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1189    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 
     ※予定品種：2016年産トヨミズキ。        λ無／平譯 
優／北海道    θ大豆 

1655

材料は、大豆とこうじと塩だけ。シンプルだからこだわりたい。

栽培期間中農薬不使用の大豆
を、完熟で収穫し、ゆっくり自
然乾燥。平譯さんの大豆は、一
粒一粒にふくよかなうまみが詰
まっていて、味噌にすると「おい
しい」と大好評です。

楽しい味噌作りの様子をシェアしてください！ 応募者全員に50ポイントをプレゼントします。手
作りマーク付き商品を購入の上、メールまたはSNSでご応募ください。❶メールか連絡便で、味
噌を作っている様子がわかる写真にコメントを添えてご応募ください。❷インスタグラムまたはツ
イッターで写真とともに、ハッシュタグ「#手作り味噌」「#大地宅配」をつけて投稿してください。
応募締切：3月3日（金）ご提出/投稿分まで。詳しくは、お買い物サイトをご覧ください。

北海道幕別町の平譯優さん

大
豆
大
豆

おいしい味噌になる！ 
平譯さんのとびきり大豆

「味噌作ったよ！」写真をシェアしましょう
同時配布の「発酵パワー＆手作り味噌」チラシでは、「ツチオーネ」
やNHK「きょうの料理」などでおなじみの堀知佐子さんが、味噌の
発酵パワーを解説。
さらに、届いたときに役に立つ「手作り味噌レシピ完全保存版」を
掲載。お見逃しなく！

味噌の発酵パワー＆味噌作りレシピ保存版をご紹介
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❶  毎年2～3回は味噌を仕込むという、料理研究家・
フードコーディネーターの、りんひろこさん。大地宅
配のホームページで「今月の野菜ごはん」を連載中。
今年は娘の凛乃（りの）ちゃんとの味噌作りに初挑
戦。容器は 2255 ほうろうラウンドストッカー24cm
を使用。

❷  大豆をゆでてつぶして味噌玉に。あとは詰めるだけ。
❸  もうすぐ3歳になる凛乃ちゃん。小さい子どもでも楽
しく作れます。

❹  手作りだから、使うたびに愛おしく。
❺子どもの足で楽しく踏みながら大豆をつぶしても。
❻煮大豆とこうじ、塩を混ぜてつぶすだけ。

1635    
海んまんま一の塩海んまんま一の塩
（しっとりタイプ）（しっとりタイプ）1kg1kg

1005    
やさかの
有機煮大豆

1633    
 漬物塩（海の精）
1.5kg1.5kg

1653    
有機麦こうじ
1kg1kg

1652    
玄米こうじ
1kg1kg

1651    
白米こうじ1kg1kg

味噌作りのレシピは
２ページへ

1655    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     はじめての
味噌づくりセット  
  1セット   4,400円  （税込4,752円） 

1656    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     はじめての
味噌づくりセット（小）  
  1セット   2,750円  （税込2,970円） 

     ※2月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容
／大豆の水煮1kg×2袋、白米こうじ1kg、塩
400g、ポリ袋1枚、輪ゴム1コ、レシピ    λヤマキ
（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

     ※2月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／
大豆の水煮1kg、白米こうじ500g、塩200g、
ポリ袋1枚、輪ゴム1コ、レシピ    λヤマキ（埼玉
県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

味噌 約3.5kg分 味噌 約1.8kg分

塩塩 味の決め手は
「海の塩」で

こ
う
じ
こ
う
じ

3種のこうじをご用意！
お好みで選んで

応募者全員にポイントプレゼント
さらに抽選で
5名様に

1000ポイント
プレゼント！

「今回、『はじめての味噌づくり
セット』で味噌作りをしました。
大豆も煮てあって、とっても簡
単、子どもと楽しくできました」

りん ひろこさん

2017年
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     ※予定品種：2016年産トヨミズキ。
        λ無／平譯 優／北海道    θ大豆 

1189    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道十勝 
平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 

平譯優さん

             λ海の精（東京都大島町）     

1633    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     漬物塩（海の精）  
  1.5kg   3,000円  （税込3,240円） 

1005    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさかの有機煮大豆  
  1kg   1,230円  （税込1,328円） 
             λやさか共同農場（島根県弥栄
町）  δお届け後60日保証  θ大豆 

             λ一の塩（佐賀県唐津市）     

1635    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     海んまんま一の塩（しっとりタイプ）1kg  

  1kg   1,200円  （税込1,296円） 

             λイカリ商事（鳥取県米子市）     

1632    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 

1655    NN 1/30お届け週    
     はじめての味噌づくりセット  

  1セット   4,400円  （税込4,752円） 
     ※2月頃までの取り扱い予定。※2月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1656    NN 1/30お届け週    
     はじめての味噌づくりセット（小）  

  1セット   2,750円  （税込2,970円） 
     ※２月頃までの取り扱い予定。※２月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

2255        
     ほうろう
ラウンドストッカー24cm  

  1コ   5,700円  （税込6,156円） 
            ※大豆1.5kgの味噌作りにおすすめ。※原料
高騰により、今号より値上げします。※端は
釉薬がのりにくいため、特有の黒い筋が残
ります。また焼成の際に生じる針穴が数カ
所開いています。  ■サイズ／内径24×深さ
24cm、高さ24.5cm（ふた含）、重さ2.2kg、
容量10Ｌ    λ野田琺瑯（東京都江東区）     

限定 60

寒さが厳しいけど
、

今年もやりました
！

このマークは
「味噌作ったよ！」
キャンペーン
対象商品です

平譯さんの大豆の最大の特徴は、そのおいしさ。ふっくらと炊き上が
り、甘みと繊細な豆の風味が生きています。栽培期間中農薬不使用
の国産大豆はきわめて希少、さらに今ではほぼないに等しい乾燥方
法「にお積み」で自然乾燥しています。「自然
乾燥だと、大豆の風味とうまみの深さが全然
違うから！」と、平譯さんは自信満々。

手作り味噌お買い物ガイド

大人気の味噌作りセット
ゆでてあるのでつぶしてまぜるだけ！ 

ゆでた大豆、こうじ、塩などがセットに。あとは
熟成容器を準備するだけで、すぐに味噌作りが
始められます。レシピ付きで初心者でも安心。

これが「にお積み」。北風が完熟大豆を育みます

味の良さを生み出す自然乾燥。
繊細な風味が残るからおいしい！

大きめの結晶を残した
うまみのある特別な塩

においや汚れが
移りにくい、
ほうろうが
おすすめ

低温で結晶化させたまろやかなうまみ

昔ながらの平釜炊きでミネラルを含む塩

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ
（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証   

1651    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     白米こうじ  
  1kg   1,600円  （税込1,728円） 

             λやさか共同農場（島根県浜田市）
  δお届け後76日保証   

1654    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさかの有機乾燥白米こうじ  
  500g   1,090円  （税込1,177円） 

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ
（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証   

1652    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     玄米こうじ  
  1kg   1,600円  （税込1,728円） 

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λやさか共同
農場（島根県浜田市）  δお届け後10日保証   

1653    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機麦こうじ  
  1kg   1,379円  （税込1,489円） 

白米こうじはくせがなく、マイルドな仕上がりに白米こうじはくせがなく、マイルドな仕上がりに

こくと香りに
深みが
生まれます

香ばしくも
あっさりとした
味噌に

簡単に味噌作りを
したい方へ。やさかの
煮大豆新登場

初心者向けの
少量規格

ゆで上がった大豆をザルにあげ、熱
いうちにつぶす。

大豆をつぶす22

つぶした大豆と「塩＋こうじ」を混ぜて、
まとめて味噌玉を作り、容器に詰めるだけ。

大豆とこうじをまぜる33うまみとミネラルたっぷり
の結晶が、手作り味噌を
一層おいしくしてくれま
す。味の違いを生む、お
すすめの塩をお試しくだ
さい。

ツチオーネの「野菜がおいしい 幸せレシピ」でおなじみ。
（株）菊の井常務、「ル・リール」オーナーシェフ。NHK「きょ
うの料理」、テレビ朝日「おかずのクッキング」他出演多数。

そもそも「発酵」とは、人体に良い作用を
する微生物の働きのことを指します。たと
えば、食品が発酵することで消化器官内
での消化・吸収が行いやすい状態になるこ
とや、微生物や酵素、善玉菌などが発酵前
の食品より増え、腸内環境や免疫機能を向
上させる働きを持つことなど。さらに、うまみ

成分が増えて、おいしくなる効果もあります。
愛情たっぷりに手作りした味噌は、おいしさも
ひとしお。毎日の食生活に、生き生きとした手
作り味噌の発酵パワーを取り入れましょう。

堀知佐子さん

厚手のポリ袋に
入れて足で
踏んでもOK！

大豆が熱すぎると
こうじ菌が死んで
しまうので注意！

P.45の雑貨ページもご覧ください● ポリ袋1枚 ● 輪ゴム1コ ●レシピ　※容器は付いていません。共通

●大豆の水煮1kg×2袋
●白米こうじ1kg ● 塩400g

1655 ● 大豆の水煮1kg
●白米こうじ500g ● 塩200g

1656

息子がポリ袋を踏むお
手伝い。娘はゆでたての大豆
を食べるのに夢中でした。私も
大豆の味見をしましたが、ゆで
ただけでも本当においしいで
すね。 （M.Fさん）

念願の味噌作り！ みんなで踏み踏み♪
本当に簡単で、子どもも飽きずに楽しめまし
た。ばぁばは、あら～こんなセットがあって便
利ねぇ～！ と驚いていました。 （M.Sさん）

下準備やゆでる作業が不要
で、とっても便利♪ 大豆をつ
ぶすためのビニール袋は、薄
いと破れやすいのですが、これ
は厚手なのがうれしいですね。
詳しいレシピ付きで、初めての
方でも安心ですよ。

味噌 約3.5kg分 味噌 約1.8kg分

セット内容

大豆をゆでる 5～6時間11
一晩、水に漬けた大豆をたっぷり
の湯でさし水をしながらゆでる。

十分にやわらかく
なるまで、しっかり
ゆでましょう

味噌作り
簡単3ステップ大

豆
大
豆

メイン素材の大豆こそ
“とびきりおいしい”豆を

こ
う
じ
こ
う
じ

仕上がりの味や香りに変化を生むこうじ。 塩塩 味の決め手の塩こそこだわりたい

上

同時配布の
チラシ（保存版）で、
詳しい作り方を
ご紹介！

りん 
ひろこさんも絶賛

簡単手作り味噌で発酵を生活に取り入れよう

堀さん特製の「味噌炒めの素」、「味噌煮
の素」を使った展開レシピを大公開！ 
詳しくはお買い物サイトへGO！

簡単絶品手作り味噌活用レシピ
堀さん直伝！堀知佐子さんに聞く！ “発酵”が体に良い理由

材料は
大豆大豆とこうじと
塩だけ！だけ！

味噌 約4～4.5kg分

1655

2 104号 ●商品の詳細情報（農薬使用状況・賞味期間など）は、各商品ページをご覧ください。 ●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。

手作り手作り
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     ※３月頃までの取り扱い
予定。    ■漁場／広島県
    λ倉橋島海産（広島県呉
市）  εお届け後3日保証   

1324    υυ   NN 1/30お届け週    
     広島産生かき（加熱用）  

  140g   690円  （税込745円） 
     ※３月頃までの取り扱い予定。        λ信州有機農法研
究会（長野県飯田市）  δお届け後30日保証   

1684    υυбб   NN 1/30お届け週    
  $$   信州名産・市田柿（無くん蒸干し柿）  

  200g   924円  （税込998円） 

限定 2000

         ■漁場／山陰沖
    λ渡邊水産（島根
県出雲市）  δお届
け後30日保証   

1332    ττ   NN 1/30お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円） 

     ※３月頃までの取り扱い予
定。        λたむらのタマゴ（徳島
県阿南市）  δお届け後4日
保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1543    υυ   NN 1/30お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   525円  （税込567円） 

     ※５月頃までの取り扱い予定。        λ丸成商事（東京都練馬区）     

1686        
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 

     ※商品名を「べったら漬（ハーフ・2パック）」から変更しまし
た。※異なるパッケージでお届けします。※３月頃までの取り
扱い予定。        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証   

1490    υυ       
  $$   べったら漬（2パック）  
  1コ（長さ約10cm）×2パック   750円  （税込810円） 

             λ8割減／早藤 義則、望月 美秀／神奈川
県、静岡県     

   青島温州みかん            
 1029    

   800g    448円    （税込484円）      
 1030    

   2kg    980円    （税込1,058円）                                                                                               

1242    υυ   NN 1/30お届け週    
     徳用合挽（短角牛：豚＝1：1）・300g  

  300g   898円  （税込970円） 
           直径約3mm  λ山形村短角牛肥育部会・
仙台黒豚会（岩手県久慈市・宮城県大崎
市他）  εお届け後2日保証   

