元吉田町の大豆を使用
し、大豆本来の旨味が感
じられるやさしい味付け
です。
<原材料>大豆、昆布、
こんにゃく、人参、乾しい
たけ、発酵調味料、砂糖、
昆布だし、醤油、鰹だし、
椎茸だし、食塩、水酸化
Ca(こんにゃく凝固剤)

(税込389円)

116
やわらか野菜の
お惣菜 筑前煮

80g

吉田ふるさと村

460円
常温で180日

鶏肉の旨味が野菜にし
み込み、やわらかく仕上
げました。食べ切りサイ
ズで使いやすいです。
<原材料>たけのこ水
煮、鶏肉、ごぼう、人参、
乾しいたけ、発酵調味
料、砂糖、昆布だし、醤
油、鰹だし、椎茸だし、
食塩

(税込497円)

117
やわらか野菜の
お惣菜 肉じゃが

100g

吉田ふるさと村

460円
常温で180日

地元吉田町のじゃがいも
を使用し、しっかり味をし
み込ませホクホクに仕上
げました。
<原材料>じゃがいも、
豚肉、玉ねぎ、人参、こん
にゃく、発酵調味料、砂
糖、昆布だし、醤油、鰹だ
し、椎茸だし、食塩、水酸
化Ca(こんにゃく凝固剤)

(税込497円)

112
房総もち豚餃子 10個（180g）

千葉産直サービス

509円冷凍で180日

【調理法】焼く
<原材料>豚肉（千葉県産）、
皮〔小麦粉（国産）、食塩、も
ち米澱粉〕、キャベツ（国産）、
ニラ（国産）、玉ねぎ（国産）、
にんにく（国産）、長ねぎ（国
産）、生姜（国産）、砂糖（喜界
島産）、なたね油（遺伝子組
換でない）、ごま油、しょうゆ

〔大豆（国産）、小麦（国産）、
食塩〕、食塩、こしょう

(税込550円)

113
ふっくらチキンバーグ 2個（160g）

千葉産直サービス

417円
冷凍で180日

【調理法】ボイルまたは
電子レンジ
< 原 材 料 > 鶏 ム ネ 肉

（茨城県産）、玉ねぎ
（ 国 産 ）、鶏 皮（ 茨 城
県産）、鶏卵（千葉県
産 ）、パン粉〔 小 麦 粉

（国産）、生イースト、
食塩〕、鴨脂（青森県
産）、食塩、こしょう

(税込450円)
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119
オーガニック　
カーネルコーン

炒め物、煮物など、常備しておくととても便利！オーガニック 冷凍野菜・フレンチフライ

250g

ムソー

300円
冷凍で24ヶ月

農薬や化学肥料に頼らず大切に育て
られたひときわ甘みの強いスーパー
スイートコーンを急速冷凍。さっと火
を通すだけで甘みが際立ちます。
<原材料>有機スイートコーン（スペ
イン産）

(税込324円)

120
オーガニック
いんげん

250g

ムソー

300円
冷凍で24ヶ月

ヨーロッパの大地で大切に育てられた
オーガニックいんげん。いんげん本来
の美しい色と味を損なうことなく、急
速冷凍しました。
<原材料>有機いんげん（ヨーロッパ）

(税込324円)

9461
オーガニック
ミックスベジタブル

250g

ムソー

300円冷凍で24ヶ月

農薬や化学肥料に頼らずヨーロッパの
大地で大切に育てられたオーガニック
野菜。野菜本来の美しい色と味を損な
うことなく、収穫から加工までを短時
間で一気に行っております。
<原材料>有機スイートコーン（スペ
イン）、有機にんじん（ベルギー）、有
機グリーンピース（スペイン）

(税込324円)

121
オーガニック
フレンチフライ

300g

ムソー

330円冷凍で24ヶ月
(税込356円)

9478
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)

124
有機の玄米ポタージュ　
かぼちゃ

135g

冨貴食研

298円
開封前360日

有機かぼちゃの甘みと旨みを
生かした、なめらかでトロっと
した優しい味の有機の玄米か
ぼちゃポタージュです。豆乳を
入れるとおいしさアップ！
<原材料>有機かぼちゃ（北海
道）、有機たまねぎ（兵庫県）、
有機玄米（秋田県）、なたね油

（菜種：北海道）、食塩

(税込322円)

9508
有機の玄米ポタージュ　　
にんじん

135g

冨貴食研

298円
開封前360日

有機にんじんの甘みと旨みを
生かした、なめらかでトロっと
した優しい味の有機の玄米か
ぼちゃポタージュです。豆乳を
入れるとおいしさアップ！
<原材料>有機にんじん（鹿
児島県）、有機たまねぎ（兵庫
県）、有機玄米（秋田県）、なた
ね油（菜種：北海道）、食塩

(税込322円)

125
有機の玄米ポタージュ　　
ごぼう

135g

冨貴食研

298円
開封前360日

有機ごぼうの旨みと風味を
生かした、なめらかでトロっ
とた優しい味の有機の玄米
ごぼうポタージュです。
<原材料>有機ごぼう（鹿
児島県）、有機たまねぎ（兵
庫 県 ）、有 機 玄 米（ 秋 田
県）、なたね油（菜種：北海
道））、食塩

(税込322円)

9515
有機の玄米ポタージュ　　
さつまいも

135g

冨貴食研

298円
開封前360日

有機さつまいもの甘みと
旨みを生かした、なめらか
でトロっとした優しい味の
有機の玄米さつまいもポ
タージュです。
<原材料>有機さつまいも

（鹿児島県）、有機たまね
ぎ（兵庫県）、有機玄米（秋
田県）、なたね油（菜種：北
海道）、食塩

(税込322円)

9522
有機の玄米ポタージュ　　
あずき

135g

冨貴食研

298円
開封前360日

有機あずきの風味と色
味を生かした、なめらか
でトロっとした優しい味
の有機の玄米あずきポ
タージュです。
<原材料>有機小豆ペー
スト（北海道）、有機たま
ねぎ（兵庫県）、なたね油

（菜種：北海道）、食塩

(税込322円)

9539
有機米のおかゆ　
5ヶ月期

80g

かごしま有機生産組合

389円
300日

農薬・化学肥料を使わず
に栽培した有機米をと
ろとろ滑らかに仕上げ
ました。自然なやさしい
味わいを感じられます。
初めての離乳食に！
<原材料>有機米（鹿児
島県）

(税込420円)

9546
有機野菜のおかゆ　
7ヶ月期

80g

かごしま有機生産組合

417円
300日

農薬・化学肥料を使用せ
ず栽培した有機野菜を、
調味料は使わずに仕上
げました。自然なやさし
い味わいです。
<原材料>有機米（鹿児
島県）、有機玉ねぎ（鹿
児島県）、有機にんじん

（鹿児島県）、有機じゃ
がいも（鹿児島県）

(税込450円)

9553
有機かぼちゃと味噌のおかゆ　
7ヶ月期

80g

かごしま有機生産組合

417円
300日

農薬・化学肥料を使用せず
栽培した有機かぼちゃを
使って味噌味に仕上げまし
た。自然なやさしい味わい
を感じられます。
<原材料>有機米（鹿児島
県）、有機かぼちゃ（鹿児
島県）、有機米みそ（長野
県）、かつお荒節（静岡県）

(税込450円)

9560
鶏と有機野菜のおかゆ　
9ヶ月期

100g

かごしま有機生産組合

417円
300日

農薬・化学肥料を使用せず栽培
した有機野菜に、和歌山県産の
赤鶏ミンチをプラス。調味料を
使わずに仕上げました。
< 原 材 料 > 有 機 米（ 鹿 児 島
県 ）、有 機にんじん（ 鹿 児 島
県）、有機じゃがいも（鹿児島
県）、赤地鶏むね肉ミンチ（和
歌山県）、米発酵調味料（米、米
こうじ、塩）

(税込450円)

9577
しらすと有機野菜のおかゆ　
12ヶ月期

100g

かごしま有機生産組合

417円
300日

農薬・化学肥料を使用せずに
栽培した有機野菜に鹿児島
県産のしらす干しをプラス。
<原材料>有機米（鹿児島
県）、有機にんじん（鹿児島
県 ）、有 機 たまね ぎ（ 鹿 児
島 県 ）、有 機 ご ぼう（ 鹿 児
島県）、しらす干し（鹿児島
県）、ひじき（長崎県）

(税込450円)

126
しょうが紅梅漬 100g

海の精

450円冷蔵で6ヶ月

シソたっぷりの赤梅
酢にしょうがを漬け
込んだ、酸味のきい
た紅しょうが。
< 原 材 料 >しょう
が、梅酢

(税込486円)

9584
福神漬 80g

海の精

480円開封前7ヶ月

着色料不使用ですので、一般市
販品のように赤くありません。添
加物も使用していないのでお子
様も安心して食べられます。
<原材料>有機大根、有機なす、
有機きゅうり、有機しょうが、ご
ま、干ししいたけ、昆布、有機しょ
うゆ、三河みりん、梅酢、食塩

(税込518円)

127
しば漬 80g

海の精

498円開封前6ヶ月

梅酢のよく効いた
さっぱり味です。
<原材料>有機きゅ
うり、有機なす、みょ
うが、有機しょうが、
昆布、干し椎茸、梅
酢、有機しょうゆ、
三河みりん、食塩

(税込538円)

9591
らっきょう田舎漬 100g

三里塚物産

500円冷蔵で5ヶ月

農薬不使用栽培のらっ
きょうを、じっくり発酵
させました。保存料な
ど一切不使用。
<原材料>農薬不使用
栽培らっきょう（千葉県
産）、醸造酢、三温糖、
天日塩

(税込540円)

122
OG冷凍フルーツ　
ストロベリー

200g

ムソー

400円
冷凍で24ヶ月

トルコの大自然の中で有機栽培されたストロベリー
です。風味豊かな果実を旬の時期に収穫し、自然の
風味を損なうことなく、そのまま冷凍しました。
<原材料>有機ストロベリー（トルコ産）

(税込432円)

9485
OG冷凍フルーツ　
ブルーベリー

150g

ムソー

500円
冷凍で24ヶ月

カナダで有機栽培された野生種の有機冷凍ブルーベリー
を旬の時期に収穫し、自然の風味を損なうことなく、その
まま冷凍しました。
<原材料>有機ブルーベリー（カナダ産）

