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9997
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)

8051
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)

149
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)

8068
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)

150
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)

8037
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)

8044
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)

151
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)

8075
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)

8082
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)

8099
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)

8105
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)

8112
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)

9935
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

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

(税込626円)

146
カレーの壺
オリジナル

220g(約22皿分)

第3世界ショップ

580円
25ヶ月

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

9942
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

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

(税込626円)

147
カレーの壺　ひよこ豆カレー　辛さ控えめ 180g

第3世界ショップ

390円24ヶ月

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

(税込421円)

9959
カレーの壺　チキンカレー　辛口 180g

第3世界ショップ

390円24ヶ月

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）

(税込421円)

148
カレーの壺　ポークカレー　中辛 180g

第3世界ショップ

390円24ヶ月

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）

(税込421円)

9966
カレーの壺　キーマカレー　辛口 180g

第3世界ショップ

390円24ヶ月

鶏ひき肉に青とうがらしの爽
やかさを合わせました。刺激
的なスパイスブレンドで辛いカ
レーがお好きな方におすすめ
です。小麦粉・化学調味料など
は不使用です。
<原材料>ココナッツミルク、
鶏肉、香辛料、トマトペースト、
ココナッツオイル、たまねぎ、
米、粗糖、食塩

(税込421円)

9973
チャツネ 260g

第3世界ショップ

580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626円)

9980
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)

辛さ…★☆☆☆☆辛さ…★☆☆☆☆ 辛さ…★辛さ…★★★★★☆☆☆☆ 辛さ…★辛さ…★★★★★★★☆☆

(税込626円)
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152
ネパール
ヒマラヤ山麓はちみつ

300g

第3世界ショップ

1800円2年

ネパール、チトワン国立公園を有する
チトワン地域を自由に飛び回るミツバ
チが集めたはちみつです。澄んだ黄金
色、軽やかな花の香り、クセのないさ
わやかな甘さが特徴です。
<原材料>はちみつ（ネパール）

(税込1944円)

8129
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)

8136
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
常温で180日

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

(税込1058円)

8143
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

8150
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)

153
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)

8167
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)

8174
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)

8181
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)

154
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

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）

8198
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)

8204
パロ・ブランコ
コーヒー豆

200g

第3世界ショップ

900円
1年

自然の森の生態系を活か
した農法を実践していま
す。完熟した実だけを選
んで収穫する、手摘み・天
日乾燥のコーヒーです。
中深煎りですっきりとし
た飲み口とまろやかな甘
味が特徴です。
<原材料>コーヒー豆（グ
アテマラ）

(税込972円)

155
パロ・ブランコ
コーヒー粉

200g

第3世界ショップ

900円
1年

海外の有機認証の他に、
レインフォレスト・アライ
アンス認証などを取得し
ています。
<原材料>コーヒー豆（グ
アテマラ）

(税込972円)

8211
カフェインレス
コーヒー粉

100g

第3世界ショップ

920円
1年

サンタ・フェリサ農園のコー
ヒー豆を、国内工場で二酸
化炭素と水だけでカフェイ
ンを除去しました。深煎り・
中挽きで華やかなアロマと
マイルドな味わいです。
<原材料>コーヒー豆（グア
テマラ）

(税込994円)

8228
Stick
黒糖ココア

13g×5本

第3世界ショップ

600円
1年

フェアトレードにより調
達されたココア、黒糖の
み使用しました。海外有
機認証を取得していま
す。牛乳はもちろん、お
湯でもおいしくお飲み
いただけます。
<原材料>黒糖、ココア
パウダー

(税込648円)

156
Stick
ほうじ茶ラテ

13g×5本

第3世界ショップ

600円
365日

ほうじ茶、加工黒糖、
脱脂粉乳のみを原材
料とし、すべて素性が
明らかな国産原料を
使用しています。甘さ
控えめのやさしい味
で、ほっと一息できる
一杯です。
<原材料>脱脂粉乳、
加工黒糖、ほうじ茶

(税込648円)

8235
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)

8242
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)

8259
牛乳にまぜる本日の
きな粉<抹茶>

75g

純正食品マルシマ

308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）、
有機黒糖、有機抹茶

(税込333円)

8266
牛乳にまぜる本日の
きな粉<ココア>

75g

純正食品マルシマ

278円
常温で1年

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300円)

8273
牛乳にまぜる本日の
きな粉<黒ごま>

75g

純正食品マルシマ

278円
常温で1年

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300円)

157
有機栽培　
三年ねかせた熟番茶

200g

中井製茶場

700円開封前6ヶ月

宇治茶の主産地京都・和束
町で有機栽培された新芽の
下の硬化した茶葉と茎を赤
くなるまで蒸し、熱風で乾
燥させてから昔ながらの製
法でじっくり焙じています。
<原材料>有機緑茶（京都
府）

(税込756円)

8280
有機栽培　
香ばしい京の焙じ茶

120g

中井製茶場

500円開封前9ヶ月

有機栽培の一番茶・二
番茶や新芽収穫後の番
茶を使用。カフェインや
タンニンが少なく、香ば
しくてすっきりした甘み
のあるお茶です。
<原材料>有機緑茶（京
都府）