     ※３月頃までの取り扱い予定。        λ遠藤蒲
鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1481    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     レンコンのはさみ揚げ  

  200g(5枚)   492円  （税込531円） 
     ※３月頃までの取り扱い予定。        λ飛鳥食品（東京都
葛飾区）  δお届け後30日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1526    ττ       
     飛鳥の海鮮水餃子  

  250g(15コ)   645円  （税込697円） 

薄渋皮ごとやわらかく仕上げた国産和栗

冬大根を自社製甘酒で本漬けしました

尾)尾)尾))1,1,1,1,1,2525252525599999円円円円円（（（込込込込込1,1,1,1,1,36363633 00

の取り扱い予
らのタマのタマのタマのタマママママママゴ（徳ゴ（徳ゴ（徳ゴゴ（徳ゴ（徳徳ゴ（徳ゴ（徳ゴゴゴ（徳島島島島
δδδδδお届けお届届けお届け届け届け届け届け届けけお届けけ後4後後4日後後4日後後4後4日後4日後
・・・・・小麦・小麦小麦麦・小麦・麦・麦・小麦・麦・麦・麦 卵・大卵・大卵・卵・卵卵・大卵・大卵卵・大卵 大・大豆豆豆
届届届届届け週け週け週け週け週け週け週週け週け週週

税税税税税
込込込込込565656566566665665677777777777円円円円円円

しししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた

干すことで糖度が上がる「市田柿」。
蜜のような甘さを堪能して

じゅわっとあふれる魚介のうまみ。
寒い日は鍋の具材にしても

生のおいしさは今だけ！
ぷりっとした身で滋味豊かな味わい

秋冬に旬を迎えるれんこんで、
魚肉すり身をはさみました

合わせだしとぷるぷるの食感が魅力

秋から春先まで採れる、大地を守る
会の生産者のれんこん。そのなかで
も、冬に採れるものは甘みを増し、特
においしくなっています。炙るとより
シャキッとした食感が際立ちます。

国産エビとホタテに、豚肉や大地を
守る会の生産者の白菜などを加えて
あんを作りました。お届けできるの
は、大地を守る会の生産者の白菜が
収獲できる冬場だけの限定品です。

あつあつの煮込みハンバーグにして

収穫後に貯蔵し、まろやかな甘みに

おいしい幸せ

冬季のみ取り扱っている商品や、今この時季こそ食べたい
商品など、冬ならではの“おいしい幸せ”を

お届けします。

「市田柿」は、10月末から収穫が始まり、1カ月ほど乾燥さ
せて出荷します。熟練の技と、太陽の光をじっくりと浴びて
凝縮された自然な甘みをお楽しみください。

－季節限定－広島産のカキが
ぷっくり太って最
もおいしくなるの
は、1～2月。生の
ぷりぷり食感は格
別！ 滋味をしっか
り蓄えた“生”でお
届けします。

－季節限定－

天然エビや国産
ぎんなんなどの厳
選具材に、うまみ
のきいた合わせだ
し。ぷるぷるの食
感がやみつきにな
る、この時季限定
のおいしさをお楽
しみください。

－季節限定－

じっくりコトコト
煮込めば、肉はや
わらかく、ソース
にはこくが生まれ
ます。寒さがしみ
る日は、あふれる
肉汁を堪能できる
あったかメニュー
にしてどうぞ。

この時季食べたい！この時季食べたい！

旬の時季に漁獲したので脂のり抜群

－季節限定－ －季節限定－

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

冬の味覚＆この時季食べたいメニュー

予
島島島島島
日日日日日
豆豆豆豆

）））））

季冬季冬季冬 取取 扱扱扱扱 商商商品品品品品 今今今 時季時季時季時 食食食食

予
島島

1029

3104号●商品の詳細情報（農薬使用状況・賞味期間など）は、各商品ページをご覧ください。 ●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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現在ふじというりんごには多くの系統があり
ますが、今回は、その原点になった「ふじ（東
北7号）」をお届けします。開発されたばかりの
「東北7号」の穂を接いで、約60年が経ちま
した。元々のふじが今のふじとどれほど違う
か……これは食べてみないとわかりません。

おいしいりんごはここから始まった

大地宅配のHPでは、生産者のおきたま興農大地宅配のHPでは、生産者のおきたま興農
舎の本田さんご夫妻を紹介していますので、舎の本田さんご夫妻を紹介していますので、
合わせてご覧ください合わせてご覧ください              λ5割減／おきたま興農舎、新農業研究会／山形県、青森県     

1022        
     はじめの ふじ（りんご）  

  1kg   728円  （税込786円） 

今が旬の山海の幸、
旬の食材を使った惣菜、
値下げ品や徳用品など
大地宅配自慢の品を
お届けします。

今週の

イチオシ

                      節分には欠かせない縁起もの

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λ川原製粉所（東京都練馬区）    θ大豆 

1696    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   福豆（煎り大豆）  

  100g   303円  （税込327円） 

農薬不使用で栽培した北海道
産大豆を使用。大豆そのもの
の自然な甘みが味わえます。

節
分
節
分

直火の釜で炊き上げた大地を守る会の生
産者の白米をはじめ、国産タカエビ、無漂白
のかんぴょうなど、大地宅配の具材を中心
に巻きました。特殊な機械で急速凍結する
ので、解凍後も米のうま
みや食感が生きていま
す。節分の恵方巻きに。

今年の恵方は「北北西」です

限定 1000
     ※電子レンジ専用品です。        λポーラスター（石川県
白山市）    θえび・小麦・卵・大豆 

1563    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   国産海老入り五目太巻き寿司（ハーフカット）  

  250g(2本)   598円  （税込646円） 

イワシは、焼いたときの煙とにおいで邪気を
祓うといわれ、節分に親しまれています。大
地宅配では、北海道釧路沖で水揚げした大
型で脂のりの良い真イ
ワシをご用意しました。
そのままさっと塩を振
り、シンプルな焼き魚に
してどうぞ。

焼き魚にして節分に鬼退治

イメージイメージ

節
分
節
分

         ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお
届け後45日保証   

1306    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道産真いわし  

  370g(3尾)   458円  （税込495円） 

伊予柑の本場・愛媛県の無茶々園の畑は、
海岸線に近い、急峻な傾斜地にあります。
日当たりが良く水はけの良い畑で、香り高
く、ぷりぷりの果肉にたっぷりの果汁、濃厚
な味わいの伊予柑が生まれます。旬の柑橘
をたくさんお召し上がりください。

   伊予柑            
 1031       450g    298円    （税込322円）      
 1032       800g    468円    （税込505円）      
 1033       1.5kg    758円    （税込819円）                                                             

ジューシーな季節の味をどうぞ

1032

             λ無～6割減／無茶々園、ブレス、南伊豆太陽苑生
産者グループ／愛媛県、熊本県、静岡県     

いち早く春の訪れを感じさせてくれる芽キ
ャベツ。この季節は、温かなシチューやスー
プの具材にしてみては。一口サイズのかわ
いい見ためながら、しっかりと結球した実は
甘～く、滋味深いおいしさです。サラダや炒
め物にしても。

ひと足早く、春を感じる一皿を

イメージイメージ              λ7割減／澤島 一弘、岡安 平之／静岡県、愛知県     

1096        
     芽キャベツ  

  200g   388円  （税込419円） 

脂のり抜群で深い味わいのノルウェー産サ
バを、新潟県産の麦味噌で煮付けました。
まろやかな麦味噌がサバの脂と調和して、
こくがありつつも、くど
さのない風味が広がり
ます。電子レンジで温
めるだけの手軽さもう
れしい一品です。

温めるだけで手作りのような一皿に

         ■原産国／ノルウェー    λまえた（新潟県新潟市）
    θ大豆 

1362    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 

北海道産スケトウダラの無リンすり身に、大
地を守る会の生産者の野菜やタコを練り込
んだ、具だくさんのおでん種セット。カツオ
と昆布のだしをきかせ、
風味豊かに仕上げまし
た。「魚肉のうまみがし
っかり詰まっている」と
人気です。

人気No.1おでんで寒い日もあったか

イメージイメージ

         ■セット内容／さつま揚げ・ミニキャベツ天各2枚、
ごぼう天・タコボール各4コ    λ遠藤蒲鉾店（宮城県
塩釜市）  δお届け後3日保証   

1475    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   遠藤蒲鉾店のおでん種セット  

  300g(4種)   768円  （税込829円） 

冷凍うどんとかき揚げ、つゆのセット。かき
揚げは、大地を守る会の生産者の玉ねぎや
国産のオキアミ（アミエビ）などを具材とし、
非遺伝子組み換えの油でカラッと揚げまし
た。讃岐うどんならでは
のコシとのどごしの良
さ、かき揚げの香ばしさ
がたまりません。

香川県から本格讃岐うどんをお届け

イメージイメージ 限定 1000
     ※３月頃までの取り扱い予定。        λサンレイ（香川県
坂出市）    θ小麦・大豆 

1574    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   冷凍讃岐かき揚げうどん  

  275g×2食   710円  （税込767円） 

ぶどうからワインへと発酵が終
わった直後のワインをびん詰
め。フレッシュな香りとフルー
ティーな果実味に、酵母の余
韻を残す“生にごりワイン”。毎
年好評を博している、ワイナリ
ーでしか飲めなかった味をお
楽しみください。

フルーティーでさわやかな味わい

イメージイメージ

限定 360
     ※次回取り扱いは11月頃予定。    ■アルコール度数
／12.5％    λ井筒ワイン（長野県塩尻市）     

1770    υυ       
     井筒無添加生にごりワイン（白）  

  720ml   1,477円  （税込1,595円） 

4 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

※20歳以上の年齢であることを確認※20歳以上の年齢であることを確認
できない場合には酒類を販売しません。できない場合には酒類を販売しません。
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米どころ・新潟県から、オブネット＆イケメン
会のお米を中心にお届けします。「おいしい
お米を作るためには、健康な稲を育てること
が大切」という信条のもと、ていねいに育て
たお米です。水を活
性化させる特別な装
置を使い、根をしっか
りと張らせることで稲
を元気に育て、おいし
く仕上げました。

   新潟コシヒカリ            
 1145   б  б      白米 1.5kg    860円    （税込929円）
   毎週 9233     隔週 9234     ¼  週 9235 

 1146   б  б      白米 5kg    2,760円    （税込2,981円）
   毎週 9236     隔週 9237     ¼  週 9238 

 1147   б  б      玄米 5kg    2,510円    （税込2,711円）
   毎週 9239     隔週 9240     ¼  週 9241                                                        

健康な稲から作るおいしいお米

1145

オブネット＆イケメン会の皆さんオブネット＆イケメン会の皆さん

             λ8割減／オブネット＆イケメン会、他／新潟県     

仙台黒豚会の豚肉を厚さ約15mmにスライ
スし、家族みんなでたっぷり食べられる徳
用規格でお届けします。赤身と脂身のバラ
ンスが絶妙で風味の良いロース肉を、厚切
りにしたのでさらにジューシーな味わいに。
トンカツやソテー
などでご賞味くだ
さい。

食べごたえのある厚切りカット

イメージイメージ
           約15mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

1229    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     徳用・豚ロースソテー・トンカツ用（5枚）  

  500g(5枚)   1,454円  （税込1,570円） 

国際食肉コンテストで金賞を受賞したソー
セージ5種を詰め合わせました。ていねい
に整形した豚肉をミンチにし、沖縄の塩と
さとうきびから作った粗糖などで味付け。
肉のうまみを引き出
すために、1日寝かせ
てから腸詰めしまし
た。ちょっとリッチな
お酒のおともに。

コンテストで金賞を受賞したセット

イメージイメージ

         ■セット内容／あらびき・チョリソー・ガーリックペ
ッパー・ウインナー・トスカーナソーセージ各1本
    λファイン（山形県高畠町）  δお届け後7日保証   

1280    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ファインの5種ソーセージ  

  135g   597円  （税込645円） 

アイスランド産カラスカレイを切身加工し
た際に出る、小ぶりな切り落としの部分を
有効活用しました。骨と皮を取り除いた、便
利なスティック状でお
届けします。フライや天
ぷら、竜田揚げなどにぴ
ったり。バター醤油でさ
っと炒めても。

使いやすく価格もお手ごろ

イメージイメージ 限定 700
         ■漁場／アイスランド    λアイケイ（宮城県石巻市）
  δお届け後30日保証   

1309    ττ       
     もったいナイ魚・カラスカレイ切り落とし  

  300g（2パック）   368円  （税込397円） 

人工飼料や抗生物質を与えず、自然に近い
環境の中でのびのびと育てたエビを、新鮮
なままむき身にしてバラ凍結しました。面
倒なカラむきは不要で、
くさみはなく食感はぷ
りぷり。カレーやシチュ
ー、茶碗蒸しなどのあっ
たかメニューに。

ぷりぷりのエビをあったか料理に

イメージイメージ

     ※お買い上げ代金のうち10円は、「互恵のためのア
ジア民衆基金」として積み立てられます。    ■原産国
／インドネシア    λオルター・トレード・ジャパン（東
京都新宿区）    θえび 