(税込540円)

123
OG冷凍フルーツ　
ラズベリー

150g

ムソー

600円
冷凍で24ヶ月

香り高く深みある味わいのセルビア産有機ラズベ
リー。自然解凍してそのまま食べたり、ヨーグルト
のトッピングやジュースなどに最適です。
<原材料>有機ラズベリー（セルビア産）

(税込648円)

9492
OG冷凍フルーツ　
ミックスベリー

200g

ムソー

600円
冷凍で24ヶ月

色鮮やかで香りと甘みの強いベリー3種をミックスし
ました。
<原材料>有機ストロベリー（トルコ産）、有機ブルー
ベリー（カナダ産）、有機ラズベリー（セルビア産）

(税込648円)

本場ベルギーのフレンチフライです。フ
レンチフライの発祥地であり輸出世界
第1位のベルギー産のフライドポテトは
ポテトの甘みとサクサクホクホクの食感
で、同じポテトでも一度食べると違いが
はっきりとお分かりいただけます。
<原材料>有機じゃがいも（ベルギー）、
有機ひまわり油（ベルギー）、有機ブド
ウ糖（ベルギー）

NEWNEW
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9607
昆布と野菜のだし 5g×12

純正食品マルシマ

720円常温で1年

動物性素材を使用せず、
北海道産昆布と国産椎
茸、国産干し大根を「特
殊製法」で焼いています
ので、だしがよく出ます。
< 原 材 料 > 昆 布 ( 北 海
道）、椎茸、干し大根、食
塩、てんさい糖

(税込778円)

128
しっとりふりかけ・
しそひじき

40g

純正食品マルシマ

320円
常温で180日

瀬戸内海産のひじきを柔
らかなふりかけにしまし
た。爽やかなシソの香り
が食欲をそそります。
<原材料>ひじき（瀬戸
内海産）、てんさい糖、食
塩、みりん、昆布粉末、赤
しそ梅酢漬け

(税込346円)

9614
しっとりふりかけ・
かつおひじき

40g

純正食品マルシマ

320円
常温で180日

瀬戸内海産のひじきを柔らか
なふりかけにして、国産鰹節
をおかかにしてブレンドしま
した。
<原材料>ひじき（瀬戸内海
産）、てんさい糖、食塩、かつ
お節、みりん、醤油、かつお節
エキス、昆布粉末、赤しそ

(税込346円)

129
しっとりふりかけ・
ちりめんひじき

40g

純正食品マルシマ

320円
常温で180日

瀬戸内海産のひじきとちり
めんを柔らかなふりかけに
しました。シソの香りが爽
やかです。
<原材料>ひじき（瀬戸内
海産）、ちりめん、てんさい
糖 、食 塩 、みりん、昆 布 粉
末、赤しそ

(税込346円)

9621
しっとりふりかけ･
梅ひじき

40g

純正食品マルシマ

320円
常温で180日

カリカリの梅の歯応えと、や
わらかいひじきの食感が楽
しい、梅の香りが広がるふり
かけ。
<原材料>ひじき(瀬戸内海
産)、てんさい糖、梅肉、食
塩、みりん、赤しそ(国産)、
昆布粉末、かつお節エキス

(税込346円)

9638
しっとりふりかけ･
生姜ひじき

40g

純正食品マルシマ

320円
常温で180日

ひじきの甘みの中に生
姜の辛味がピリッとア
クセントに。食欲のな
い夏にぴったり。
<原材料>ひじき(瀬戸
内海産)、高菜(熊本県
産)、てんさい糖、食塩、
みりん、昆布粉末、赤し
そ(国産)

(税込346円)

130
ソフトふりかけ･
しそわかめ

40g

純正食品マルシマ

284円
常温で180日

磯の香り豊かなわか
めに、特有の風味が
さわやかな赤しそを
合わせた、ソフトな食
感のふりかけ。
<原材料>わかめ(徳
島 県 産 ) 、て ん さ い
糖、食塩、赤しそ(国
産)

(税込307円)

9645
ソフトふりかけ･
ちりめんわかめ

40g

純正食品マルシマ

284円
常温で180日

しそわかめに、カル
シウム豊富な広島県
音戸のちりめんを加
えました。
<原材料>わかめ(徳
島 県 産 ) 、て んさ い
糖、しらす、食塩、赤
しそ(国産)

(税込307円)

9652
十穀元気 25g×6パック

純正食品マルシマ

570円常温で1年

良質の植物性たんぱ
く質・ビタミン・ミネ
ラルが豊富な国産の
雑穀。
<原材料>胚芽押し
麦、もちきび、もち玄
米、黒米、とうきび、
赤米、もちあわ、もち
麦、ハトムギ、ひえ　　

(税込616円)

9669
国産生姜粉末 25g

純正食品マルシマ

550円常温で1年

高知県を中心とし
た国産の生姜を使
用。風味をそのまま
に乾燥し、粉末にし
ました。
<原材料>生姜(高
知県・九州産)

(税込595円)

131
すりおろしにんにく 60g

吉田ふるさと村

500円常温で180日

地元吉田町産のにんにくを使用した、すりお
ろしにんにくです。焼肉、ラーメン、料理の隠
し味にお使いください。
<原材料>にんにく(島根県産)、米酢、食塩

(税込540円)

9676
おにぎりみそ・柚子 70g

吉田ふるさと村

340円常温で180日

爽やかな柚子の香り
が広がります。蒸し野
菜につけるとおいし
い！
<原材料>もろみ（裸
麦、大豆、米、砂糖、食
塩）、柚子(島根県産)、
砂糖(甜菜)、柚子果汁

(税込367円)

9683
おにぎりみそ・山椒 70g

吉田ふるさと村

340円常温で180日

山椒の香りが広が
る甘めの味噌。
< 原 材 料 >もろみ

（ 裸 麦 、大 豆 、米 、
砂糖、食塩）、砂糖、
発酵調味料（米、米
麹、食塩）、山椒(島
根県産、自生)

(税込367円)

9690
おにぎりみそ・唐辛子 70g

吉田ふるさと村

340円常温で180日

吉田町産の米で麹を
作り、吉田町産唐辛
子を合わせて熟成。
<原材料>米麹(島
根県産コシヒカリ使
用)、しょうゆ(大豆、
小麦、食塩)、唐辛子
(島根県産)

(税込367円)

9706
おにぎりみそ・生姜 70g

吉田ふるさと村

340円常温で180日

生姜のほのかな辛
みが絶妙！
< 原 材 料 >もろみ

（ 裸 麦 、大 豆 、米 、
砂糖、食塩）、生姜
(島根県産)、砂糖、
発酵調味料（米、米
麹、食塩）

(税込367円)

9713
おたまはん・関西風 150ml

吉田ふるさと村

320円常温で1年

鰹だしをきかせみりんで少し甘めに仕
上げた、卵かけご飯用醤油。卵焼きや
おひたしなどにも。
<原材料>丸大豆醤油、みりん、鰹だし

(税込346円)

132
ごまと野菜ドレッシング 200ml

吉田ふるさと村

480円常温で180日

玉ねぎ、人参などの野菜を使ったドレッシングで
す。ゴマの風味と野菜の旨みが加わり、サラダと
の相性はバツグンです。温野菜に、冷しゃぶサラダ
に、お豆腐サラダによく合います。
<原材料>醤油(大豆、小麦、食塩)、米酢、玉ねぎ、
人参、なたね油、鰹だし、砂糖（甜菜）、白ごま、にん
にく、

(税込518円)

9720
雑穀ぜんざい 150g

吉田ふるさと村

300円常温で180日

島根県産の小豆と国産16種の雑穀を
じっくり煮込みました。もっちり、プチ
プチの雑穀の食感がお楽しみいただ
けます。
<原材料>もち米（島根県産）、砂糖、
小豆（島根県産）、もち玄米、はだか
麦、胚芽押麦、もち麦、青玄米、もち黒
米、もちきび、もち赤米、ハト麦、青大
豆、もちあわ、黒大豆、黄大豆、小豆、
ひえ、とうもろこし、食塩

(税込324円)

9737
減塩トマトケチャップ 380g

ケンショー

430円常温で2年

イタリア産有機トマトの甘味をいかし
た、昔懐かしい味。市販品と比べ、食塩
相当量を60％カット。
<原材料>有機トマト(イタリア産)、黄
双糖(鹿児島県産)、米酢(兵庫県産)、
玉ねぎ・にんにく(高知県産契約栽培)、
天日塩、香辛料

(税込465円)

9744
中濃ソース 300ml

ケンショー

440円常温で2年

高知県産契約栽培の野菜を中心に、室戸沖の
海洋深層水で仕込みました。やや甘口でマイ
ルドな仕上がり。
<原材料>トマト(高知県産)、りんご(長野県
産)、玉ねぎ、温州みかん(高知県産)、デーツ
(中近東諸国)、にんにく(高知県産)、砂糖(鹿
児島県・タイ産)、海洋深層水、米酢(兵庫県
産)、天日塩、米発酵調味料、小麦でん粉(石川
県産)、香辛料、昆布だし・鰹だし(愛媛県産)

(税込475円)

133
有機三州みりん 500ml

角谷文治郎商店

1040円常温で1年

有機栽培米を使用し、昔
ながらの製法で作った、
濃醇な甘みと深い味わい
の本みりん。
<原材料>有機栽培もち
米（国産）、有機米麹（国
産）、有機米焼酎（国産）

(税込1144円)

9751
とっぺん塩 100g

とっぺんフーズ

398円製造日より3年

長崎県五島列島・上五
島で一つ一つ丁寧に作
り上げた完全天日干し
塩です。上五島の海水
を汲み上げ、一切の火
力を使わず、太陽と潮
風のみで作りました。
<原材料>海水

(税込430円)

9768
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)

9775
お米を使ったお好み焼粉

桜井食品

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)

200g

365円
(税込394円)

9782
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)