(税込540円)

158
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)

8297
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)

8303
オーガニックココア
無糖

120g

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（ペルー
産）

(税込680円)

常温で180日 (税込1058円)

常温で1年常温で1年 (税込518円)
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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
寺岡　幸夫　
令和3年6月25日
令和6年6月24日
岸和田貝塚小売酒販組合
 

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）

8655
アムリターラ　玄米麺 100g

アムリターラ

450円

農薬や肥料を使わずに栽培した自然栽培玄米の美味しさを引き出
すために、製法と原料、配合率のこだわり、今までにない食感や味
わいを目指して開発したグルテンフリー麺です。和洋中を追わず、
温麺でも冷麺でも美味しくいただけます。<原材料>自然栽培玄米

（九州産）、自然栽培馬鈴薯澱粉（北海道）、自然栽培はとむぎ全粒
粉（石川県）、菊芋抽出物（菊芋：農薬・化学肥料不使用栽培）、コン
ニャクイモ抽出物、食塩

(税込486円)

8662
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)

8679
自然栽培米　
十一雑穀 美養粥

200g

アムリターラ

270円
常温で1年

九州産の自然栽培7分搗き米とあわ・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、北米で収穫された野
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
然結晶塩ブレンドのアムリターラソルトでうまみを引き出しながら
とろっとコク深く炊き上げました。
<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292円)

8754
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)

8761
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)

8778
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
お酒は20歳になってから。20歳お酒は20歳になってから。20歳
未満への酒類の販売は致してお未満への酒類の販売は致してお
りません。りません。

(税込1370円)

8785
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
お酒は20歳になってから。20歳お酒は20歳になってから。20歳
未満への酒類の販売は致してお未満への酒類の販売は致してお
りません。りません。

(税込1370円)

8693
フレンチブレンド/豆 200g

アンナプルナ

900円冷蔵で1年

ペルーとエルサルバドルのブレンドです。苦み、
コクともに重厚感があります。クリームを入れて
ヨーロピアンスタイルにも。<原材料>有機コー
ヒー豆(ペルー産、エルサルバドル産)

（税込972円）

161
フレンチブレンド/粉 200g

アンナプルナ

900円冷蔵で1年
（税込972円）

8709
ブレンドコーヒー/豆 200g

アンナプルナ

1000円冷蔵で1年

酸味、コク、香り、のバランスが
よく、深い味わい。<原材料>有機コーヒー豆(メキ
シコ・グァテマラ・コロンビア産)

（税込1080円）

162
ブレンドコーヒー/粉 200g

アンナプルナ

1000円冷蔵で1年
（税込1080円）

87168730
コロンビア産コーヒー
豆

ブラジル産コーヒー
豆

200g200g

アンナプルナアンナプルナ

950950 円円
冷蔵で1年冷蔵で1年

やわらかく芳醇な香りとコク、すっきりとした苦味
のコーヒー。
<原材料>有機コーヒー豆(コロンビア産)

驚くほど香り高く、ほんのりうす甘くて後口の良
いまろやかな味わい。
<原材料>有機コーヒー豆(ブラジル産)

（税込1026円）（税込1026円）

163165
コロンビア産コーヒー
粉

ブラジル産コーヒー
粉

200g200g

アンナプルナアンナプルナ

950950 円円
冷蔵で1年冷蔵で1年 （税込1026円）（税込1026円）

8723
ペルー産コーヒー
豆

200g

アンナプルナ

950円
冷蔵で1年

豊かな香りとコクがあり、後味はすっきり。
<原材料>有機コーヒー豆(ペルー産)

（税込1026円）

164
ペルー産コーヒー
粉

200g

アンナプルナ

950円
冷蔵で1年 （税込1026円）

アンナプルナアンナプルナ
大阪府富田林のコーヒーロースター大阪府富田林のコーヒーロースター 159

アイスコーヒー/粉 200g×2袋

アンナプルナ

1665円冷蔵で1年

ペルーとコロンビア
のブレンドを、アイス
コーヒーに最適な焙
煎・挽き方に。すっきり
とした味わいです。
< 原 材 料 > 有 機コー
ヒー豆(ペルー、コロ
ンビア産)

(税込1798円)

8747
無漂白無漂白
コーヒーフィルターコーヒーフィルター

40枚(2～4人用)40枚(2～4人用)

アンナプルナアンナプルナ

200200円円
冷蔵で1年冷蔵で1年 （税込220円）（税込220円）

8686
シティブレンド/豆 200g

アンナプルナ

900円冷蔵で1年

ペルーとコロンビアのブレンドで、甘くてフルー
ティーかつ深みのある重層的な香りが楽しめます。
<原材料>有機コーヒー豆(ペルー産、コロンビア産)

（税込972円）

160
シティブレンド/粉 200g

アンナプルナ

900円冷蔵で1年
（税込972円）