1316    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

オホーツク海で漁獲された大型の北海道網
走産雄鮭をまろやかな西京味噌に漬け込
んで熟成させ、焼き上げました。西京味噌
の上品な風味が秋鮭のうまみを引き立て、
一層豊かな味わい
に。温め直すだけで
食べられるので、焼
き加減が難しい西京
焼きでも焦がす心配
がありません。

焼き加減の難しい西京焼きが手軽に

         ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお
届け後45日保証  θ大豆 

1360    ττ       
     秋鮭西京焼き  

  100g(2切)   490円  （税込529円） 

勝沼平有機果実組合（山梨県）の種あり巨峰
を、手間はかかりますが、手作業で一粒ずつ
割ってていねいに種を除き、皮と果肉を残し
たプレザーブタイプのジャム。甘みが強く、
香りの良い巨峰がご
ろんと入って存在感
たっぷり。巨峰そのも
ののリッチな味わい
をご堪能ください。

甘～い「種あり巨峰」の希少なジャム

             λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1437    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   巨峰ジャム  

  140g   706円  （税込762円） 

シンプルに焼くだけでおいしい
まずはシンプルに焼いて、アジ本来のおいしさをご
堪能ください。大根おろしや柑橘を添えてどうぞ。
素揚げにして野菜あんかけをかけても。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

質も鮮度も自信を持ってお届けします
朝市で買い付けた高鮮度の真アジのなかから、脂質
10％以上のものだけを厳選しました。深いうまみ
と、脂のりの良さが特徴です。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

夕食のメインおかずにも十分な大きさ
アジといえば朝食の定番ですが、「「朝どれ」あじ開き
（中）」は夕食の主菜にも十分な大きさで、ボリューム
満点。食卓の主役になります。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

1326    ττ   NN 2/6お届け週    
     「朝どれ」あじ開き（中）  

  180g(2枚)   459円  （税込496円） 
         ■漁場／島根県沖    λ岡富商店（島根県
大田市）  δお届け後20日保証   

鮮度抜群の真アジのなかから鮮度抜群の真アジのなかから
脂質10％以上のものを厳選脂質10％以上のものを厳選

イメージイメージ
岡富商店
「朝どれ」あじ開き（中）

イチオシ

広々とした鶏舎で十分に運動させ、独自の
飼料を与えて育てたまほろばライブファー
ムの鶏のムネ肉を使用。蒸すことで鶏のう
まみが凝縮されているので、味付けしなくて
も美味。封を開けて解凍するだけでお召し
上がりいただけます。

低カロリーでボリュームアップ

イメージイメージ              λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1515    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   蒸し鶏スライス（まほろば）  

  100g×2パック   589円  （税込636円） 

5104号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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化学調味料に頼らず、素材本来の豊かなう
まみを生かしたストレートタイプのスープで
す。秋田県の銘柄鶏・比内地鶏のガラと肉で
だしを取ることで、こく
がありつつも澄んだ味
わいに仕上げました。鍋
はもちろん、この時期は
節分そばのそばつゆ作
りにもおすすめです。

地鶏ならではの滋味豊かな味わい

イメージイメージ

節
分
節
分

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λ秋田ニューバイオ
ファーム（秋田県由利本庄市）    θ小麦・大豆 

1617    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     比内地鶏スープ（ストレートタイプ）  

  600g   537円  （税込580円） 

ニュージーランドの先住民マオリ族に古く
から珍重されたマヌカ。その花から採れるマ
ヌカハニーは殺菌抗菌効果に優れ、薬代わ
りに愛用されてきまし
た。甘味料、保存料、合
成着色料、香料不使用。
そのままいただくか、ヨ
ーグルトやパンケーキ
にかけてどうぞ。

美容と健康維持にスプーンで一杯

限定 300

     ※1歳未満の乳児には食べさせないでください。
    ■原産国／ニュージーランド    λおもちゃ箱（東京都
大田区）     

1760    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     オーガニック マヌカハニーＴＡ15＋  

  250g   6,000円  （税込6,480円） 

新商品レビュー
投稿で10ポイント！
キャンペーン実施中

※詳細はお買い物サイト「今週の新商品」カテゴリー
をご参照ください。ご投稿はお届け後、4週間以内に
「マイページ」の「注文履歴」からどうぞ。

新商品のご感想を、お買い物サイトの
「商品レビュー」にご投稿ください。
1商品につき10ポイント進呈します。

レビュー

今週の

新商品
                      

     ※同時配布チラシをご覧ください。    ■セ
ット内容／主菜：豚肉、レタス、長ねぎ、
しめじ、タレ、春雨、ニラ 副菜：絹生揚げ、
なす    λタイヘイ（千葉県松戸市）  εお届
け後2日保証  θ小麦・大豆 

1002    υυ       
     キット・大人の辛さ 
キムチ味の豚肉春雨炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500

毎日の料理に重宝する徳用規格

         ■原材料／カタクチイワシ、食塩    λ西昆（福岡県古
賀市）  δお届け後30日保証   

1003    υυ       
     徳用煮干し  

  250g   1,000円  （税込1,080円） 

良いだしが取れる瀬戸内の大羽イリコを
使用。サイズにばらつきがあったり、頭落
ちがありますが、その分お買い得です。

蒸すことで食べやすい味わいに

         ■原材料／ホヤ（宮城県）、清酒、食塩■漁場／宮城
県    λ高橋徳治商店（宮城県東松島市）  ［生食可］   

1004    ττ       
     もったいナイ魚・蒸しほや  

  100g   599円  （税込647円） 

宮城県女川町で朝獲りしたホヤを
新鮮なままカットし、蒸しました。生
よりも食べやすく、炒めても美味。

国産有機大豆を圧力釜で蒸し煮しました。
袋のまま30分ほど温めるだけで、すぐに使
え、サラダや炊き込みごはん、カレー、シチュ
ーなどの幅広いメニュ
ーに活躍します。この時
季は手作り味噌に使え
ば、水に浸したり、ゆで
たりなどの面倒な下準
備も不要。味噌作りが
手軽に楽しめます。

味噌作りに大助かりの煮大豆

イメージイメージ
         ■原材料／有機大豆    λやさか共同農場（島根県弥
栄町）  δお届け後60日保証  θ大豆 

1005    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさかの有機煮大豆  

  1kg   1,230円  （税込1,328円） 

豊富な地下水に恵まれたトルコ・マラティア
地方産のあんずは、酸味が少なく甘みが強い
のが特徴。本品はそのなかでも一番大きなサ
イズの有機あんずに限定し、さらに国内のス
タッフが一粒一粒厳選
したもののみを袋詰め
しました。砂糖不使用、
無漂白のため、あんず本
来の甘みが凝縮。紅茶
やワインに添えて。

砂糖不使用、無漂白の有機あんずです

         ■原材料／有機あんず    λノヴァ（埼玉県北本市）     

1006        
     ノヴァの有機干しあんず  

  100g   690円  （税込745円） 

農薬不使用で育てた農薬不使用で育てた
個性豊かな山形県の大豆たち個性豊かな山形県の大豆たち新商品

生産者より

山形県白鷹町に住む
9人の農業者で作っ
た「しらたかノラの会
企業組合」は、10周年
を迎えました。農薬や
化学肥料をできる限
り使わずに野菜や豆、
米、雑穀を生産し、化
学調味料無添加の、自
分たちが食べたいと
納得できる商品を作
り続けています。
しらたかノラの会
疋
ひきた

田 美津子

農薬不使用で栽培された3種の山形県産大豆を煎ってミッ
クスしました。大豆は山形県の奨励品種「里のほほえみ」、
青大豆は晩生種で希少な「秘伝」、黒大豆は生産者特有の在
来品種を使用。品種ごとに特徴があり、それぞれの香ばし
さ、甘み、うまみが引き立つ一品に仕上げました。大豆本来
の豊かな風味をぜひご賞味ください。

         ■原材料／大豆、黒大豆、青大豆    λしらたかノ
ラの会（山形県白鷹町）  δお届け後30日保証
  θ大豆 

1001    NN 1/30お届け週    
     三色煎り豆  

  75g   350円  （税込378円） 

節
分
節
分

国産有機黒酢もろみ、九州産大豆の納豆、青
森県産にんにくと、体にうれしい3つの素材を
凝縮した「くろず納豆（にんにく入り）・カプセ
ル」を2パックでお届け。1袋ずつ買うよりも
お得なので、季節の変
わりめで常備したくな
るこれからの時季に
ぜひおすすめです。1
日4～6粒が目安。

1袋ずつ買うより173円（税込）お得

         ■原材料／黒酢もろみ粉末、納豆粉末、にんにく粉
末、プルラン    λ日本有機（鹿児島県曽於市）    θ大豆 

1007        
     徳用・くろず納豆（にんにく入り）カプセル 2パック  
  (400mg×62粒)×2袋   3,040円  （税込3,283円） 

手作り手作り

キムチ味の簡単春雨炒めです。辛さが気になる方は、ご家
庭のマヨネーズを加えてマイルドに。

主菜  大人の辛さキムチ味の豚肉春雨炒め
国産大豆を100％使用した絹生揚げと、なすを揚げ焼き
に。和風の味付けでどうぞ。

副菜  絹生揚げと茄子の揚げだし

同時配布の
別チラシで
詳しくご紹介
しています

※原材料や別途ご用意いただく食材や調理器具は同時配布チラシまたはお買い物サイトをご覧ください。

大地宅配の野菜と調味料、その他食材をセットにした大地宅配の野菜と調味料、その他食材をセットにした
簡単・便利なおかずキットの新商品！簡単・便利なおかずキットの新商品！

イメージ（1人前）※セット内容は約3人前ですイメージ（1人前）※セット内容は約3人前です

6 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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Close up
                      

仙台黒豚会の豚肉に、大地を守る会の生産
者の玉ねぎや長ねぎを加えて、ジューシー
なシューマイに仕上げました。植物性たん
ぱくなどの余計なものは使っていないので、
素材の味がしっか
りと生きています。
小ぶりなので食べ
やすく、お弁当にも
ぴったりです。

肉汁あふれる豚肉がたっぷり

             λ飛鳥食品（東京都葛飾区）  δお届け後60日保証
  θ小麦・大豆 

1516    ττбб   NN 1/30お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g（12コ）   500円  （税込540円） 

食感が良く、食べごたえも◎

     ※３月頃までの取り扱い予定。        λニッコー（神奈川
県大和市）    θ小麦・大豆 

1519    ττ       
     鶏ごぼうしゅうまい  

  216g（8コ）   448円  （税込484円） 

ごぼうの香りとシャキッ
とした食感が特徴。深み
のある和風味です。

限定 500

大地を守る会の生産者が育てたキャベツ、
玉ねぎやニラなどに加え、産地直送の豚肉、
ちば醤油の国産丸大豆醤油など、厳選素材
を使用。餃子を作り続けて50年のヨコミゾ
が、「食べ盛りのお子さんがいるご家庭にも
満足いただきたい」と、大地宅配のためだけ
に開発しました。

野菜がたくさん入ったこだわり餃子。
大容量なので家族みんなで楽しめます

限定 1000

1523    ττ   NN 2/6お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   817円  （税込882円）              λヨコミゾ（埼玉県さいたま市）    θ小麦・大豆 

職人が一つ一つ手包みで仕上げた逸品。皮
は国産の小麦粉で作り、包み込む具材は、
豚肉に香味野菜を混ぜ合わせ、自社製鶏ガ
ラスープを練り込んだもの。ぜひ、蒸してあ
つあつをどうぞ。うま
みが凝縮されたスー
プが、じゅわっと口の
中で広がります。

あつあつのスープがじゅわっ

             λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）  δお届
け後45日保証  θ小麦・大豆 

1521    ττ       
  $$   小籠包（しょうろんぽう）  

  180g(6コ)   722円  （税込780円） 

イメージイメージ

エビと大地を守る会の生産者の長ねぎをふ
んだんに使ったあんを、北海道産小麦で作
った皮で一つずつ手包みしました。外はつ
るん、中はぷりぷりとした食感がやみつきに
なる一品です。沸騰したお湯で約2分ゆで
るだけの手軽さも人気の秘密。醤油ベース
の専用スープでお召し上がりください。

エビのぷりぷり感がたまらない！
お好みで葉ものを加えて召し上がれ

1527    ττ   NN 1/30お届け週    
  $$   エビワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 
         ■セット内容／ワンタン144g（12コ）、スープ30g×
2パック    λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

「もちもちの皮がおいしい」と、長年人気が
ある「飛鳥の水餃子」の徳用規格。皮には国
産小麦、具材には仙台黒
豚会の豚肉を使用してい
ます。冷凍のままゆでて、
ぽん酢やゆずこしょうを
つけるのはもちろん、スー
プや鍋に入れるのもおす
すめです。