9799
自然栽培玄米・十一雑穀 
美養ごはん

160g

アムリターラ

340円
製造日より1年

九州産の自然栽培玄米とあわ・きび・ひえ・押し
麦・丸麦・はと麦・たかきび・緑米・赤米・もち玄米
の十穀と、北米のネイティブアメリカンが収穫し
た野生の草の実「ワイルドライス」をブレンドした
十一種の雑穀を、自然結晶塩をブレンドしたアム
リターラソルトで絶妙にうまみを引き出しながら
もっちりと炊き上げ、レトルトにパックしました。
<原材料>うるち米、緑米、赤米、もち玄米、押麦、
丸麦、マコモの実、ひえ、もちあわ、もちきび、た
かきび、はと麦、食塩

(税込367円)

お餅
2個入り

「おたまはん」か
けたら美 味しい
卵かけご飯の出
来上がり！
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9805
王国のグリーンカレー 50g

ヤムヤム

400円製造より2年

ペーストタイプなので、簡単に野菜や肉魚介、ココ
ナッツミルクで、15分で本格タイカレーを作ること
ができます。化学調味料や、化学合成添加物などは
完全無添加です。動物性原料不使用で砂糖不使用
なので、野菜100％のベジタリアンカレーやマクロ
ビカレーを作ることができます。
<原材料>青唐辛子、ガーリック、レモングラス、食
塩、ガランガル、カフェライムペッパー、ターメリック

(税込432円)

134
王国のナンプラー 200ml

ヤムヤム

600円製造より2年

従来のナンプラーは必ず製造過程で砂糖が入
りますが、「王国のナンプラー」は砂糖を一切
使っていません。砂糖を使わずに丸みのある
香りと濃くを生み出すには、長いの時間をか
けた熟成発酵が必要で、「王国のナンプラー」
は二年の熟成発酵期間から生まれた本物の旨
みです。魚臭はほどよく抑えられています。
<原材料>カタクチイワシ、塩

(税込648円)

9812
有機玄米太麺フォー 150g

ヤムヤム

420円製造より2年

玄米と塩と水のみで作られた12ミリ
幅のグルテンフリーの太麺ビーフンで
す。乾麺ですが鍋を使って茹でる必要
が無く、水かお湯に10～30分浸して
戻してください。戻った麺は炒めて、
または汁麺にと、アジア風から洋風の
パスタとしてもお使いいただけます。
<原材料>有機玄米、塩

(税込454円)

9829
有機玄米細麺パッタイ 150g

ヤムヤム

420円製造より2年

玄米100パーセントの細麺パッタ
イはグルテンフリーです。玄米は
一度火を通してから麺にしていま
すので、玄米の固い皮も溶け内臓
の弱い方でも消化できます。パス
タとして、ラーメンにも、日本そば
ふうにも使えます。
<原材料>有機玄米、塩

(税込454円)

135
パンにおいしい
よつ葉バター

100g

よつ葉乳業

274円
冷蔵で180日

北海道の良質な生乳で作ったよつ葉
バターに空気を含ませ、従来品より柔
らかく仕上げました。
<原材料>生乳、食塩

(税込295円)

9836
パンにおいしい
発酵バター

100g

よつ葉乳業

302円
冷蔵で180日

欧米では主流の発酵バターは、程よい
発酵臭と後に残るさわやかな酸味が
特徴です。
<原材料>生乳、食塩

(税込326円)

9843
無塩バター

【数量限定】
150g

よつ葉乳業

340円
冷蔵で6ヶ月

塩分を控えたい方や、お菓子作りに。
牛乳の香りが広がる、コクのあるバ
ターです。
<原材料>生乳

(税込367円)

136
スキムミルク 150g

よつ葉乳業

250円365日

低脂肪でカルシウム・たんぱく質たっ
ぷりの北海道産スキムミルクです。
<原材料>生乳（北海道産）

(税込270円)

9850
カマンベールチーズ 100g

よつ葉乳業

466円冷蔵で6ヶ月

上品で深い味わい
の白カビチーズ。生
乳の豊かな香りが
広がり、クセがなく
食べやすいです。
<原材料>生乳、食
塩

(税込503円)

137
スライスチェダーチーズ 4枚入（100g）

よつ葉乳業

387円冷蔵で90日

コクと酸味の絶妙なバラ
ンスがクセになるチェダー
チーズを、使いやすいスラ
イスにしました。ボリュー
ムのある厚切りタイプな
ので、風味豊かなチェダー
チーズの味わいを、しっか
りお楽しみいただけます。
<原材料>生乳、食塩

(税込417円)

9942
オーガニックココア・無糖 150g

桜井食品

630円常温で1年

安心してお飲みいただける
オーガニックココア。お菓子作
りやカレーの隠し味にも。
< 原 材 料 > 有 機ココアパウ
ダ ー 　 < 原 産 地 >ドミニカ　
<加工国>オランダ　

(税込680円)

9959
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

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）

(税込864円)

145
有機栽培宇治抹茶 30g

中井製茶場

1000円常温で6ヶ月

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

(税込1080円)

9966
しそジュース 210g

三里塚物産

435円冷暗所で10ヶ月

しそのポリフェノールやミネ
ラル、酢のクエン酸で疲れ知
らずの元気な体に。お好み
で薄めてお飲みください。
<原材料>農薬不使用栽培
しそ（千葉県産）、粗糖、純
米酢

(税込470円)

9881
有機モカブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

139
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

9898
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

140
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

9904
有機ヨーロピアンブレンドコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

141
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

9911
有機スペシャルコーヒー・豆 200g

玉屋珈琲店

142
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

9867
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

200g

200g

9874
有機ダークローストブレンド・豆

玉屋珈琲店

138
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)

9928
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)

143
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)

9935
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)

144
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)

有機コーヒーの取り扱いを始め
たのは、90年代初頭。コーヒー
の更なる美味しさを追求する現
社長が辿り着いたのが、「オーガ
ニック」でした。当時は珍しかった
「安心・安全」の考え方も、今の
時代は当たり前。『玉屋珈琲店』
は、従来のこだわりの配合・鮮度・
焙煎の技により、香り高く、味わい
深く、美味しいオーガニックをご
提供します。
ご賞味いただければ幸いです。

玉屋珈琲店TAMAYA
COFFEE
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9973
粉末茶入り玄米茶 200g

セーフティ・リ・ファーム88

500円３００日

秋番茶・中級煎茶粉末と玄米をブレン
ドしました。夏の日差しをいっぱい浴
びて栄養分たっぷりの秋番茶と、深い
味わいの粉末茶に玄米の香ばしさが
絶妙にマッチしたすっきりとした口当
たりの風味豊かなお茶です。
<原材料>有機緑茶、玄米、有機粉末
緑茶

(税込540円)

9980
有機茶粉末
スティック詰合せ

0.5g×20本

セーフティ・リ・ファーム88

537円
３００日

カップ一杯分の粉末茶ス
ティックタイプです。緑
茶・ほうじ茶・和紅茶・玄米
茶・大麦緑茶青汁の５種類
が各４本・計２０本入です。
<原材料>有機緑茶、有機
紅茶、有機大麦、有機玄米

(税込580円)

9997
水出し有機玄米茶　
ティーバッグ

80g

セーフティ・リ・ファーム88

528円
３００日

柳と玄米をブレンドし,
夏に最適なさっぱりと
ゴクゴク飲める味に仕
上げました。便利なティ
バッグタイプです。
<原材料>有機緑茶、有
機米

(税込570円)

146
くつろぎ 100ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

1080円３００日

一番茶の最高級煎茶。
味は濃く、香り豊かな
香気です。少し贅沢な
くつろぎ時間を満喫し
てください。
<原材料>有機緑茶

(税込1166円)

8501
ひととき 100ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

688円３００日

一番茶の上級煎茶。味
はすっきり、さわやか
な香気です。ホッとす
るひとときを満喫して
ください。
<原材料>有機緑茶

(税込743円)

147
かりがね 100ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

688円３００日

一番茶の茎の部分
を選別し仕上げた
お茶です。若々しい
爽やかな風味が特
徴でサッパリした喉
ごしが楽しめます。
<原材料>有機緑
茶

(税込743円)

8518
特上青柳茶 200ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

550円３００日

柳 茶とは 一 番 茶 芽
の収穫の後に残った
部分を再度刈り取っ
たお茶です。見た目
は荒いですがサッパ
リとしていて後味も
すっきりしています。
<原材料>有機緑茶

(税込594円)

8525
玉心 50ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

1080円３００日

「くつろぎ」の微粉
末茶。香り高く上品
な味わいです。
<原材料>有機緑
茶

(税込1166円)

148
芳緑 50ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

914円３００日

「ひととき」の微粉
末茶。お茶の栄養を
まるごと手軽にとる
事ができます。
<原材料>有機緑
茶

(税込987円)

8532
秋水 50ｇ

セーフティ・リ・ファーム88

460円３００日

夏の日差しをいっぱ
い あびた茶 葉を微
粉 末にした お 茶 で
す。ごくごく飲んで
もあきのこない味わ
いです。料理やお菓
子作りにもどうぞ。
<原材料>有機緑茶

(税込497円)

8549
葛レトルト
<プレーン>

100g

純正食品マルシマ

185円
常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を
加えた心温まる葛湯で
す。
<原材料>粗糖（種子島
産）、本葛（南九州産）、
有機生姜粉末（国内産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

(税込200円)

149
葛レトルト
<生姜>

100g

純正食品マルシマ

185円
常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を
加えた心温まる葛湯で
す。
<原材料>粗糖（種子島
産）、有機生姜粉末（国内
産）、本葛（南九州産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

(税込200円)

8556
葛レトルト
<小豆>

100g

純正食品マルシマ

194円
常温で1年

葛の根からとれる本葛に
蓮根の節、生姜、粗糖を加
えた心温まる葛湯です。
<原材料>粗糖（種子島
産）、本葛（南九州産）、小
豆（北海道産特別栽培）、
有機生姜粉末（国内産）、
節蓮根（山口県産）、食塩

(税込210円)

151
井筒ワイン
赤（甘口）

720ml

井筒ワイン

1245円  

赤としてはまれな、
甘味を残した口当
たりが特徴です。
< 原 材 料 > ぶどう

（ 長 野 県 産 コ ン
コード種）　<アル
コール度数>14％
未満

(税込1370円)

8587
井筒ワイン
白（辛口）

720ml

井筒ワイン

1245円  

果実の香りや味わ
いの特徴が明瞭に
伝わる、酸味を抑え
た辛口。
< 原 材 料 > ぶ どう

（長野県産ナイアガ
ラ種）　<アルコー
ル度数>14％未満

(税込1370円)

8563
毎日飲料 有機きな粉
<宇治抹茶>

70g

純正食品マルシマ

368円
常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉に
京都宇治産の香り高い有
機抹茶を加えた贅沢な一
品です。牛乳や豆乳に溶
かしてきな粉ドリンクや、
お菓子作りの材料にも。
<原材料>有機大豆（遺
伝子組み換えでない）、有
機抹茶、有機アガベシュ
ガー

(税込398円)

150
毎日飲料 有機きな粉
<ココア>

70g

純正食品マルシマ

368円
常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉に
ホッとする香りの有機ココ
アでリラックス。溶かして
きな粉ドリンクや、アイス・
ヨーグルトのトッピングに
も。
<原材料>有機大豆（遺伝
子組み換えでない）、有機
黒糖、有機ココアパウダー

(税込398円)

8570
毎日飲料 有機きな粉
<黒ごま>

70g

純正食品マルシマ

368円
常温で10ヶ月

味わい深い有機きな粉
に香ばしい黒ごまをブレ
ンドしました。牛乳など
に溶かしてきな粉ドリン
クに、ご飯やお餅・団子の
トッピングにも。
<原材料>有機大豆（遺
伝子組み換えでない）、
有機黒糖、有機黒ごま

(税込398円)

8617
天然炭酸水YOIYANA 500ml
6本

500ml×6

住宅企画

1111円
常温で1年（開封前） (税込1200円)

154
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)

8594
ガイヴォータ
500ｍｌ

500ml

アドバンス

180円  
(税込194円)

152
ガイヴォータ
500ｍｌ×24本

500ml×24本

アドバンス

4120円  
(税込4450円)

8600
ガイヴォータ
2L

2L

アドバンス

280円  
(税込302円)

北海道乙部町姫川水系の井戸水を濾
過殺菌充填した美味しいお水です。軟
水・中性で口当たりがまろやかであら
ゆる用途に合い「シリカ（ケイ素）」を
多く含んでいます。シリカはカルシウ
ムよりも骨密度に密接な関係がある
ことが報告されています。
<原材料>水（採水地：北海道）

153
ガイヴォータ
2L×6本

2L×6本

アドバンス

1580円  
(税込1706円)

8624
有機玄米プラス　
黒胡麻

40g

アリモト

200円
常温で180日

カラダにいいのはわかって
いるけど、なかなか続けら
ない玄米食。いつでも手軽
に食べられるようにお煎餅
にしました。ゴマをたっぷり
プラスしました。ゴマの香ば
しさをお楽しみください。
< 原 材 料 > 有 機 玄 米（ 国
産）、有機黒ゴマ、有機たま
り醤油（大豆を含む）

(税込216円)

8631
有機玄米プラス　
キヌア＆チアシード

40g

アリモト

200円
常温で180日

カラダにいいのはわかっているけ
ど、なかなか続けらない玄米食。
いつでも手軽に食べられるように
お煎餅にしました。栄養豊富なキ
ヌアとチアシードをプラスしまし
た。ぷちぷちした食感をお楽しみ
ください。
<原材料>有機玄米（国産）、有機
たまり醤油（大豆を含む）、有機黒
ゴマ、有機キヌア、有機チアシード

(税込216円)

8648
有機玄米プラス　
めかぶ

40g

アリモト

200円
常温で180日

カラダにいいのはわかってい
るけど、なかなか続けらない
玄米食。いつでも手軽に食べ
られるようにお煎餅にしまし
た。海が香るめかぶをプラス
しました。ふわっと香るめかぶ
の風味をお楽しみください。
<原材料>有機玄米（国産）、
有機黒胡麻、有機たまり醤油

（大豆を含む）、めかぶ

(税込216円)

155
きらず揚げ/天然塩 160g

ウイングフーズ

323円常温で3ヶ月

おからで作ったカリ
コリとかたい歯ごた
え が 楽 し い 揚 げ 菓
子。シンプルな塩味。
<原材料>小麦粉（国
産）、うの花（国産）、
粗糖、天然塩、膨張剤
(重曹)、なたね油

(税込349円)

8655
きらず揚げ/黒砂糖 160g

ウイングフーズ

323円常温で3ヶ月

おからで作ったカリコリ
とかたい歯ごたえが楽
しい揚げ菓子。コクの
ある甘みの黒砂糖味。
<原材料>小麦粉（国
産）、うの花（国産）、粗
糖、黒砂糖、天然塩、膨
張剤(重曹)、なたね油

(税込349円)

北海道・命水乙部のミネラルウォーター

栄養成分表示（100ml 当たり）…
エネルギー 0kcal・タンパク質 0g・脂質 0g・炭
水化物 0g・食塩相当量 0g・ナトリウム 2.0 ～ 
3.4mg・カルシウム1.0 ～ 1.3mg・マグネシウム 0.3 
～ 0.6mg・カリウム 0.3 ～0.7mg・硬度46mg/ℓ・
ph 値 7.3・シリカ（SiO2） 53mg/ℓ・ORP 値（採
水時）238mV・ゼータ電位 -12.3mV
※数値は季節により変動する事があります
※ORP 値は採水時のものであり変動します

Gaivota
（ガイヴォータ）

すうっとなめらか、スッキリ！　Gaivota
は、硬度46mg/ℓの軟水・中性のお
水です。口当たりがまろやかで飲み
心地はスッキリ！喉にすうっと飲みや
すいのでゴクゴク飲めます。

※お酒の販売は20歳以上に限らせていただきます。
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8662
きらず揚げ/黒ごま 160g

ウイングフーズ

323円常温で3ヶ月

おからで作ったカリコリと
かたい歯ごたえが楽しい
揚げ菓子。香ばしい黒ご
まがたっぷり。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 国
産）、うの花（国産）、粗
糖、黒ごま、天然塩、膨張
剤(重曹)、なたね油

(税込349円)

8679
よもぎ入あかちゃん
せんべい

2枚×15袋

ウイングフーズ

261円
常温で6ヵ月

よもぎが香る、ふんわ
りと柔らかいおせん
べい。
<原材料>うるち米

（ 国 産 ）、て ん さ い
糖、ヨモギ、塩

(税込282円)

156
えびせんべい 20g×2袋

ウイングフーズ

270円常温で4ヶ月

愛知県産のエビの
旨味と甘味を、自然
塩で引き立て焼き
上げました。
<原材料>馬鈴薯
で ん ぷ ん 、生えび
(愛知県産)、てんさ
い糖、塩

(税込292円)

8686
おとうふ屋さんの
おせんべい

50g

ウイングフーズ

280円
常温で4ヶ月

国産大豆100％のおから
使用。エビと昆布の風味
たっぷり。
< 原 材 料 > 馬 鈴 薯 で ん
ぷん、おから、生えび(愛
知県産)、醤油、てんさい
糖、塩、黒ごま、みりん、ご
ま油、昆布エキス

(税込302円)

8693
おとうふ屋さんの
かりんとう

80g

ウイングフーズ

220円
常温で4ヶ月

国産大豆100％のおか
ら使用。甘さ控えめで、
ソフトなかりんとう。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 国
産）、おから、てんさい
糖、なたね油、白ごま、水
飴、イースト、塩

(税込238円)

157
がんばクッキー・
ココアマーブル

90ｇ

がんばカンパニー

389円

やさしい甘味とオー
ガニックココアのほ
ろ 苦 さ が マッチ し
た、人気のクッキー。
<原材料>小麦粉(国
産)、バター、鶏卵、粗
製三温糖、三温糖、
オーガニックココア

(税込420円)

8709
がんばクッキー・
沖縄黒糖

90ｇ

がんばカンパニー

389円

黒糖独特の甘味と、
トッピングの黒糖カ
リッとした食感がク
セになります。
<原材料>小麦粉
(国産)、沖縄黒糖、
バター、鶏卵

158
がんばクッキー・
セサミスティック

90ｇ

がんばカンパニー

389円

ごまの風味が香ばし
い、甘いものが苦手な
人にもおすすめのス
ティック型のクッキー。
<原材料>小麦粉(国
産)、甜菜糖、バター、
鶏卵、有機白・黒ごま
(中国産)

(税込420円)

8716
がんばクッキー・
ウォールナッツレーズン

90ｇ

がんばカンパニー

389円

オーガニックくるみとレー
ズン のカントリー 風クッ
キーです。
<原材料>小麦粉(国産)、
バター、オーガニックくるみ

（アメリカ産）、古式原糖、
全粒粉、レーズン（アメリカ
産）、鶏卵、りんごジュース

(税込420円)

8723
がんばクッキー・
くるみ

90ｇ

がんばカンパニー

389円

大きなクルミを乗せ
たかわいいクッキー
です。
< 原 材 料 > 小 麦 粉
(国産)、バター、オー
ガニックくるみ（ア
メリカ産）、古式原
糖、鶏卵、ココア

159
がんばクッキー・
チョコチップ

90ｇ

がんばカンパニー

389円

オーガニックビター
チョコの食感が嬉
しいクッキー。
<原材料>小麦粉
(国産)、バター、古
式原糖、チョコチッ
プ、鶏卵

8730
ビスコッティ 80g

がんばカンパニー

389円常温で3ヶ月

カリカリと硬い食感
が 特 徴 のビスコッ
ティ。プレーンです。
< 原 材 料 > 小 麦 粉
(国産)、きび砂糖、
鶏卵、有機栽培ロー
ストアーモンド（イ
タリア産）、バター

(税込420円)

160
ベジビスケ
かぼちゃ

60g

げんきタウン

300円
常温で90日

野菜を食べる、やさしい甘みのベジビスケ。有機農家
さんから届いた国産有機かぼちゃを使用。
<原材料>小麦粉（国産）、有機かぼちゃ（国産）、粗
糖（鹿児島県）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、塩

(税込324円)

8747
ベジビスケ
さつまいも

60g

げんきタウン

300円
常温で90日

野菜を食べる、やさしい甘みのベジビスケ。有機農家
さんから届いた国産有機さつま芋を使用。
<原材料>小麦粉（国産）、有機さつまいも（国産）、粗
糖（鹿児島県）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、塩