もちもちの皮がやみつきに

             λ飛鳥食品（東京都葛飾区）  δお届け後60日保証
  θえび・小麦・大豆 

1525    ττ   NN 1/30お届け週    
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  

  480g(30コ)   982円  （税込1,061円） 

カニを加えたごちそうちまき

             λ大昌（神奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1520    ττ       
  $$   横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  

  60g×5コ   1,550円  （税込1,674円） 

カニと鶏肉入りの具材に
香り高い特製ねぎ油を
加え、手で包みました。

限定 300

一口分に凝縮された素材のうまみ

             λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦・大豆 

1524    ττ   NN 1/30お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   570円  （税込616円） 

お子さんやご年配の方でも食
べやすい一口サイズ。素材の
うまみを生かして作りました。

限定 500

フライパンで簡単に揚げ焼き

             λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）  δお届
け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1528    ττ   NN 1/30お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   785円  （税込848円） 

エビ、イカ、豚肉、野菜がたっ
ぷり。パリパリの国産小麦の
皮が特徴のミニ春巻きです。

ごはんにのせるだけで中華丼に

     ※４月頃までの取り扱い予定。        λニッコー（神奈川
県大和市）    θ小麦・大豆 

1529    ττ   NN 2/6お届け週    
     中華丼の具（醤油味）  

  160g×2パック   618円  （税込667円） 

じっくりと作った鶏がらスープを
ベースに、大地を守る会の生産
者の白菜などを合わせました。

限定 500
イメージイメージ

みんな大好き中華料理。
本格的な味わいを
簡単調理で召し上がれ

中華惣菜

10選10選

7104号●商品の詳細情報（農薬使用状況・賞味期間など）は、各商品ページをご覧ください。 ●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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青果 農薬や化学肥料に頼らず、微生物の力を生かすため有機質肥料を使用。
顔の見える農家が作った野菜・果物です。

「小松菜」おいしさ
食味のプロが分析 調査

             λ有機、無／福島わかば会、三里塚酵素の
会、つくば中根グループ、他／福島県、千葉
県、茨城県、島根県、埼玉県、長崎県、群馬県、
鹿児島県、広島県、東京都、長野県     

1072    υυ             小松菜  
  200g   208円  （税込225円） 

毎週 9031

産直だから、樹上で完熟
させて食べごろにお届け

果物
国産はすべて産直

海外産はすべてフェアトレード

土壌消毒・除草剤は
原則不使用

                      
旬ならではの豊かな香り。旬ならではの豊かな香り。
糖度が高く、大粒の品種です糖度が高く、大粒の品種です

濃厚な甘み、やさしい酸味、豊か
な香りと三拍子そろった「とちお
とめ」。粒の先端の方が甘みが濃
いので、ヘタ側から先端に向けて
食べると、甘みの余韻をお楽しみ
いただけます。

     ※お届け後、なるべくお早めにお召し上がりく
ださい。        λ8割減／戸村 弘一／栃木県     

1017    υυ             栃木のとちおとめ（いちご）  
  200g   658円  （税込711円） 

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ6～5割減／お
きたま興農舎、新農業研究会、他／山形県、青
森県、長野県、福島県     

   ふじ（りんご）            
 1018       450g（2コ）    388円    （税込419円）      
 1019       800g(2コ以上)    628円    （税込678円）                                                                               

1018

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ6～5割減／
新農業研究会／青森県     

1020              徳用・青森新農業研究会のふじ（りんご）  
  徳用大箱5kg   3,280円  （税込3,542円） 

             λ有機、無～7割減／長崎有機農業研究会、
肥後あゆみの会、飯島 利巳智、他／長崎県、熊
本県、埼玉県、群馬県、愛知県、徳島県、沖縄県     

   トマト            
 1102       400g   

488円    （税込527円）   毎週 9038      

 1103       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1102

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ6～5割減／
新農業研究会、羽山園芸組合、おきたま興農
舎、他／青森県、福島県、山形県、長野県     

   王林（りんご）            
 1023       450g（2コ）    378円    （税込408円）      
 1024       800g（2コ以上）    598円    （税込646円）                                                                               

1023

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ5割減／おき
たま興農舎、新農業研究会、農事組合法人増
野／山形県、青森県、長野県     

1025              シナノゴールド（りんご）  
  800g   648円  （税込700円） 

     ※保存する場合は冷蔵庫へ｡ ※ジャムやアッ
プルパイなど料理向きのりんごです。        λ5割
減／原 明子／長野県     

1021              グラニースミス（りんご）  
  1kg(2コ以上)   880円  （税込950円） 

 青森県藤崎試験場で開発された「ふじ（東北7
号）」は60年経った今でも健在です。色付きはよく
ありませんが、その食味はやはり原点の味です。 
           λ5割減／おきたま興農舎、新農業研究会／
山形県、青森県     

1022              はじめの ふじ（りんご）  
  1kg   728円  （税込786円） 

イメージイメージイメージイメージ

イメージイメージ
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かたさ

おいしさ

青りんごのさわやかな味わいを楽しんで。青りんごのさわやかな味わいを楽しんで。
アップルパイやりんごのサラダにアップルパイやりんごのサラダに

甘み、うまみで高評価。冬の露地小松菜
野菜は冬の寒さにあたると、自らが凍らないように体内の糖度
を増して身を守ります。そのため、この時季の関東の露地もの
はいつにも増して甘く、おいしくなります。食味官能試験でも
色を除くすべての項目が市販品を上回り、特に「甘み」「うまみ」
「香り」が優れていました。多くのパネラーからも“風味が良
い”、“甘み、うまみが強い”、“普段食べる小松菜と比べて苦味や
えぐみがない”と好評でした。

食味官能試験とは
「ESR法（抗酸化力測定法）による、国産青果物の抗酸化
研究」で実績のあるデザイナーフーズ株式会社社員の中
で、味覚の判断能力を試験する五味検査を実施。上位8名
をパネラーとして選定し、官能試験結果を集計しています。

「小松菜」
生産者全員が露地栽培をしてい
るつくば中根グループ。土が凍っ
て作業ができなかったり、病虫害
など手間はかかりますが、土壌分
析や完熟牛糞堆肥を使ったバラ
ンスの良い土作りをして病虫害に
強い作物を育てています。

つくば中根グループのみなさん
（茨城県つくば市）

●小松菜の食味官能試験
8名のパネラーが
各項目を7段階評価

デザイナーフーズ株式会社調べ
（2016年1月実施）

市販品

つくば中根
グループの
小松菜

日光をさんさんと浴びて、日光をさんさんと浴びて、
甘みをしっかりと蓄えました甘みをしっかりと蓄えました

数あるりんごのなかでも、特に人
気の高い品種「ふじ」。甘みが強
く、果汁たっぷりの果肉は、シャリ
シャリと心地よい食感。日光をさ
んさんと浴びて育ち、糖分をしっ
かり蓄えています。

こくとうまみがしっかり。こくとうまみがしっかり。
肉詰めにすればごちそう料理に肉詰めにすればごちそう料理に

イメージイメージ

寒い季節に養分をため込んで育
ったトマトは、こくとうまみがしっ
かりしています。生でもおいしい
ですが、肉詰めにしてオーブンで
焼けば、うまみがぎゅっと凝縮さ
れて美味。

8 104号 ●天候などの影響により、出荷状況が大きく変わる場合があります。
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     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ6～5割減／
新農業研究会／青森県     

1026              こうこう（りんご）  
  800g   648円  （税込700円） 

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。    ■セット内容／
ふじ、王林、シナノゴールド、他のなかから2種
以上お届けします。         

1027              りんご食べ比べセット   
  1セット(3コ以上)   上限 780円  （税込842円） 

イメージイメージ

 水はけの良い段々畑
で太陽の恵みをさん
さんと受け育ちまし
た。豊かな香りと甘み
をお楽しみください。
            λ6割減／ブレス・波村 
郁夫／熊本県     

1034              達人 熊本・波村さんのぽんかん  
  500g   378円  （税込408円） 

達人・波村さんお気に入りの柑橘達人・波村さんお気に入りの柑橘

 甘露煮はもちろん、甘辛く肉と煮付けるの
も美味。皮ごと食べられるのでビタミンＣ
も豊富です。お菓子作りにも活躍します。
            λ無／高生連、宮崎アグリアート／高知県、宮崎県     

1035              きんかん  
  300g   358円  （税込387円） 

イメージイメージ

 甘く、酸っぱく、ジュー
シーでさわやかな香
り。春にふさわしい柑
橘をセットにしてお届
けします。お楽しみく
ださい。
    ※品種を紹介したリーフ
レット付き。    ■セット内
容／青島温州みかん、伊
予柑、ぽんかんなどのな
かから2～4種類。         

イメージイメージ

1037              柑橘食べ比べセット   
  1セット(2種以上)   上限 580円  （税込626円） 

品種によっておいしさいろいろ品種によっておいしさいろいろ

             λ有機、無～9割減／南伊豆太陽苑生産者
グループ、王隠堂農園、川端 敬グループ、他
／静岡県、三重県、和歌山県、愛媛県、広島県     

1036              レモン  
  300g   360円  （税込389円） 

     ※かたい場合は室温に置き、肩が少しやわら
かくなれば食べごろです。        λ6割減／佐藤果
樹園／山形県     

   達人・佐藤さんのラ・フランス            
 1038       300g    398円    （税込430円）      
 1039       600g    758円    （税込819円）                                                                               

1038

 バランゴンはフィリピンに古く
からあるバナナの品種です。
    ※他産地（有機・無）のものをお届けする場合、青
い皮のものが入る場合があります。※検疫所でく
ん蒸処理を受ける場合があります。※お買い上
げ代金のうち100g当たり1円が、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てられます。        λ無
／オルター・トレード・ジャパン／フィリピン     

   バランゴンバナナ            
 1042       500g    
388円    （税込419円）   毎週 9018      

 1043       1kg    
678円    （税込732円）   毎週 9019                                                                               

シナモントーストにしておやつにシナモントーストにしておやつに

イメージイメージ

1042

 酸味が少ないバレリ
ー種。国際フェアトレ
ード認証も取得して
います。
    ※検疫所でくん蒸処理
を受ける場合がありま
す。        λ有機、無／プリエ
イト農園／エクアドル     

   フェアトレードバナナ・エクアドル産            
 1044       500g    
375円    （税込405円）   毎週 9020      

 1045       1kg    
648円    （税込700円）   毎週 9021                                                                               

1044

         ■セット内容／りんご、みかん、洋梨、などの
なかから2種以上をお届けします。         

1046              果物セット  
  2種以上   980円  （税込1,058円） 

イメージイメージ

野菜の8割以上は、有機または
栽培期間中農薬不使用（2014年実績）
　　土壌消毒・除草剤は
原則不使用

野菜

すべて産直

                      

     ※台風などの天候影響のため、小さいもの、一部傷の
あるものをお届けする場合があります。また、洗い人参
でお届けする場合があります。        λ有機／さんぶ野菜ネ
ットワーク、農事組合法人 丸和、瀬山 明グループ、他
／千葉県、埼玉県、鹿児島県、熊本県、広島県、宮崎県     

1047              有機人参  
  800g   348円  （税込376円） 

     ※台風などの天候影響のため、小さいもの、一部傷のあるもの
をお届けする場合があります。また、洗い人参でお届けする場
合があります。        λ有機、無～7割減／さんぶ野菜ネットワーク、
千葉畑の会、堀田 信宏、他／千葉県、茨城県、埼玉県、東京都、
熊本県、宮崎県、鹿児島県、長崎県、広島県、群馬県、新潟県     

1048              人参  
  800g   318円  （税込343円） 

毎週 9023

     ※台風などの天候影響のため、小さいもの、
皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場合
があります。また、いろいろな品種をお届けし
ます。        λ有機、無／金井 修一、早坂 清彦、他
／北海道     

1049              北海道のじゃがいも  
  800g   298円  （税込322円） 

毎週 9025

 煮崩れしにくく、しっとりと甘い食感と味わ
い。煮物やシチューなどにおすすめです。
    ※台風などの天候影響のため、小さいもの、皮荒れ、一部傷のある
ものをお届けする場合があります。        λ無／金井 修一、他／北海道     

1050              メークイン  
  800g   338円  （税込365円） 

     ※台風などの天候影響のため、小さいもの、
皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場合
があります。        λ無／金井 修一／北海道     

1051              達人・金井さんの男爵  
  800g   318円  （税込343円） 

     ※台風などの天候影響のため、小さいもの、
皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場合
があります。        λ無／金井 修一／北海道     

1052              北海道・金井さんのとうや（じゃがいも）  
  800g   328円  （税込354円）      ※台風などの天候影響のため、小さいもの、

皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場合
があります。        λ有機、無／金井 修一、柴田 悦
孝、平譯 優、他／北海道     

1053              北海道のキタアカリ（じゃがいも）  
  800g   328円  （税込354円） 

     ※一部、小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無／大作 幸一、今 利一グループ、ど
らごんふらい、他／北海道     