(税込324円)

8754
ベジビスケ
にんじん

60g

げんきタウン

300円
常温で90日

野菜を食べる、やさしい甘みのベジビスケ。有機農家
さんから届いた国産有機にんじんを使用。
<原材料>小麦粉（国産）、有機にんじん（国産）、粗糖

（鹿児島県）、菜種油（遺伝子組み換えでない）、塩

(税込324円)

8761
オコメビスケ
ドライフルーツ

50g

げんきタウン

350円
常温で90日

有機ドライフルーツの濃厚な味わい
が広がるサクサクビスケット。グルテ
ンフリー、特定原材料27品目不使用。
（専用ラインで製造しています）
<原材料>さつま芋でん粉（鹿児島
県）、有機米（国産）、砂糖、有機ココ
ナッツパウダー、有機さつま芋（国
産）、菜種油（遺伝子組み換えでな
い）、有機レーズン、有機レモン果汁、
有機干しいちじく、食塩、重曹

(税込378円)

8778
オコメビスケ
ココナッツ

50g

げんきタウン

350円
常温で90日

有機ココナッツの甘い風味が広が
るサクサクビスケット。グルテンフ
リー、特定原材料27品目不使用。
（専用ラインで製造しています）
<原材料>さつま芋でん粉（鹿児島
県）、有機米（国産）、砂糖、有機ココ
ナッツパウダー、有機さつま芋（国
産）、菜種油（遺伝子組み換えでな
い）、有機レモン果汁、食塩、重曹

(税込378円)

8785
玄米・バー 10枚

げんきタウン

380円常温で90日

国産有機玄米を香ば
しく煎り、国産小麦に
加えて焼きました。
噛むほどに玄米のお
いしさが広がる素朴
なハードクッキー。
<原材料>小麦粉（国
産 ）、有 機 玄 米（ 国
産）、菜種油、砂糖、
食塩

(税込410円)

161
フルーツ・バー 10枚

げんきタウン

380円常温で90日

国産小麦の旨味に、海外
産有機レーズン・カレンズ
と国産有機レモンのピー
ル の 味 わ いが加 わった
ハードクッキー。
< 原 材 料 > 小 麦 粉（ 国
産）、有機レーズン、菜種
油、砂糖（北海道産てん
さい糖）、有機カレンツ、
有機レモン（国産）、食塩

(税込410円)

8792
ベジタスティック・
人参

10本

げんきタウン

330円
常温で90日

国 産 有 機 人 参をオーブンで
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
機にんじん（国産）、砂糖（鹿児
島県産洗双糖）、菜種油、食塩

(税込356円)

8808
洗濯用液体石けん 4L

八坂石鹸

2086円

全自動用、レモンの
香り。　容器はご返
却下さい。
< 成 分 >脂 肪 酸カ
リウム、純石けん分
（25％）、アルコ－
ル、炭酸塩　

(税込2295円)

8815
台所用固形石けん 280g

八坂石鹸

254円

豆腐の容器を代用して固めています。
<成分>純石けん分（85％）、炭酸塩　　

(税込279円)

8822
ユーカリプタス
エッセンシャルオイル

100ml

睦物産

5800円

除菌や消臭、アレル
ギー対策に。鼻づま
りの解消にも役立
ちます。

(税込6380円)

8839
ユーカリプタス
スプレー

300ml

睦物産

3900円

除菌や消臭、防虫、
防カビに。靴箱や押
し入れにシュっとひ
と吹き。
< 原 材 料 >ユーカ
リプ タ ス オ イ ル 、
LPG

(税込4290円)

8846
ユーカリプタス
石けん

100g

睦物産

1500円

天然素材100％の石けんに、ユーカリ
プタスオイルを配合しました。
<原材料>石けん素地、ユーカリ油

(税込1650円)

8853
へナ100％ 100g

ナイアード

1000円常温で1年

明るい赤みがかった茶色に染まります。
<原材料>ヘナ

(税込1100円)

8860
へナ＋10種のハーブ 100g

ナイアード

1200円常温で1年

茶褐色に染まります。
<原材料>ヘナ、アムラ、シカカイ、ベ
チベル、ジャタマシ、カッチャ、ブラハ
ミ、バヘダ、ハラダ、 バアリンラジ、 ラ
タンジット　

(税込1320円)

8877
へナ＋木藍 100g

ナイアード

1500円常温で1年

ダークブラウンに染まります。
<原材料>木藍（インド藍）、ヘナ、ア
ムラ、シカカイ、ベチベル、ジャタマ
シ、カッチャ、ブラハミ、バヘダ、ハラ
ダ、バアリンラジ、ラタンジット

白髪を落ち着いた色に染めたい方
や、仕事上、髪の色を明るくできな
い方、男性にもおすすめです。

髪にしなやかさを与え、艷やかでさ
らさらな髪に。髪の傷みが気になる
方にもおすすめです。白髪が赤茶
系に染まります。

自然素材の白髪染めに。トリートメン
トにもおすすめです。
ヘナのもつトリートメント効果で髪に
艶、ハリ、コシを与え、生え際ふんわ
りボリュームのある仕上がりに。
白髪が赤茶系に染まります。

(税込1650円)

常温で3ヶ月 (税込420円)

常温で3ヶ月 (税込420円)常温で3ヶ月 常温で3ヶ月常温で3ヶ月 常温で3ヶ月 (税込420円)
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植物オイルの力でみずみずしく
仕上がる、クリームファンデーション

透明な印象をUPする美容液には、
松の樹皮エキスやマキベリーを配合

ふわふわクリームで、
保湿＆くすみ（紫外線・乾燥による）ケア

パウダーファンデーション

モチモチの肌に洗い上がる、クリームタイプの
メイク落とし。

透明な印象へ導く琥珀色の美容液。
自社農園のローマンカモミールとホワイトローズ
マリー、ラジアータ松の樹皮エキス、マキベリー、
マヌカハニーを配合。瑞々しく爽やかな甘夏の香り
です。

化粧下地にもなる保湿クリームのオレンジ色は、ヘマ
トコッカスという赤い藻から抽出したアスタキサンチ
ン。年齢肌の印象をUPします。内側ふっくら、表面サ
ラサラに仕上がります。瑞々しい甘夏の香り。

肌への優しさを本気で追求した
パウダーファンデ。

乾かない、テカらない。朝のメイクを
夜までキープするルースパウダー
肌を1トーン明るくし（メイクアップによる効果）、化粧崩れを
防ぐプレストパウダー。ホホバ油・ココナッツ油・アロエベラを
配合しているので、時間が経っても乾きにくい。皮脂を吸着し
てテカリを防ぐ天然クレイを配合し、朝のメイクを夜までキー
プします。

レフィル

専用コンパクトケース（パフ付）

スキンドレスパウダー

アドバンスドクリアリバースセラム
アスタラディエンスクリーム

10g

30mL
トライアルサイズ
3mL

30g

トライアルサイズ5g

M1（ベリーライトオークル）
明るい肌色

M4（ナチュラルオークル）
標準～健康的な肌色

専用コンパクトケース（パフ付）※はじめてご購入の方は、
　専用コンパクトケースもご購入ください。 ※はじめてご購入の方は、専用コンパクトケースもご購入ください。

レフィル 10g

SPF13+ PA+/SPF10 PA+ （Ｏ3ノンチタンライトのみ）
レフィル 11g

P0（ベリーライトピンク）
ピンク系（明るめ）
O0（ベリーライトオークル）
オークル系（明るめ）

専用コンパクト（パフ付）

O1（ライトオークル）
オークル系（標準色）

酸化チタン不使用
O3（ノンチタンライト）

オークル系（標準色）

150g

トライアルサイズ30g

ローズアミュレットルージュ

口　紅

合成着色料、コチニールも不使用！

年齢や身体の不調が現れやすい唇。スキンケア感覚で使えるノ
ンチタン処方の優しい口紅なら、お休みの日やしっかりメイクを
したくない日にも、さっとつけるだけで華やいだ印象に。

オーガニックの白樺樹液を非加熱の
まま薄めず化粧水にしました。

レフィル120mL
＆空ボトルセット

レフィル120mL

トライアルサイズ15mL

ホワイトバーチモイストウォーター

7283

8938

7313
7337

7344

7351
7320

8112

8952
7399

7405

8945

8976 8983

72697252

7276

7306

8969

7290
ツバキ種子油、ヒマシ油、キャンデリラロウ、アンズ核油、ミツロウ、ホホバ種子油、スクワラン、ヤシ油、
アルガニアスピノサ核油、アロエベラ葉エキス、ハイブリッドローズ花、トコトリエノール、トコフェ
ロール、バーム油、ダイズ油、カニナバラ果実油、パルマローザ油、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウ
ジュ油、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、マイカ、酸化亜鉛、酸化鉄

ナチュラルレッド 2g

下記商品はスポット予約品です。お届け日は5/4～5/7になります。 【デザイン・容器は予告なく変更することがあります】

ナツミカン果皮水、グリセリン、エタノール、水、ラジアータマツ樹皮エキス、ハチミツ、カニナバラ果実エキス、ラベン
ダー花エキス、ビルベリー葉エキス、セイヨウサンザシ果実エキス、チャ葉エキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレ
花エキス、アリストテリアチレンシス果実エキス、セラミドＮＰ、ヒアルロン酸Ｎａ、シロキクラゲ多糖体、ヘマトコッカ
スプルビアリスエキス、ビサボロール、サリックスニグラ樹皮エキス、グレープフルーツ種子エキス、ナツミカン果皮油

オーガニックのミツロウと植物だけで作った
肌にも使えるヘアワックス
スタイリングした髪が肌に触れても安心な、スキンバームのような
ヘアワックス。目元や口元の保湿にも。ギフトにもおすすめ。

ツヤとまとまりを出すスタイルに。ダマスクローズの香り。

束感やボリュームを出したアレンジに。柚子の香り。

ベジガーデンヘアワックス
ナチュラル

ホールド

30g

ベジガーデンリアルソープシャンプー　
ラベンダー＆ゼラニウム 250ml

水、グリセリン、アボカド油、ラウリン酸、水酸化K、ツバキ種子油、クエン
酸、ブロッコリー種子油、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、トコフェ
ロール、ヒマワリ種子油※
※トコフェロール（天然ビタミンＥ）に含まれる成分

シャンプー コンディショナー

7467
7474

7498

経皮吸収率は3.5倍、頭皮の健康が髪の運命を決めるから天然由来成分100％、洗浄成分にこだわった

各50ml
ベジガーデングモイストコンディショナー
オレンジ＆ラベンダー 250ml

水、アロエベラ液汁、セタノール、グリセリン、プロパンジオール、ヒマシ油、キサンタンガム、アボカ
ド油、ツバキ種子油、ブロッコリー種子油、ダイコン種子油、オリーブ果実油、マテチャ葉エキス、レウ
コノストック／ダイコン根発酵液、サリックスニグラ樹皮エキス、腐植土抽出物、クエン酸、マルトデ
キストリン※１、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウジュ油、ラベンダー油、オレンジ油、ヒマワリ
種子油※２、ローズマリー葉エキス※２
※１マテチャ葉エキスに含まれる成分※２ダイコン種子油に含まれる微量なキャリーオーバー成分

ベジガーデングロッシーヘアオイル
オレンジ＆ラベンダー 30ml

トライアルセット

7481

7504

7511

ベジガーデンリアルソープシャンプー　

★ベジガーデンモイストコンディショナーと
　セットでお使いください。

★ベジガーデンリアルソープシャンプーと
　セットでお使いください。

ナチュラル

ホールド

オールライトサンスクリーンクリーム
SPF18 PA+ 40g
7412 40ｇ

日焼け止め・下地

<全成分>水、酸化セリウム、プロパンジオール、オリーブ果実油、パルミチ
ン酸、ホホバ種子油、クロヨナ種子油、グリセリン、ステアリン酸、ヤシ油、エ
タノール、キサンタンガム、シア脂、コルクガシ樹皮エキス、オーク根エキ
ス、ヒアルロン酸Na、アルギン酸Na、ローマカミツレ花エキス、ローズマ
リーエキス、セラミドNP、レウコノストック／ダイコン根発酵液、グレープ
フルーツ種子エキス、レシチン、水酸化K、トコフェロール、ヒマワリ種子油
※、ナツミカン果皮油、ローズマリー葉油　※トコフェロール（天然ビタミ
ンE）に含まれる成分

※1 第三者機関実施試験結果による

あらゆる光※1に負けない、
やさしさで守る
100％天然成分由来の
オーガニックサンスクリーン

お肌が敏感な方や使用感が気になる方は、トライアルサイズからお試しくださいませ。※約5日ほどご使用いただけます。

リップクリーム

ツバキ種子油、ホホバ種子油、ブロッコリー種子油、アボカド油、ダイコン種子油、オレンジ油、ラベンダー油、ニオイテン
ジクアオイ油、ニュウコウジュ油、トコフェロール、ヒマワリ種子油※１、ローズマリー葉エキス※２
※１トコフェロール（天然ビタミンＥ）に含まれる成分、ダイコン種子油に含まれる微量なキャリーオーバー成分
※２ダイコン種子油に含まれる微量のキャリーオーバー成分

ヘアオイル＆スキャルプケア用オイル

全成分＜フルーツエナジーリップク
リーム アマナツ＞アンズ核油、ミツ
ロウ、シア脂、ヒマシ油、ホホバ種子
油、ナツミカン果皮油、ヨーロッパキ
イチゴ種子油、クロヨナ種子油、ヘマ
トコッカスプルビアリス油、ラベン
ダー油、 トコトリエノール、トコフェ
ロール、パーム油※ ※トコトリエ
ノール、トコフェロール（天然ビタミ
ン E）に含まれる成分
＜フルーツエナジーリップクリーム 
プルーン＞プルーン種子油、ミツロ
ウ、シア脂、スクワラン、ホホバ種子
油、ヨーロッパキイチゴ種子油、クロ
ヨナ種子油、ムラサキ根エキス、トコ
トリエノール、トコフェロール、パー
ム油※ ※トコトリエノール、トコ
フェロール（天然ビタミン E）に含ま
れる成分

日差しから守る力を、さらに強化。
「保湿」と「エイジング」を叶える、美容リップクリーム。

フルーツエナジーリップクリーム
7429 アマナツ 7436 プルーン

①口に触れるため、天然由来成分の配合に
こだわりました。

②年齢が現れやすい唇にエイジングケア
に有用な植物「アスタキサンチン」や「紫
根」などを配合。

③強い紫外線や乾燥など過酷な環境で
育った、植物を厳選して複数配合。相乗
効果で日差しから唇を守り、潤いを長時
間キープします。

④色はほとんど発色しないため、男性にも
おすすめ。潤いイキイキした唇に仕上げ
ます。

ホホバ油・オリーブ油・ヤシ油という酸化し
にくい3種類のオイルをベースに、肌へ潤い
を与えるアロエベラ、年齢肌に力を発揮する
トコトリエノール（8種類の天然ビタミンE）
を配合しました。

アメージングオーガニックファンデーション
クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++

アメージングオーガニックファンデーション

サラサラ肌に仕上がる、素肌感覚の軽い

【全成分】ホホバ種子油、ツバキ種子油、スクワラン、シリ
カ、キャンデリラロウ、ミツロウ、酸化亜鉛、ヤシ油、アル
ガニアスピノサ核油、ダマスクバラ花エキス、アロエベ
ラ葉エキス、トコトリエノール、トコフェロール、ヒマワ
リ種子油※1、パーム油※2、ラベンダー油、ニオイテンジ
クアオイ油、ステアリン酸、ステアリン酸 Mg、マイカ、酸
化チタン、酸化鉄 ※1 トコフェロール（天然ビタミン E）
に含まれる成分 ※2 トコトリエノール（天然ビタミン
E）に含まれる成分

【全成分】マイカ、ホホバ種子油、ブッソウゲ花エキ
ス、アロエベラ葉エキス、ヤシ油、トコフェロール、
ヒマワリ種子油※1、デキストリン※2、ステアリ
ン酸 Mg、シリカ、酸化鉄※1 トコフェロール（天
然ビタミン E）に含まれる成分 ※2 ブッソウゲ花
エキスに含まれる成分

ダマスクローズ チーク【クリーミー】
SPF40 PA++++

CC1
ブルームピンク 3,300円

（税込3,630円）
2,500円

（税込2,750円）

2,500円
（税込2,750円）

1,100円
（税込1,210円）

3,300円
（税込3,630円）

8884

CC2
リビングコーラル8891

透明感を引き出す、可憐なライ
トピンク。愛らしい印象に仕上
がります。

リラックスアロマ
クレンジングクリーム ラベンダー

※ローズエナジークリーム、長期欠品となります。

「合成界面活性剤」不使用。
ラベンダーが香るクレンジング

ハイビスカス チーク【パウダリー】

PC1
ノーブルピンク

専用コンパクトケース
※ブラシ付き

8921

8907

PC2
ピュアアプリコット8914

大人の雰囲気をもたらすナ
チュラルカラー。気品のある表
情に仕上げます。

可憐な中に上品さを秘めたピ
ンクカラー。表情を華やかに彩
ります。

ふんわり自然に色づく鮮やかな発色とツヤを与える

自然な発色で使いやすい血色
カラー。明るくヘルシーな印象に
仕上がります。

ビタミンCを含む甘夏の恵みで、
白く透明な印象へ導く化粧水
くすみ（紫外線・乾燥による）を晴らし、透明な印象へ
導く化粧水。

アマナツトーンアップウォーター
レフィル120mL
＆空ボトルセット
レフィル120mL
トライアルサイズ
15mL7382

7375

7368

※専用ボトルにレフィルをセットしてご使用頂く商品です。
はじめてご購入の方は、レフィルとボトルセットをご購入ください。

白樺樹液のパワーで、
肌をみずみずしく潤してハリUP

国産オーガニックダマスクローズを使用

クリームチークだから叶う、ツヤと輝き
※1 日焼けによる

SPF40PA++++。シミ※1ができやすい頬を守る

宮古島産オーガニックハイビスカスを使用

ふわっと色づき、つけたての美しさをキープ
※2 酸化チタン、酸化亜鉛不使用

肌への負担をとことんカット※2したやさしい処方

※6月～9月冷蔵品

4,600円（税込5,060円）

4,000円（税込4,400円）

4,000円（税込4,400円）

3,200円（税込3,520円）

730円
（税込803円）

650円（税込715円）

4,400円（税込4,840円）

6,300円（税込6,930円）

5,000円（税込5,500円）

930円（税込1,023円）

4,400円（税込4,840円）

3,600円（税込3,960円）

810円（税込891円）1,200円（税込1,320円）

1,100円（税込1,210円）

3,200円（税込3,520円）

1,100円（税込1,210円）

1,000円（税込1,100円）

3,000円
（税込3,300円）

3,800円
（税込4,180円）

1,300円（税込1,430円）1,300円（税込1,430円）

3,600円
（税込3,960円）

3,000円（税込3,300円）

3,100円（税込3,410円）

3,000円（税込3,300円）

1,490円（税込1,639円）

2,000円
（税込2,200円）

【 デ ザ イ ン ・ 容 器 は 予 告 な く 変 更 す る こ と が あ り ま す 】

エイジングケア（年齢に応じたお手入れ）が叶う！アムリターラベストセラーアイテムで美しい素肌へ！

メーカー終売のため、ご案内を終了致し
ます、ご迷惑をお掛け致しますが、宜しく
お願い致します。

「いらないものはいれない」、国産オーガニックコスメ

ビューティーエイジ
トリートメントオイル

24粒7443

大人肌のエイジングケア  に ※

※年齢に応じたお手入れに

スペシャルケア

全成分：ルリジサ種子油、ホホバ油、ローズヒップ油、アボカド油、ザ
クロ種子油、ダマスクバラ花油、ローマカミツレ花油、ニュウコウ
ジュ油、パルマローザ油、ヘリクリスムアングスチホリウム花油、ト
コフェロール