1054              北海道の玉ねぎ  
  1kg   378円  （税込408円） 

毎週 9027

     ※ご注文多数のときには、通常の「玉ねぎ
400g」を171円（税込）でお届けする場合が
あります。        λ有機、無／今 利一グループ、他
／北海道     

1055              もったいナイ・北海道の小さな玉ねぎ  
  500g   158円  （税込171円） 

長い熟成期間を経て、長い熟成期間を経て、
酸味が和らぎ、甘みはまろやかに酸味が和らぎ、甘みはまろやかに

青島温州みかんは、温州みかんの
晩生品種です。色付きと熟度が増
す12月に収穫後、いったん貯蔵。
熟成期間を長くすることで酸味が
和らぎ、まろやかな甘みが引き立ち
ます。

             λ8割減／早藤 義則、望月 美秀／神奈川
県、静岡県     

   青島温州みかん            
 1028       400g    258円    （税込279円）      
 1029       800g    448円    （税込484円）      
 1030       2kg    980円    （税込1,058円）                                                             

1028

甘酸っぱい果汁がとってもジューシー。甘酸っぱい果汁がとってもジューシー。
ぷりぷりの果肉も自慢ですぷりぷりの果肉も自慢です

つやのある濃い橙色が印象的な、
中晩柑の代表格である伊予柑。風
味が良く、やわらかく、果汁がたっ
ぷりでジューシー。日差しを浴び
て、甘みと酸味がしっかり詰まっ
ています。

             λ無～6割減／無茶々園、ブレス、南伊豆太陽
苑生産者グループ／愛媛県、熊本県、静岡県     

   伊予柑            
 1031       450g    298円    （税込322円）      
 1032       800g    468円    （税込505円）      
 1033       1.5kg    758円    （税込819円）                                                             

1032

ビタミンC豊富なキウイフルーツはビタミンC豊富なキウイフルーツは
朝のデザートにおすすめ朝のデザートにおすすめ

甘酸っぱく、さわやかな味わいが
人気のキウイフルーツ。ビタミンC
が豊富なので、朝食のデザートに
おすすめです。キウイフルーツを
たくさん食べて、寒い季節も元気
に過ごしましょう。

     ※かたい場合は室温に置き、やわらかくなっ
てからお召し上がりください。        λ有機、無／
松永 剛行、荒木 久、舘野 文雄、他／静岡県、
石川県、栃木県、山梨県、神奈川県、群馬県     

   キウイフルーツ            
 1040       180g    258円    （税込279円）      
 1041       500g    488円    （税込527円）                                                                               

1040

9104号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　● 毎週 0000 毎週お届け登録対象の青果品は、季節により商品名や品種、価格の変更がある場合があります。
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● 大地宅配の農産物は、すべて第三者認証機関（農水省登録認定機関）であ
る『アファス認証センター』によって認証を受けています。
● 天候・育成状況・販売状況によって生産者・産地や農薬使用状況が変更にな
る場合があります。
● 商品情報に示してある果物の個数は目安です。特に、大きいものや小さいも
のをお届けする場合は変わることがあります。

● 栽培の状況により、大きいもの、小さいもの、少し傷のあるものなどが出荷
されることがあります。その場合、価格を下げてお届けすることもあります。
● 生産物の農薬使用状況（予定）について本紙以外のカタログ、注文書にお
いても、次の表示をしています。
　 「有機」…日本農林規格に基づいた有機農産物の認証を受けたもの、「無」
…栽培期間中節減対象農薬不使用（※1）、「○割減」…都道府県で定めて

いる慣行栽培における品目別節減対象農薬の使用成分数（※2）に対し、生
産者が実際に削減した節減対象農薬の成分数の割合。
　  （※1）節減対象農薬とは、化学合成農薬のうち有機JAS規格では使用不可
能な農薬です。（※2）購入種苗においては購入後の成分数。詳しくはお買
い物サイトをご覧ください。

青
果
・
米
情
報

充実の
人気野菜
セット

葉菜 葉物
2パック

キャベツ
1コ

サニー
レタス1コ

根菜 人参2本 大根1本

果菜 トマト2コ きゅうり3本

旬の野菜 ブロッコリー1コ なす2コ

べジタLお届け目安（10品目）

【放射能検査について】野菜セッ
トは放射能不検出確認済みです。
※検出限界値が、放射性セシウム
134、137およびヨウ素131の核種
それぞれおおむね10Bq/kg未満。
※「福島と北関東の農家がんばろ
うセット」は、放射能の自主流通基
準値以下確認済。
【ご注文方法のご注意】※登録を
お休みされる際は、注文書の「毎
週・定期お届け登録1回休み」に
“0”とご記入ください。※「毎週お届
け登録」と「1回のみお届け」を両
方ともご注文いただいた場合、登
録数との合計数をお届けします。

イメージイメージ イメージイメージ

じゃがいも3コ 玉ねぎ2コ 果物2コ

+じゃが玉＆果物のお届け目安

じゃがいも3コ 玉ねぎ2コ 果物2コ

葉菜 葉物
1パック

キャベツ
1/2コ（※3）

サニー
レタス1コ

根菜 人参2本

果菜 トマト2コ きゅうり3本

旬の野菜 ブロッコリー1コ

べジタSお届け目安（7品目）

3～4人用3～4人用

ベジタ

L
2～3人用2～3人用

ベジタ

M
1～2人用1～2人用

ベジタ

S
丸ごと丸ごと（※2）（※2）野菜派に。野菜派に。
ボリュームボリューム
たっぷりたっぷり
セットセット

ベジタ人気№1。ベジタ人気№1。
ベーシックベーシック
セットセット

「ベジタ」または「ベジタ＋じゃが
玉＆果物」をご注文いただくと、
もれなくポイントが付きます。

畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めて感謝を込めて

+じゃが玉＆果物のお届け目安

産地限定の野菜をお届け 希少な有機栽培の野菜セットまだまだ応援が必要です

■セット内容／（予定）人参・じゃがいもなど根菜、大
根・レタス、葉物類、果菜類、果物類

北海道や甲信越（新潟・長野・山梨）、
愛知より西の産地からお届け。さら
なる安心感をお求めの方にご用意
したセット野菜。「子どもたちに安心
を」という声を形にしました。

東日本大震災の被害から前を
向いて歩んでいる産地を応援す
る野菜セットです。
■セット内容／（予定）人参、さつま
いも、白菜、葉物、りんごなど

イメージ イメージ

お届け

いもなど根菜 大
イメージ

要です 菜セット菜 ッット

イメージ

有機JAS認証を取得した野菜だけ
をセットしてお届けします。
■セット内容／（予定）人参など根菜か
ら2品、小松菜などの葉物から2品、ニ
ラ・葉ねぎなどから1品、ピーマンなど
の果菜から2品の合計7品をお届け。イメージ

葉菜 葉物
1パック

キャベツ
1/2コ（※3）

サニー
レタス1コ

根菜 人参2本

果菜 トマト2コ きゅうり2本

旬の野菜 ブロッコリー
1コ

なす
2コ

お楽しみ
1品＋

イメージ

じゃがいも3コ 玉ねぎ2コ 果物2コ

べジタMお届け目安（9品目）

+じゃが玉＆果物のお届け目安

大型野菜は大型野菜は
カットカット（※3）（※3）。。
少量多品目少量多品目
セットセット

じつは・・・単品で買うよりお得（※1）なんです！
畑を応援！ おすすめの野菜セット「ベジタ」

季節の野菜が届く、人気№1野菜セット「ベジタ」。お得な畑の応援ポイント、産地情報やレシピ掲載のリーフレットも付いた「ベジ
タ」をぜひ！
（※1）2016年1～8月のベジタL・M・S・＋じゃが玉&果物は、単品を積算した販売価格（税別）に対し平均104%以上お得でした。野菜の不足に
よりセット販売価格に達しない場合は減額してお届けします。（※2）箱に入らない場合は半分にカットしてお届けする場合があります。（※3）大
根やキャベツなどの大型野菜をカットして半分でお届けします。

好評につき
Mの1品増量を
継続します！

     ※じゃがいもはいろいろな品種をお届けしま
す。    ■セット内容／じゃがいも2～5コ、玉ね
ぎ1～4コ、人参1～4本計1kg         

1056              じゃが玉人参セット  
  計1kg   360円  （税込389円） 

毎週 9028
イメージイメージ

     ※規格外品や、余剰となった正品を約10％
以上お得な価格でお届けします（果物が入る
場合もあります）。             

1057              もったいナイ・野菜セット  
  1セット(1～3品目)   上限 500円  （税込540円） 

イメージイメージ

             λ有機、無～8割減／黒崎有機栽培研究会、天
恵グループ、大中農友会、他／神奈川県、愛知
県、滋賀県、埼玉県、千葉県、茨城県、鹿児島県     

1058              大根  
  1本   218円  （税込235円） 

毎週 9030

イメージイメージ

じっくりコトコト煮込んで、じっくりコトコト煮込んで、
あったかシチューにしてどうぞあったかシチューにしてどうぞ

葉から根までおいしくいただける
かぶ。根はとろけるくらいやわら
かく煮込んで、シチューやスープ
にしてどうぞ。葉は漬け物や炒め
物、おひたしなどにして、旬の味覚
をご堪能ください。

     ※葉をカットしてお届けする場合があります。
        λ有機、無／小野寺 孝一、岡村グループ、堀
田 辰郎、他／茨城県、埼玉県、福島県、千葉県     

1060              かぶ  
  400g   218円  （税込235円） 

 みずみずしくとっても甘い三浦大根。煮
くずれしにくいので、ブリ大根などの煮
物やおでんにぴったり。
            λ9～8割減／黒崎有機栽培研究会／神奈川県     

1059              三浦大根  
  1本   318円  （税込343円） 

     ※土を洗い落とした状態でお届けする場合が
あります。        λ有機、無～9割減／堀田 信宏、
常総センター、三里塚酵素の会、他／茨城
県、千葉県、鹿児島県     

1061              さつまいも  
  800g   368円  （税込397円） 

 麦芽糖の比率が高く、後味のすっきりとした上品な甘さが特徴です。
加熱するとしっとりした食感で、焼いてもふかしても、大変美味。
    ※泥付きでお届けする場合があります。        λ有機、無～9割減／堀田 
信宏、酒井 久和、三里塚酵素の会、他／茨城県、千葉県、鹿児島県     

1062              濃厚あま蜜さつまいも・紅はるか  
  800g   398円  （税込430円） 

 砂地で栽培される坂出金時は上品な甘
さが特徴です。
    ※大きいものは、1本でお届けする場合があり
ます。        λ無／高生連／香川県     

1063              坂
さかいできんとき

出金時（さつまいも）  
  600g   578円  （税込624円） 

 他のさつまいもにはない強い甘み、クリ
ームのようななめらかな食感が特徴。
    ※皮目の赤い「紅」または白い「黄金」のいずれかをお
届けします。        λ有機、無／かごしま有機／鹿児島県     

1064              安納いも（紅または黄金）  
  600g   478円  （税込516円） 

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、吉沢 
重造、福井 忠雄、他／千葉県、埼玉県、茨城
県、鹿児島県、熊本県、新潟県     

1065              里芋  
  600g   388円  （税込419円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1066              長芋（脱気パック）  
  250g   318円  （税込343円）              λ無／常総センター、福島わかば会、大曲有

機農業生産組合／茨城県、福島県、秋田県     

1067              長芋  
  500g   478円  （税込516円） 

           子どもたちへの
安心野菜セット  
  1セット(7品)   2,000円
   （税込2,160円）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

 1014 毎週 9007

           福島と北関東の
農家がんばろうセット  
  1セット(5品)   1,180円
   （税込1,274円）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

 1015 毎週 9008

           有機ＪＡＳ認証
野菜セット  
  1セット(7品)   2,000円
   （税込2,160円）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

 1016 毎週 9009

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  10品目   2,350円  （税込2,538円）
           ベジタＬ  

毎週 9001 1008
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  13品目    3,000円  （税込3,240円）
           ベジタＬ＋じゃが玉＆果物  

毎週 9004 1011

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  9品目   1,880円  （税込2,030円）
           ベジタＭ  

毎週 9002 1009
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  12品目    2,530円  （税込2,732円）
           ベジタＭ＋じゃが玉＆果物  

毎週 9005 1012

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  7品目    1,580円  （税込1,706円）
           ベジタＳ  

毎週 9003 1010
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  10品目   2,230円  （税込2,408円）
           ベジタＳ＋じゃが玉＆果物  

毎週 9006 1013

10 104号 ●天候などの影響により、出荷状況が大きく変わる場合があります。 ● 毎週 0000 毎週お届け登録対象の青果品は、季節により商品名や品種、価格の変更がある場合があります。
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福井 忠雄さんの主な商品