フルーツエナジー
リップクリーム4つの特徴

美しく咲き誇る国産オーガニックフラワーを
贅沢に使用。スキンケア発想のオガニックチークです。
国産・農薬不使用のダマスクローズ※1とハイビスカス※2を使用。
サスティナブルな唯一無二のチーク ※1 ダマスクバラ花エキス　※2 ブッソウゲ花エキス



下記の商品はスポット予約品です。お届けは5/4～5/7になります

31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　044 号

植物オイルの力でみずみずしく
仕上がる、クリームファンデーション

透明な印象をUPする美容液には、
松の樹皮エキスやマキベリーを配合

ふわふわクリームで、
保湿＆くすみ（紫外線・乾燥による）ケア

パウダーファンデーション

モチモチの肌に洗い上がる、クリームタイプの
メイク落とし。

透明な印象へ導く琥珀色の美容液。
自社農園のローマンカモミールとホワイトローズ
マリー、ラジアータ松の樹皮エキス、マキベリー、
マヌカハニーを配合。瑞々しく爽やかな甘夏の香り
です。

化粧下地にもなる保湿クリームのオレンジ色は、ヘマ
トコッカスという赤い藻から抽出したアスタキサンチ
ン。年齢肌の印象をUPします。内側ふっくら、表面サ
ラサラに仕上がります。瑞々しい甘夏の香り。

肌への優しさを本気で追求した
パウダーファンデ。

乾かない、テカらない。朝のメイクを
夜までキープするルースパウダー
肌を1トーン明るくし（メイクアップによる効果）、化粧崩れを
防ぐプレストパウダー。ホホバ油・ココナッツ油・アロエベラを
配合しているので、時間が経っても乾きにくい。皮脂を吸着し
てテカリを防ぐ天然クレイを配合し、朝のメイクを夜までキー
プします。

レフィル

専用コンパクトケース（パフ付）

スキンドレスパウダー

アドバンスドクリアリバースセラム
アスタラディエンスクリーム

10g

30mL
トライアルサイズ
3mL

30g

トライアルサイズ5g

M1（ベリーライトオークル）
明るい肌色

M4（ナチュラルオークル）
標準～健康的な肌色

専用コンパクトケース（パフ付）※はじめてご購入の方は、
　専用コンパクトケースもご購入ください。 ※はじめてご購入の方は、専用コンパクトケースもご購入ください。

レフィル 10g

SPF13+ PA+/SPF10 PA+ （Ｏ3ノンチタンライトのみ）
レフィル 11g

P0（ベリーライトピンク）
ピンク系（明るめ）
O0（ベリーライトオークル）
オークル系（明るめ）

専用コンパクト（パフ付）

O1（ライトオークル）
オークル系（標準色）

酸化チタン不使用
O3（ノンチタンライト）

オークル系（標準色）

150g

トライアルサイズ30g

ローズアミュレットルージュ

口　紅

合成着色料、コチニールも不使用！

年齢や身体の不調が現れやすい唇。スキンケア感覚で使えるノ
ンチタン処方の優しい口紅なら、お休みの日やしっかりメイクを
したくない日にも、さっとつけるだけで華やいだ印象に。

オーガニックの白樺樹液を非加熱の
まま薄めず化粧水にしました。

レフィル120mL
＆空ボトルセット

レフィル120mL

トライアルサイズ15mL

ホワイトバーチモイストウォーター

7283

8938

7313
7337

7344

7351
7320

8112

8952
7399

7405

8945

8976 8983

72697252

7276

7306

8969

7290
ツバキ種子油、ヒマシ油、キャンデリラロウ、アンズ核油、ミツロウ、ホホバ種子油、スクワラン、ヤシ油、
アルガニアスピノサ核油、アロエベラ葉エキス、ハイブリッドローズ花、トコトリエノール、トコフェ
ロール、バーム油、ダイズ油、カニナバラ果実油、パルマローザ油、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウ
ジュ油、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、マイカ、酸化亜鉛、酸化鉄

ナチュラルレッド 2g

下記商品はスポット予約品です。お届け日は5/4～5/7になります。 【デザイン・容器は予告なく変更することがあります】

ナツミカン果皮水、グリセリン、エタノール、水、ラジアータマツ樹皮エキス、ハチミツ、カニナバラ果実エキス、ラベン
ダー花エキス、ビルベリー葉エキス、セイヨウサンザシ果実エキス、チャ葉エキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレ
花エキス、アリストテリアチレンシス果実エキス、セラミドＮＰ、ヒアルロン酸Ｎａ、シロキクラゲ多糖体、ヘマトコッカ
スプルビアリスエキス、ビサボロール、サリックスニグラ樹皮エキス、グレープフルーツ種子エキス、ナツミカン果皮油

オーガニックのミツロウと植物だけで作った
肌にも使えるヘアワックス
スタイリングした髪が肌に触れても安心な、スキンバームのような
ヘアワックス。目元や口元の保湿にも。ギフトにもおすすめ。

ツヤとまとまりを出すスタイルに。ダマスクローズの香り。

束感やボリュームを出したアレンジに。柚子の香り。

ベジガーデンヘアワックス
ナチュラル

ホールド

30g

ベジガーデンリアルソープシャンプー　
ラベンダー＆ゼラニウム 250ml

水、グリセリン、アボカド油、ラウリン酸、水酸化K、ツバキ種子油、クエン
酸、ブロッコリー種子油、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、トコフェ
ロール、ヒマワリ種子油※
※トコフェロール（天然ビタミンＥ）に含まれる成分

シャンプー コンディショナー

7467
7474

7498

経皮吸収率は3.5倍、頭皮の健康が髪の運命を決めるから天然由来成分100％、洗浄成分にこだわった

各50ml
ベジガーデングモイストコンディショナー
オレンジ＆ラベンダー 250ml

水、アロエベラ液汁、セタノール、グリセリン、プロパンジオール、ヒマシ油、キサンタンガム、アボカ
ド油、ツバキ種子油、ブロッコリー種子油、ダイコン種子油、オリーブ果実油、マテチャ葉エキス、レウ
コノストック／ダイコン根発酵液、サリックスニグラ樹皮エキス、腐植土抽出物、クエン酸、マルトデ
キストリン※１、ニオイテンジクアオイ油、ニュウコウジュ油、ラベンダー油、オレンジ油、ヒマワリ
種子油※２、ローズマリー葉エキス※２
※１マテチャ葉エキスに含まれる成分※２ダイコン種子油に含まれる微量なキャリーオーバー成分

ベジガーデングロッシーヘアオイル
オレンジ＆ラベンダー 30ml

トライアルセット

7481

7504

7511

ベジガーデンリアルソープシャンプー　

★ベジガーデンモイストコンディショナーと
　セットでお使いください。

★ベジガーデンリアルソープシャンプーと
　セットでお使いください。

ナチュラル

ホールド

オールライトサンスクリーンクリーム
SPF18 PA+ 40g
7412 40ｇ

日焼け止め・下地

<全成分>水、酸化セリウム、プロパンジオール、オリーブ果実油、パルミチ
ン酸、ホホバ種子油、クロヨナ種子油、グリセリン、ステアリン酸、ヤシ油、エ
タノール、キサンタンガム、シア脂、コルクガシ樹皮エキス、オーク根エキ
ス、ヒアルロン酸Na、アルギン酸Na、ローマカミツレ花エキス、ローズマ
リーエキス、セラミドNP、レウコノストック／ダイコン根発酵液、グレープ
フルーツ種子エキス、レシチン、水酸化K、トコフェロール、ヒマワリ種子油
※、ナツミカン果皮油、ローズマリー葉油　※トコフェロール（天然ビタミ
ンE）に含まれる成分

※1 第三者機関実施試験結果による

あらゆる光※1に負けない、
やさしさで守る
100％天然成分由来の
オーガニックサンスクリーン

お肌が敏感な方や使用感が気になる方は、トライアルサイズからお試しくださいませ。※約5日ほどご使用いただけます。

リップクリーム

ツバキ種子油、ホホバ種子油、ブロッコリー種子油、アボカド油、ダイコン種子油、オレンジ油、ラベンダー油、ニオイテン
ジクアオイ油、ニュウコウジュ油、トコフェロール、ヒマワリ種子油※１、ローズマリー葉エキス※２
※１トコフェロール（天然ビタミンＥ）に含まれる成分、ダイコン種子油に含まれる微量なキャリーオーバー成分
※２ダイコン種子油に含まれる微量のキャリーオーバー成分

ヘアオイル＆スキャルプケア用オイル

全成分＜フルーツエナジーリップク
リーム アマナツ＞アンズ核油、ミツ
ロウ、シア脂、ヒマシ油、ホホバ種子
油、ナツミカン果皮油、ヨーロッパキ
イチゴ種子油、クロヨナ種子油、ヘマ
トコッカスプルビアリス油、ラベン
ダー油、 トコトリエノール、トコフェ
ロール、パーム油※ ※トコトリエ
ノール、トコフェロール（天然ビタミ
ン E）に含まれる成分
＜フルーツエナジーリップクリーム 
プルーン＞プルーン種子油、ミツロ
ウ、シア脂、スクワラン、ホホバ種子
油、ヨーロッパキイチゴ種子油、クロ
ヨナ種子油、ムラサキ根エキス、トコ
トリエノール、トコフェロール、パー
ム油※ ※トコトリエノール、トコ
フェロール（天然ビタミン E）に含ま
れる成分

日差しから守る力を、さらに強化。
「保湿」と「エイジング」を叶える、美容リップクリーム。

フルーツエナジーリップクリーム
7429 アマナツ 7436 プルーン

①口に触れるため、天然由来成分の配合に
こだわりました。

②年齢が現れやすい唇にエイジングケア
に有用な植物「アスタキサンチン」や「紫
根」などを配合。

③強い紫外線や乾燥など過酷な環境で
育った、植物を厳選して複数配合。相乗
効果で日差しから唇を守り、潤いを長時
間キープします。

④色はほとんど発色しないため、男性にも
おすすめ。潤いイキイキした唇に仕上げ
ます。

ホホバ油・オリーブ油・ヤシ油という酸化し
にくい3種類のオイルをベースに、肌へ潤い
を与えるアロエベラ、年齢肌に力を発揮する
トコトリエノール（8種類の天然ビタミンE）
を配合しました。