寒くなるにつれてぐっと増す甘み 煮物にすれば、ねっとりほくほく

ほっと
Story

産地の

福井 忠雄
（埼玉県日高市）

畑の応援登録 毎週お届け登録　　　　　  は、
毎週１点当たり１ポイント付き

毎週 0000

豊作の野菜が
通常価格より
10％以上お得

イメージ

日本各地に伝わる
珍しい在来品種

イメージ

りんごやみかんの季節。
通常価格より
10％以上お得
※りんごや洋梨など
の一部の果物は1品
で上限価格1,080円
（税込）となります。

イメージ

             λ有機、無／常総センター、千葉畑の会、農事
組合法人 丸和、他／茨城県、千葉県、北海道     

1069              ごぼう  
  300g   265円  （税込286円） 

 とろろごはんやとろろそばなど、すりおろ
して食べるなら長芋より粘りが強いこち
らがおすすめ。
            λ9割減／岡村グループ／埼玉県、群馬県     

1068                         ねばトロ大和芋  ねばトロ大和芋    
  500g   484円  （税込523円） 

             λ無～8割減／常総センター、柳生 信義、加
藤 幸雄、他／茨城県、愛知県、熊本県、佐賀
県、石川県     

1070              れんこん  
  350g   378円  （税込408円） 

 粘りの強いもっちりとした食感が特徴。
団子汁や煮物におすすめ。
    ※泥付きでお届けする場合があります。        λ8
割減／福田 敏章／石川県     

1071              加賀れんこん  
  350g   528円  （税込570円） 

             λ有機、無／福島わかば会、三里塚酵素の
会、つくば中根グループ、他／福島県、千葉
県、茨城県、島根県、埼玉県、長崎県、群馬県、
鹿児島県、広島県、東京都、長野県     

1072    υυ             小松菜  
  200g   208円  （税込225円） 

毎週 9031

             λ有機、無／三枝 晃男、深田 友章、藤川 春
雄、他／埼玉県、茨城県、群馬県、島根県、広
島県、長崎県、鹿児島県、千葉県、東京都、福
島県     

1073    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 9032

             λ有機、無／つくばの風、福島わかば会、鳥
次 耕市、他／茨城県、福島県     

1074    υυ             寒ちぢみほうれんそう  
  200g   238円  （税込257円） 

             λ有機／大地と自然の恵み、大和田 忠／高
知県、茨城県     

1075    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   218円  （税込235円）              λ有機、無／福島わかば会、三里塚酵素の

会、さんぶ野菜ネットワーク、他／福島県、千
葉県、東京都、島根県、広島県、鹿児島県、群
馬県     

1076    υυ             水菜  
  200g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／栗峰園四万十クラブ、大地と自
然の恵み、高生連、他／高知県、静岡県     

1077              菜花  
  150g   238円  （税込257円）              λ有機、無／福島わかば会、仙台みどり会、

いわき夏井ふぁーむ、他／福島県、宮城県、鹿
児島県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県     

1078              春菊  
  150g   198円  （税込214円） 

             λ有機、無／仙台みどり会、ユニオンファー
ム、くらぶち草の会、他／宮城県、茨城県、群
馬県     

1079    υυ             チンゲンサイ  
  200g   188円  （税込203円） 

イメージイメージ

寒い日はやっぱり鍋料理。寒い日はやっぱり鍋料理。
長ねぎをたっぷり入れて召し上がれ長ねぎをたっぷり入れて召し上がれ

寒さが身にしみる季節は、あつあ
つの鍋料理でほっと一息。甘くと
ろける食感の長ねぎは、肉、魚、ど
ちらの鍋でも名脇役。特に冬の長
ねぎは、おいしさが際立っていま
す。今年は豊作です。たくさんお
召し上がりください。

             λ有機、無～8割減／黒沢グループ、岡村グ
ループ、つくば中根グループ、他／埼玉県、茨
城県、千葉県、新潟県     

1081              長ねぎ  
  300g   226円  （税込244円） 

毎週 9034

 ほうれんそうや小松菜など、葉物のみの1
～3束のセット。単品注文よりもお得です。                 

1080              葉物セット   
  1セット   上限 605円  （税込653円） 

イメージイメージ

             λ有機、無～8割減／岡村グループ、黒沢グ
ループ、つくば中根グループ、他／埼玉県、茨
城県、千葉県、秋田県、新潟県     

1082              ムキねぎ  
  200g   246円  （税込266円） 

 群馬県西部地方で栽培されている下仁
田ねぎ。甘くてやわらかく、トロリとした
食感で大変美味。
            λ有機、無／甘楽町有機農業研究会／群馬県     

1083                         下仁田ねぎ  下仁田ねぎ    
  400g   458円  （税込495円） 

             λ有機／大地と自然の恵み、いわみ地方有
機野菜の会、やさか共同農場、他／高知県、
島根県、千葉県     

1084              有機葉ねぎ  
  100g   198円  （税込214円） 

             λ有機、無／天谷 幸男、大地と自然の恵み、
福島わかば会、他／栃木県、高知県、福島県     

1085    υυ             ニラ  
  100g   168円  （税込181円） 

毎週 9033

るにつれてぐっと増す

             λ無～6割減／小野寺 孝一、岡村グルー
プ、福井 忠雄、他／茨城県、埼玉県、栃木県、
長崎県、千葉県     

1097              白菜  
  1/2コ   208円  （税込225円） 

物にすれば、ねっとりほくほ

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、吉沢 
重造、福井 忠雄、他／千葉県、埼玉県、茨城
県、鹿児島県、熊本県、新潟県     

1065              里芋  
  600g   388円  （税込419円） 

              豊作くん  
  野菜1～2品目   上限267円  （税込288円）

毎週お届け登録1回のみお届け

毎週 9012 2162

              みのりちゃん  
  果物1～2品目   上限600円  （税込648円）

毎週お届け登録1回のみお届け

 2163 毎週 9013

              日本むかし
野菜  
  野菜または果物1～2品目   上限600円  （税込648円）

毎週お届け登録1回のみお届け

 2164 毎週 9014

寒締め白菜が美味！
寒さにさらすことで甘みが増します
埼玉県日高市に位置する福井忠雄さんの畑では、毎年12月になると
「白菜の頭しばり」という作業を行います。白菜の上部をひもでし
ばり、コートを着ているかのようにして、極度の寒さから身を守らせ
るためです。実は、適度な寒さはおいしさの秘密でもあります。冷た
い空っ風にあたると白菜は凍結から身を守るべく糖分を蓄積。その
まま年を越した白菜は、甘みをじっくりとため込み、葉も肉厚に育つ
のです。

農薬に頼らず、堆肥を計算し尽くして仕上げた自慢の里芋
冬になると、白菜とともに里芋が福井さんの畑を彩ります。福井さ
んは里芋を農薬に頼らず、堆肥をバランス良く設計して味を仕上げ
ています。ねっとりとした緻密な食感で、冬の煮物にぴったりの里芋
は、「里芋アイス」にもおすすめです。ふかした里芋をフードプロセッ
サーにかけ、同量の豆乳とお好みの砂糖を入れて冷凍するだけ。お
子さんのおやつにもぴったりですよ。
 農産担当：村瀬 峻史

後継者の福井洋一さんと
じっくり育った白菜（写真上）

里芋をアイスにすると
絶品デザートに！（写真下）

11104号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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美味
レシピ

         ■セット内容／白菜1/4コ、ムキねぎ200g、
生しいたけ50g         

1086              鍋野菜きのこセット  
  1セット   522円  （税込564円） 

             λ無／福島わかば会／福島県     

1087              あさつき  
  130g   189円  （税込204円） 

             λ有機、無／大地と自然の恵み、他／高知県     

1088              生姜  
  200g   328円  （税込354円） 

     ※ホワイト六片種をお届けします。※一部欠け
たもの、小さめのものが入る場合があります。
        λ無／十和田ニンニク生産組合／青森県     

1089              青森のにんにく  
  100g   378円  （税込408円） 

             λ有機／かごしま有機／鹿児島県     

1090              鹿児島の有機葉にんにく  
  100g   238円  （税込257円） 

 群馬県西部地方で栽培されている下仁
田ねぎ。甘くてやわらかく、トロリとした
食感で大変美味。
            λ有機、無／甘楽町有機農業研究会／群馬県     

1083              下仁田ねぎ  
  400g   458円  （税込495円） 

             λ有機／ひさまつ農園、矢澤園芸／茨城県     

1091              有機青じそ  
  10枚   238円  （税込257円） 

             λ有機、無～8割減／すけむねレタスグルー
プ、長崎有機農業研究会、蕪栗米生産組合 野
菜部会、他／静岡県、長崎県、宮城県、茨城県     

1093    υυ             レタス  
  1コ   298円  （税込322円） 

毎週 9035

 赤い葉先にカロテンが含まれ栄養満点。
肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ有機、無／天恵グループ、小野寺 孝一、農事
組合法人 丸和、他／愛知県、茨城県、千葉県     

1094              サニーレタス  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～8割減／天恵グループ、黒崎有
機栽培研究会、他／愛知県、神奈川県、茨城
県、栃木県、千葉県     

1095              キャベツ  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9036

             λ7割減／澤島 一弘、岡安 平之／静岡県、
愛知県     

1096              芽キャベツ  
  200g   388円  （税込419円） 

             λ無～9割減／天恵グループ、福井 忠雄、
他／愛知県、埼玉県     

1099    υυ             カリフラワー  
  1コ   348円  （税込376円）              λ有機、無～9割減／長崎有機農業研究会、

肥後あゆみの会、真南風の会／長崎県、熊本
県、沖縄県     

1104              九州・沖縄のトマト  
  400g   548円  （税込592円） 

     ※丸い品種か細長い品種のどちらかをお届け
します。        λ有機、無～8割減／高生連、長崎
有機農業研究会、やさい耕房伊勢崎、他／徳
島県、長崎県、群馬県、熊本県     

1105              ミニトマト  
  200g   398円  （税込430円） 

毎週 9039

 パリッとみずみずしく、香り豊か。シンプルな塩もみでもお
いしさ抜群。サラダはもちろん、酢の物やオイキムチなどに。
    ※四葉きゅうりをお届けする場合があります。        λ無～7割減／宮崎ア
グリアート、高生連、真南風の会、他／宮崎県、高知県、沖縄県、福島県     

1106              きゅうり  
  300g   348円  （税込376円） 

毎週 9040

 食べごたえのある立派な大きさ。肉質もとろりと
やわらかく、煮物や揚げ浸し、焼きなすなどに。
    ※不足の場合は、他産地の普通のなすをお届
けします。        λ9割減／島添 由太郎／福岡県     

1107              九州の長なす  
  300g   368円  （税込397円） 

             λ有機、無～9割減／宮崎アグリアート、真
南風の会、沖縄畑人村、他／宮崎県、沖縄県     

1108              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円）      ※色は選べません。赤、黄、オレンジからお届

けします。        λ8割減／高生連、真南風の会／
高知県、沖縄県     

1109              パプリカ  
  150g   438円  （税込473円） 

     ※サイズは1.6kg～2.5kg・価格は954円～
1,490円（税込）の間でお届け。サイズのご指
定はできません。        λ無／高生連／高知県     

1110              万次郎かぼちゃ  
  1コ   1,380円  （税込1,490円） 

     ※島いんげんを代用でお届けする場合があり
ます。        λ有機、無～8割減／真南風の会、沖
縄畑人村、他／沖縄県     

1111              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

             λ無～9割減／真南風の会／沖縄県     

1112              いんげん（びっくりジャンボ）  
  100g   298円  （税込322円）      ※消費期間はお届け日の翌日です。        λサ

ラダコスモ（長野県駒ヶ根市）  εお届け
後2日保証   

1113    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     緑豆もやし（有機栽培種子使用）  

  200g   81円  （税込87円） 

毎週 9041

1114    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     彩の国在来種の発芽大豆・いろどり7  

  100g   200円  （税込216円） 
     ※約5分塩ゆでしてください。        λ飯塚商
店（埼玉県深谷市）  δお届け後4日保証
  θ大豆 

イメージイメージ

プリプリのエビと合わせればプリプリのエビと合わせれば
食感が楽しいメインおかずに食感が楽しいメインおかずに

和風、洋風、中華と、さまざまな料
理に活躍する白菜。エビと一緒に
炒めて片栗粉でとろみをつけれ
ば、食感がおいしい一皿に。とろ
～りとしたあんかけに、冷えた体
も温まります。

             λ無～6割減／小野寺 孝一、岡村グルー
プ、福井 忠雄、他／茨城県、埼玉県、栃木県、
長崎県、千葉県     

   白菜            
 1097       1/2コ    208円    （税込225円）      
 1098       1コ    348円    （税込376円）                                                                               

1097

             λ有機、無／天恵グループ、鳥越農園ネット
ワーク／愛知県、福岡県     

   グリーンセロリ            
 1100       200g    318円    （税込343円）      
 1101       800g    498円    （税込538円）                                                                               

1100

イメージイメージ

 ゆでてサラダはもち
ろん、炒め物にも。彩
りの良いスープにす
るのもおすすめです。
            λ有機、無～7割減／
黒沢グループ、天恵グ
ループ、黒崎有機栽培
研究会、他／埼玉県、
愛知県、神奈川県、長崎
県、静岡県、茨城県、千
葉県     

1092    υυ             ブロッコリー  
  1コ   318円  （税込343円） 

甘みがのった冬のブロッコリーで甘みがのった冬のブロッコリーで

1615        
  $$   洋風ブイヨン         

あわせてどうぞ

下
仁
田
ね
ぎ
の

マ
リ
ネ

程よい酸味が引き立てる程よい酸味が引き立てる
とろりと濃厚な甘みとろりと濃厚な甘み

作り方
①ねぎを鍋の大きさに合わせて切
り、スープでやわらかくなるまで
弱火で煮る。
②水気を切ってAを合わせた中に
20分ほど漬ける。
③食べやすく切って盛り付けて完成。

材料（4人分）
下仁田ねぎ ·······························4本
洋風スープ（チキンブイヨン、洋風
ブイヨンを表示通りに薄めたもの）
··········································4カップ
A【 白ワイン（大さじ2）、酢（大さじ
2）、塩・こしょう（各少々）、オリー
ブオイル（大さじ6）】

12 104号 ●天候などの影響により、出荷状況が大きく変わる場合があります。　● 毎週 0000 毎週お届け登録対象の青果品は、季節により商品名や品種、価格の変更がある場合があります。
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髙橋 弘先生
麻布医院院長、医学博士。
ハーバード大学医学部内
科元准教授。『ハーバー
ド大学式命の野菜スープ』
（宝島社）他、著書多数。

キレイにうれしい野菜力キレイにうれしい野菜力

ファイトメンテファイトメンテ
植物が紫外線や外敵から自分を守るために作り出す機能性成分・
ファイトケミカルを摂取し、美しく健やかな毎日を過ごすヒントをご紹介。

イメージイメージ

                      

     ※一部、小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無／大作 幸一、今 利一グループ、ど
らごんふらい、他／北海道     

1054              北海道の玉ねぎ  
  1kg   378円  （税込408円） 

毎週 9027

             λ有機、無／福島わかば会、仙台みどり会、
いわき夏井ふぁーむ、他／福島県、宮城県、鹿
児島県、群馬県、埼玉県、茨城県、千葉県     

1078              春菊  
  150g   198円  （税込214円） 

             λ有機、無／大地と自然の恵み、他／高知県     

1088              生姜  
  200g   328円  （税込354円） 

菌床だけでなく、
栽培施設内も農薬不使用

しいたけは原木栽培のみ

　　

きのこ
                      

             λ無／平庭高原白樺ファミリー、菌興椎茸協
同組合／岩手県、鳥取県、愛知県、長野県、岐
阜県、広島県     

1115    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   298円  （税込322円） 

毎週 9042

             λ無／菌興椎茸協同組合／鳥取県、愛知
県、長野県、岐阜県、広島県     

1116    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   328円  （税込354円） 

毎週 9043

イメージイメージ

清流が流れる鮭川村ですくすく育ち、清流が流れる鮭川村ですくすく育ち、
大きなサイズとつるつる食感が魅力大きなサイズとつるつる食感が魅力

軸をカットし、洗ってからパック詰
めしました。つるんとしてコシのあ
る、歯ざわりの良さがやみつきに。
広葉樹の国産おがくずと地下水で
作られた培地で元気に育った笠の
大きななめこです。

             λ無／熊谷伊兵冶ナメコ生産所／山形県     
1117    υυ             洗いなめこ  

  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9045
     ※白まいたけをお届けする場合があります。
        λ無／自然耕房、マッシュハウス最上／群馬
県、山形県     

1118    υυ             まいたけ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9046

     ※えのきたけ（ホワイト）をお届けする場合が
あります。        λ無／キノコ村／長野県     

1119    υυ             えのきたけ（ブラウン）  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9047

 やさしい味わいが特徴のおいしいきのこ。栽
培生産者が少なく希少になってきました。
            λ無／秋田ふるさと農協／秋田県     

1120    υυ             ひらたけ  
  100g   186円  （税込201円） 

             λ無／秋田ふるさと農協／秋田県     

1121    υυ             ぶなしめじ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9048

             λ無／キノコ村／長野県     

1122    υυ             エリンギ（きのこ）  
  100g   213円  （税込230円） 

毎週 9049

     ※舟形マッシュルームは売り上げの1％を「大
地を守る第一次産業支援基金」に寄付しま
す。        λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

1123    υυ       
     ホワイトマッシュルーム  

  100g   248円  （税込268円） 

イメージイメージ

 鳥取県のきのこ屋さ
ん自慢の3種類のき
のこをセット。味、香
りともに秀逸なきの
こです。3つの個性が
味わえます。
        ■セット内容／生しい
たけ、やなぎまつたけ、
まいたけの3種類をセッ
トにしてお届けします。
    λ無／菌興椎茸協同組
合／鳥取県、愛知県、長
野県、岐阜県、広島県     イメージイメージ

1124    υυ             お楽しみ3種の香り・きのこ倶楽部  
  1セット(120g)   368円  （税込397円） 

うまみや香りの違いを食べ比べてうまみや香りの違いを食べ比べて

少量規格など
                      

     ※上半分か下半分は選べません。        λ有機、無
～8割減／黒崎有機栽培研究会、天恵グルー
プ、大中農友会、他／神奈川県、愛知県、滋賀
県、埼玉県、千葉県、茨城県     

1125              大根  
  1/2本   158円  （税込171円） 

毎週 9029

             λ有機、無／常総センター、千葉畑の会、農事
組合法人 丸和、他／茨城県、千葉県、北海道     

1126              ごぼう  
  150g   158円  （税込171円） 

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ8～6割減／
岩国れんこん生産者の会／山口県     

1127    υυ             岩国れんこん（洗い）  
  220g   398円  （税込430円）              λ有機、無～8割減／岡村グループ、黒沢グ

ループ、つくば中根グループ、他／埼玉県、茨
城県、千葉県、秋田県、新潟県     

1128              ムキねぎ  
  100g   168円  （税込181円） 

             λ有機、無～8割減／天恵グループ、黒崎有
機栽培研究会、他／愛知県、神奈川県、茨城
県、栃木県、千葉県     

1129    υυ             キャベツ  
  1/2コ   198円  （税込214円） 

毎週 9037

             λ無～6割減／小野寺 孝一、岡村グルー
プ、福井 忠雄、他／茨城県、埼玉県、栃木県、
長崎県、千葉県     

1130              白菜  
  1/4コ   126円  （税込136円） 

             λ無～7割減／宮崎アグリアート、高生連、真
南風の会、他／宮崎県、高知県、沖縄県、福島県     

1131              きゅうり  
  180g   245円  （税込265円） 

2001    υυ     
     川越育ちのめちゃ甘ほうれんそう  

  200g   308円  （税込333円） 
             λ無／深田 友章、藤川 春雄、吉沢 重造
／埼玉県     

2003      
     フルーツトマト  
  200g   398円  （税込430円） 

             λ有機、無～9割減／肥後あゆみの会／熊本県     

2002      
     達人・吉田恭一さんの有機下仁田ねぎ  
  400g   468円  （税込505円） 

             λ有機／甘楽町有機農業研究会・吉田 恭一／群馬県     

2004    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ブラウン）  
  1コ(直径9cm～10cm)   460円  （税込497円） 
             λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

限定 100

花粉症に悩む人には、アレルギー反応や
炎症反応を抑えるファイトケミカルを含
む野菜がおすすめです。玉ねぎの茶色
の皮成分に含まれるケルセチンは、アレ
ルギーの原因となるIgE抗体の産生を抑
制することで抗アレルギー作用を発揮し
ます。春菊に豊富に含まれるβ-カロテン

は体内で必要な分だけビタミンAに変換
され粘膜のバリアを強化し、花粉や病原
菌などから私たちを守ってくれます。そ
して、生の生姜の辛み成分である「ジン
ゲロール」、ジンゲロールを加熱するとで
きる「ショウガオール」にも抗アレルギー
作用や抗炎症作用があります。

花粉症に効く抗アレルギー作用の野菜

今週は『花粉症の季節に』今週は『花粉症の季節に』

13104号●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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商品名・生産者 精米度 規格 価   格 1回のみのお届け 定期お届け登録（ポイント付き）

有
機

有機新潟コシヒカリ 
λ有機／大塚 博久、
他／新潟県

白 米 1.5kg 1,170円（税込1,264円） 1132 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

有機秋田あきたこまち 
λ有機／大潟村げんきグループ、
他／秋田県

白 米

5kg

3,455円（税込3,731円） 1133 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1134 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1135 毎週 9281 隔週 9282 ¼  週 9283

有機宮城ササニシキ 
λ有機／ライスネット仙台、
他／宮城県

白 米

5kg

3,255円（税込3,515円） 1136 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,295円（税込3,559円） 1137 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 2,975円（税込3,213円） 1138 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／みずほ有機生産者グループ、
他／山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1142 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1143 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1144 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／大和 秀輔、他／
熊本県、宮崎県、大分県、
広島県、島根県、鹿児島県、
岡山県、滋賀県、福岡県

  無洗米 

5kg

3,660円（税込3,953円） 1139 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,680円（税込3,974円） 1140 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1141 毎週 9218 隔週 9219 ¼  週 9220

減
農
薬

新潟コシヒカリ  
λ8割減／オブネット＆イケメン会、
他／新潟県

白 米
1.5kg 860円    （税込929円） 1145 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1146 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1147 毎週 9239 隔週 9240 ¼  週 9241

山形おきたまコシヒカリ
λ8割減／おきたま興農舎／
山形県

白 米

5kg

2,770円（税込2,992円） 1148 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,830円（税込3,056円） 1149 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,640円（税込2,851円） 1150 毎週 9248 隔週 9249 ¼  週 9250

山形おきたまつや姫 
λ8割減／おきたま興農舎／
山形県

白 米

4.5kg

2,760円（税込2,981円） 1151 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1152 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1153 毎週 9257 隔週 9258 ¼  週 9259

北海道ななつぼし 
λ9～7割減／北斗会、
他／北海道

白 米
1.5kg 850円    （税込918円） 1154 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1155 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1156 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1157 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1158 毎週 9272 隔週 9273 ¼  週 9274

粘り、甘みの
バランスが良い
北海道米

お
い
し
さ
厳
選
米

人
気
の
産
地
と
品
種
を
撰
り
す
ぐ
り

にこまる、
コシヒカリなどを

滋賀県以西からお届け

甘み、うまみ、
粘りのバランスが良い
人気ブランド

人気上昇中の
注目品種

人気ブランドの
有機米

あっさりとしながら
味わい深く、
和食に最適

貴 重

コシヒカリと
人気を二分！

秋田県大潟村から
お届け

注目品種を
産地限定でお届け

環境に恵まれた
おきたま興農舎限定

人気上昇中

注目品種

定期お届け
登録なら

 選んだ頻度
　　　　　
　　　 で
自動的に届く
ので便利

毎週 隔週
1/4週

 お届けごとに
　　  　    の
いずれかが
付いてお得！

米 全国のこだわり生産者からお届け。

■すべて2016年産 ■届いたお米はなるべく早めにお召し上がりください。お米は生鮮食品です。ご家庭での備蓄には、十分ご注意ください。時間がたつと劣化して味が
落ちたり、保存状態によっては虫やカビが発生します。おすすめはペットボトルなど密封した容器に入れ替えたうえで冷蔵保存すること。白米で約1カ月、玄米で約1年は、
おいしくお召し上がりいただけます。■七分米・胚芽米の水加減、炊き加減は白米と同じ。米ぬかが残っているのでうまみがあります。

                      
   有機北海道ななつぼし            
 1161     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          

 1162     七分 5kg    3,500円    （税込3,780円）                                                                                                   
 粘り、つや、うまみ、三拍子そろったお米です。北海道の
雄大な自然の恵みをお届けします。            λ有機／北斗会、他
／北海道     

   有機ミルキークイーン            
 1163     白米 2kg    1,580円    （税込1,706円）          

 1164     七分 2kg    1,580円    （税込1,706円）          

 1165     玄米 2kg    1,480円    （税込1,598円）                                                                             
 筑波山を望む大地で米作りに励む大嶋さんの米を中心に
お届け。粘りが強く、冷めてもかたくなりにくいので、お弁
当等におすすめです。            λ有機／大嶋 康司、他／茨城県     

   有機信州コシヒカリ            
 1159    無洗米    白米 2kg    1,550円    （税込1,674円）          

 1160      胚芽米  2kg    1,530円    （税込1,652円）                                                                                                   
 長野県のなかでも随一の米どころ佐久平。四方を2,000ｍ級の
山々に囲まれています。健康なお米を作りたい気持ちで日々励
んでいます。            λ有機／ＪＡ佐久浅間臼田有機米部会 ／長野県     