アメージングオーガニックファンデーション
クリーミーモイスチャー SPF50+ PA++++

アメージングオーガニックファンデーション

サラサラ肌に仕上がる、素肌感覚の軽い

【全成分】ホホバ種子油、ツバキ種子油、スクワラン、シリ
カ、キャンデリラロウ、ミツロウ、酸化亜鉛、ヤシ油、アル
ガニアスピノサ核油、ダマスクバラ花エキス、アロエベ
ラ葉エキス、トコトリエノール、トコフェロール、ヒマワ
リ種子油※1、パーム油※2、ラベンダー油、ニオイテンジ
クアオイ油、ステアリン酸、ステアリン酸 Mg、マイカ、酸
化チタン、酸化鉄 ※1 トコフェロール（天然ビタミン E）
に含まれる成分 ※2 トコトリエノール（天然ビタミン
E）に含まれる成分

【全成分】マイカ、ホホバ種子油、ブッソウゲ花エキ
ス、アロエベラ葉エキス、ヤシ油、トコフェロール、
ヒマワリ種子油※1、デキストリン※2、ステアリ
ン酸 Mg、シリカ、酸化鉄※1 トコフェロール（天
然ビタミン E）に含まれる成分 ※2 ブッソウゲ花
エキスに含まれる成分

ダマスクローズ チーク【クリーミー】
SPF40 PA++++

CC1
ブルームピンク 3,300円

（税込3,630円）
2,500円

（税込2,750円）

2,500円
（税込2,750円）

1,100円
（税込1,210円）

3,300円
（税込3,630円）

8884

CC2
リビングコーラル8891

透明感を引き出す、可憐なライ
トピンク。愛らしい印象に仕上
がります。

リラックスアロマ
クレンジングクリーム ラベンダー

※ローズエナジークリーム、長期欠品となります。

「合成界面活性剤」不使用。
ラベンダーが香るクレンジング

ハイビスカス チーク【パウダリー】

PC1
ノーブルピンク

専用コンパクトケース
※ブラシ付き

8921

8907

PC2
ピュアアプリコット8914

大人の雰囲気をもたらすナ
チュラルカラー。気品のある表
情に仕上げます。

可憐な中に上品さを秘めたピ
ンクカラー。表情を華やかに彩
ります。

ふんわり自然に色づく鮮やかな発色とツヤを与える

自然な発色で使いやすい血色
カラー。明るくヘルシーな印象に
仕上がります。

ビタミンCを含む甘夏の恵みで、
白く透明な印象へ導く化粧水
くすみ（紫外線・乾燥による）を晴らし、透明な印象へ
導く化粧水。

アマナツトーンアップウォーター
レフィル120mL
＆空ボトルセット
レフィル120mL
トライアルサイズ
15mL7382

7375

7368

※専用ボトルにレフィルをセットしてご使用頂く商品です。
はじめてご購入の方は、レフィルとボトルセットをご購入ください。

白樺樹液のパワーで、
肌をみずみずしく潤してハリUP

国産オーガニックダマスクローズを使用

クリームチークだから叶う、ツヤと輝き
※1 日焼けによる

SPF40PA++++。シミ※1ができやすい頬を守る

宮古島産オーガニックハイビスカスを使用

ふわっと色づき、つけたての美しさをキープ
※2 酸化チタン、酸化亜鉛不使用

肌への負担をとことんカット※2したやさしい処方

※6月～9月冷蔵品

4,600円（税込5,060円）

4,000円（税込4,400円）

4,000円（税込4,400円）

3,200円（税込3,520円）

730円
（税込803円）

650円（税込715円）

4,400円（税込4,840円）

6,300円（税込6,930円）

5,000円（税込5,500円）

930円（税込1,023円）

4,400円（税込4,840円）

3,600円（税込3,960円）

810円（税込891円）1,200円（税込1,320円）

1,100円（税込1,210円）

3,200円（税込3,520円）

1,100円（税込1,210円）

1,000円（税込1,100円）

3,000円
（税込3,300円）

3,800円
（税込4,180円）

1,300円（税込1,430円）1,300円（税込1,430円）

3,600円
（税込3,960円）

3,000円（税込3,300円）

3,100円（税込3,410円）

3,000円（税込3,300円）

1,490円（税込1,639円）

2,000円
（税込2,200円）

【 デ ザ イ ン ・ 容 器 は 予 告 な く 変 更 す る こ と が あ り ま す 】

エイジングケア（年齢に応じたお手入れ）が叶う！アムリターラベストセラーアイテムで美しい素肌へ！

メーカー終売のため、ご案内を終了致し
ます、ご迷惑をお掛け致しますが、宜しく
お願い致します。

「いらないものはいれない」、国産オーガニックコスメ

ビューティーエイジ
トリートメントオイル

24粒7443

大人肌のエイジングケア  に ※

※年齢に応じたお手入れに

スペシャルケア

全成分：ルリジサ種子油、ホホバ油、ローズヒップ油、アボカド油、ザ
クロ種子油、ダマスクバラ花油、ローマカミツレ花油、ニュウコウ
ジュ油、パルマローザ油、ヘリクリスムアングスチホリウム花油、ト
コフェロール

フルーツエナジー
リップクリーム4つの特徴

美しく咲き誇る国産オーガニックフラワーを
贅沢に使用。スキンケア発想のオガニックチークです。
国産・農薬不使用のダマスクローズ※1とハイビスカス※2を使用。
サスティナブルな唯一無二のチーク ※1 ダマスクバラ花エキス　※2 ブッソウゲ花エキス
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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）

7535
ＶＡＮＡＧＡ
バニラ

120ml

木次乳業

320円
冷凍で3ヶ月

たっぷり有精卵黄を使用したなめらか
なアイスクリーム。天然バニラ香料を
使用し、お口に広がる豊かな香りをお
楽しみ頂けます。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮
乳、ビートグラニュー糖、有精卵黄、天
然バニラ香料

(税込346円)

164
ＶＡＮＡＧＡ
ビターチョコ

120ml

木次乳業

320円
冷凍で3ヶ月

カカオの香りがお口いっぱいに広が
る、甘さを抑えた大人の風味のプレミ
アムアイスクリーム。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮
乳、ビートグラニュー糖、ココア、有精
卵黄、香料

徳島県指定無形文化財の長尾織布による「阿波しじら織」と「藍染め」をエンバ
ランス繊維に合わせた高級日傘です。藍染めは天然のUVカット染料です。持ち
手部分、石突きに天然の桜の木を採用し、同じ形の物が無い世界で1本の日傘
です。スライド式ハンドルを採用し、使用時は持ち手を伸ばせます。
UVカット率：91.6%

手元（持ち手部分）、石突き（傘を平げた状態で一番頂点の部分）に天然木
の桜の木を採用しており同じ形の物が他に無い為世界で１本の傘です。
また使い込んでいく うちに、それぞれの味が出てきます

(税込346円)

7542
ＶＡＮＡＧＡ
抹茶小豆

120ml

木次乳業

320円
冷凍で3ヶ月

少し渋めの香り豊かな抹茶と、たっぷ
り散りばめられた国産あずき「大納
言」の甘さがお楽しみ頂けます。
<原材料>生クリーム、生乳、脱脂濃縮
乳、ビートグラニュー糖、あずき甘納豆
(国産)、有精卵黄、抹茶

(税込346円)

7559
ＶＡＮＡＧＡ
イチゴ

120ml

木次乳業

320円
冷凍で3ヶ月

なめらかなクリームとみずみずしい果
肉をいっぱい残した新鮮いちごのプレ
ミアムアイスクリーム。
<原材料>生クリーム、脱脂濃縮乳、生
乳、ビートグラニュー糖、イチゴ果肉・
果汁(国産)、有精卵黄

(税込346円)

165
ＶＡＮＡＧＡ
ブルーベリー

120ml

木次乳業

320円
冷凍で3ヶ月

濃厚でなめらかな口当たりのクリーム
に溶け合う新鮮なブルーベリーの香り
と果肉のやさしい舌ざわりが特徴。
<原材料>生クリーム、脱脂濃縮乳、
ビートグラニュー糖、生乳、ブルーベ
リー果肉・果汁、有精卵黄

(税込346円)

7603
エンバランス 
藍 日傘ショートパラソル

サイズ：約47cm

ウィルマックス

18000円
  

(税込19800円)

162
あんこ屋さんの
有機水ようかん・こし

自然の恵みをふんだんに詰め込んだ
オーガニックの水ようかんです。
あんこ屋がお届けする水菓子を
ご堪能ください♪

100g

遠藤製餡

150円常温で180日

ツルっとした舌触りの、上品なこし餡
の水ようかん。
<原材料>有機砂糖、有機小豆、寒天、
葛、食塩

NEW

(税込162円)

7528
あんこ屋さんの
有機水ようかん・小倉

100g

遠藤製餡

150円常温で180日

小豆の食感を残した小倉あんの水よ
うかん。
<原材料>有機砂糖、有機小豆、寒天、
葛、食塩

NEW

(税込162円)

163
あんこ屋さんの
有機水ようかん・抹茶

100g

遠藤製餡

150円常温で180日

上品な抹茶の香りが広がる、大人のあ
じわいの水ようかん。
<原材料>有機砂糖、有機いんげん
豆、有機抹茶、寒天、葛、食塩

NEW

(税込162円)
なめらかなこしあんの口どけと瑞々
しさ、小豆の豊かな風味が味わえ
る一品です。甘すぎず、すっきりとし
たお味に仕上がっています。

つぶ感たっぷりで小豆自体の豊か
な風味が味わえる一品です。
甘すぎず、すっきりとしたお味に仕
上がっています。

なめらかなこしあんの口どけと瑞々
しさ、豊かなお抹茶の風味が広が
る一品です。甘すぎず、すっきりとし
たお味に仕上がっています。

ランス繊維に合わせた高級日傘です。藍染めは天然のUVカット染料です。持ち
手部分、石突きに天然の桜の木を採用し、同じ形の物が無い世界で1本の日傘

エンバランス 高級　藍 日傘 日本製 サイズ：ショートパラソル47ｃｍ

ショートパラソルはスラ
イド式ハンドルなので、
使用時に持ち手を伸ば
すことができます。