   日本の原風景里山の棚田米・高知ヒノヒカリ            
 1166     白米 5kg    3,640円    （税込3,931円）        
 1167     七分 5kg    3,640円    （税込3,931円）        
 1168     玄米 5kg    3,360円    （税込3,629円）                                                                           
 朝靄にかかる幻想的な棚田の景色。寒暖差のある気候、
綺麗な空気。米作りに最適な環境下でお米作りをしてい
ます。    ※予定品種：ヒノヒカリ、他。        λ無／高生連（式地 
寛肇） ／高知県     

   稲田コシヒカリ            
 1169     白米 5kg    3,480円    （税込3,758円）          

 1170     七分 5kg    3,480円    （税込3,758円）                                                                                                   
 米は毎日の主食。安定した品質を維持することを大切
に、毎年おいしいと評判の稲田稲作研究会の米です。
            λ無／稲田稲作研究会／福島県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1171     白米 2kg    1,400円    （税込1,512円）          
 1172     玄米 2kg    1,300円    （税込1,404円）                                                                                                   
 日本で2番目に大きな湖だった八郎潟を干拓し、肥沃な
稲作地帯となった大潟村からお届けします。            λ無／ライ
スロッヂ大潟／秋田県     

                         高知コシヒカリ            
 1176    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）          

 1177     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1178     玄米 5kg    2,480円    （税込2,678円）                                                                             
 高知県の山間部から流れる物部川水域の清水を使い米
作りをしています。お米に適した粘土質の土壌から、毎
年安定した食味のお米が穫れます。            λ8割減／高生連
（富家ライスファミリー）／高知県     

   庄内つや姫            
 1179     白米 5kg    2,787円    （税込3,010円）          

 1180     玄米 5kg    2,565円    （税込2,770円）                                                                                                   
 米どころ庄内平野から、甘み、うまみ、粘りがしっかりし
た、つややかな「つや姫」をお届けします。            λ8割減／庄
内協同ファーム／山形県     

   日本の原風景里山の棚田米・新潟コシヒカリ            
 1173     白米 2kg    1,180円    （税込1,274円）        
 1174      胚芽米  2kg    1,230円    （税込1,328円）        
 1175     玄米 2kg    1,080円    （税込1,166円）                                                                           
 寒暖差のある気候と、きれいな水が流れ入る山間の棚田。人には厳しい環境です
が、良い環境でできたおいしい米をお届けします。            λ7割減／内藤 利孝／新潟県     

   宮城ひとめぼれ            
 1181    無洗米    白米 5kg    2,480円    （税込2,678円）        
 1182      胚芽米  5kg    2,530円    （税込2,732円）                                                                                                 
 やや大粒に炊き上がるのが特徴で、適度な粘りがあり口
当たりはさっぱり。やわらかめに炊くのがおすすめ。            λ8
割減／ライスネット仙台／宮城県     

   ミルキークイーン            
 1183     白米 5kg    2,580円    （税込2,786円）          

 1184     七分 5kg    2,580円    （税込2,786円）          

 1185     玄米 5kg    2,380円    （税込2,570円）                                                                             
 低アミロース米のミルキークイーン。粘りの強さが特徴
です。冷めても「モチモチ感」が続くのでお弁当用には最
適です。            λ8割減／ライスネット仙台、他／宮城県、茨城
県、熊本県     

   北海道ゆめぴりか            
 1186     白米 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1187     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                                                   
 やや強めの粘り、豊かな甘みとうまみで人気の「ゆめぴり
か」。「ぴりか」はアイヌ語の「美しい」の意味。「美しい」お米
です。            λ9～7割減／当麻グリーンライフ、他／北海道     

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

14 104号 毎週 0000 隔週 0000 ¼  週 0000 定期登録できる商品です。お米は、登録すると1点につき10または45または50ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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ほっと
Story

の産地

JA佐久浅間臼田
有機米部会
（長野県佐久市）

お米
十 話八八

八と十と八が重なってできた「米」
という文字。米作りには八十八の
手間がかかるのだとか。お米にま
つわるいろいろな情報をご紹介す
るコーナーです。

JA佐久浅間臼田有機米部会の皆さん

             λ有機／ＪＡ佐久浅間臼田有機米部会 
／長野県     

   有機信州コシヒカリ            
 1159        無洗米    白米 2kg  
  1,550円    （税込1,674円）      
 1160          胚芽米  2kg  

  1,530円    （税込1,652円）                                                                               

雑穀類
豆類

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない原料を使用

国産契約栽培を優先

海外産の場合は
オーガニックを使用

                      

 約40～50種もの品種のお米を混植し
て栽培しています。神田長平ブレンドの
お米をぜひお楽しみください。            λ8割減
／神田 長平／新潟県     

1188        
     いろいろ米  
  玄米 2kg   1,886円  （税込2,037円） 

 北海道十勝の大自然の中で、しっかり自
然乾燥させた完熟の大豆。    ※予定品種：
2016年産トヨミズキ。        λ無／平譯 優／
北海道    θ大豆 

1189    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 

手作り手作り

イメージイメージ

ふっくら、もちもちの炊き上がり。ふっくら、もちもちの炊き上がり。
白米と炊く他、料理にプラスしても白米と炊く他、料理にプラスしても

希少な国産ハトムギ「北のはと」
を使用。ふっくら、もちっとした食
感が特徴です。白米と一緒に炊く
他、ゆでてスープやサラダに加え
るなど、料理にも活用できます。

     ※白米1合に対して10gを目安に一緒に
とぎ、1時間以上水に浸してから炊き上げ
てください。        λ国産生薬（北海道名寄市）     

1193        
     ハトムギ（北のはと）粒 200g  

  200g   1,700円  （税込1,836円） 

限定 500

 大地を守る会の生産
者が有機栽培で育て
た玄米を、炊きやすい
発芽玄米に仕上げま
した。    ※1袋（1合）に
対して、白米2合を目
安に炊き合わせます。
        λファインフーズ（長
野県松本市）     

1190    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   大地を守る会の発芽玄米  
  600g(120g×5袋)   1,219円  （税込1,317円） 

 古代米や胚芽押麦、発芽玄米など12種類の穀物をブレ
ンド。白米に混ぜて炊いてください。      ■内容／発芽玄米、
緑米、紫米、赤米、胚芽押麦、押麦、あわ、きび、ひえ、高き
び、発芽玄米（赤米）、焼発芽玄米      λ葦農（佐賀県江北町）     

1191   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

イメージイメージ

 まめ、ごま、わかめ、やさい、さかな、しいた
け、いもに、9種類の国産雑穀をブレンド。
白米2～3合に1袋を混ぜて炊くだけ。            λベ
ストアメニティ（福岡県久留米市）    θ大豆 

1192        
     まごわやさしい 十六栄養米  

  30g×6袋   759円  （税込820円） 

イメージイメージ

冷凍野菜
水煮など

余計な添加物は不使用

すべて国内工場で製造

国産契約栽培
野菜を優先

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない野菜を使用

                      

1194    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍かぼちゃ  

  500g   409円  （税込442円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産かぼち
ゃを、急速冷凍しました。使いたい分だけ
取り出せます。            λマルマス（北海道森町）     

1195    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍ブロッコリー（バラ凍結）  

  200g   379円  （税込409円） 
 旬の時季に収穫した大地を守る会の生
産者のブロッコリーをカットした後、急
速冷凍。バラ凍結です。            λグリンリーフ
（群馬県昭和村）     

限定 500

1196    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機冷凍カーネルコーン（ホール）  

  250g   330円  （税込356円） 
 特に甘みが強いとされる「スーパースイート
種」のオーガニックコーン。とうもろこし本
来の色合いと風味が楽しめます。        ■原産国
／スペイン    λむそう商事（大阪府大阪市）     

 収穫後すぐに加工し
ているので、コーンの
甘みが生きています。
コーンスープなどに
どうぞ。            λフルーツバ
スケット（静岡県函南
町）     

1197    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1198    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     北海道産ミックスベジタブル  

  200g   276円  （税込298円） 
 北海道で契約栽培されたスイートコー
ン、人参、いんげんのミックスベジタブル
です。            λフルーツバスケット（静岡県函
南町）     

1199    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   冷凍有機いんげん  

  200g   454円  （税込490円） 
 北海道産の有機いんげんを、さっとゆで
て急速冷凍。おひたしや和え物には、自
然解凍してご利用ください。            λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

限定 1000

 宮崎県で、できるだけ農薬を使わずに栽
培したほうれんそうを、一口サイズにカッ
トしてバラ凍結。常備品にどうぞ。            λ王
隠堂農園（奈良県五條市）     

1200    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     西から応援 冷凍ほうれん草（バラ凍結）  

  300g   408円  （税込441円） 
 大地を守る会の生産者の大豆を使用。
解凍後、煮物やサラダ、スープなどにご
利用ください。            λ総合農舎山形村（岩手
県久慈市）  δお届け後50日保証  θ大豆 

1201    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大豆の水煮  

  150g   345円  （税込373円） 

限定 1000

 福岡県産たけのこを
水煮にし、調理しやす
いよう短冊切りにし
ました。pH調整剤は
不使用です。            λ大一
食品工業（福岡県八
女市）  δお届け後30
日保証   

1203    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     きざみ たけのこ水煮  

  120g   303円  （税込327円） 

限定 1000

 地表より約2ｍ伸び
た孟宗竹の穂先約
50cmを収穫し、鮮度
の良いうちに地下水
で水煮加工しました。
            λ大一食品工業（福
岡県八女市）  δお届
け後30日保証   

1204    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     むかし竹の子（水煮）   

  200g   507円  （税込548円） 

限定 100

 畑で完熟させた有機パ
イナップルを冷凍加工
しました。半解凍して、
そのまま手でちぎって
食べられます。大きめサ
イズ。    ※今週は通常の3
倍ポイントです。        λケレ
ス沖縄（沖縄県石垣市）     

1205    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍スナックパインＭ（八重山産有機パイン）  
  1コ(600g)   1,070円  （税込1,156円） 

1206    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     オーガニックブルーベリー（冷凍）  

  150g   550円  （税込594円） 
 有機栽培された野生種のブルーベリー
です。粒は小さめですが、甘みがぎゅっと
詰まって、色合いも鮮やか。        ■原産国／
カナダ    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1207    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     オーガニックラズベリー（冷凍）  

  150g   650円  （税込702円） 
 旬の有機ラズベリーを新鮮なうちに冷凍しました。鮮やかな色
合いと上品な香りが特徴。ヨーグルトのトッピングやお菓子作
りにどうぞ。    ※原料特性上、形が崩れた粒も含まれている場合
があります。    ■原産国／セルビア    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1202    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     冷凍スナックパインＳＳ（八重山産有機パイン）  

  1コ(400g)   716円  （税込773円） 

 畑で完熟させた有機
パイナップルを冷凍加
工しました。半解凍し
て、そのまま手でちぎ
って食べられます。小
さめサイズ。            λケレス
沖縄（沖縄県石垣市）     限定 100

作り手の思いと恵まれた環境に育まれたコシヒカリ
JA佐久浅間臼田有機米部会は、農薬に頼ることなく安心でおいしい
米作りに励んでいます。田んぼは2,000m級の山々に囲まれている佐
久平に位置しているため、夏場でも夜は涼しく昼夜の寒暖差があるこ
と、水は豊富な雪解け水が流れ入る千曲川から引くことができること
など、米作りの場所として非常に恵まれた環境です。力強い自然の営
みと、「安心できるものを食べてほしい」という生産者の理念に育まれ
たコシヒカリ。輝くつやと甘みの強さ、米に詰まった思いを感じていた
だけたらうれしいです。

内藤利孝さんが、新潟県上越市の山間棚田地域に入植したのは17年
前のこと。以来、耕作放棄地の再生に取り組み、昨年の作付面積は6
町歩にまで拡大しました。上越市も、用水の水源である平成の名水百
選「大出口泉水」維持のためにも、耕地整備事業をすすめてはいます
が、肝心の耕作者は内藤さんを含め集落で3軒のみ。そのため、最若
手の内藤さんへの期待は大きくな
り、面積を増やすのと引き換えに減
農薬栽培へ転換を決断しました。
地域にとっては非常に貴重な存在
の内藤さん。冬季は岐阜県の酒蔵
へ出稼ぎへ行く数少ない越後杜氏
でもあるのです。

田んぼと山と水 ～その③～
棚田と水源維持に取り組む内藤利孝さん

内藤利孝さんと棚田の風景

7月上旬には、羽化した
トンボが飛び交う

生命にあふれた田んぼ

15104号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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肉 仙台黒豚会の豚肉、山形村短角牛、
阿蘇あか牛、えこりん村ラムの
トレーは、配送で回収しています。

安全な飼料と明確な生産履歴を追求しました。
ご注意：冷蔵の牛・豚肉はお届け翌日が消費期間となります。

                      

             λ有機、無～8割減／黒崎
有機栽培研究会、天恵グルー
プ、大中農友会、他／神奈川
県、愛知県、滋賀県、埼玉県、
千葉県、茨城県、鹿児島県     

1058              大根  
  1本   218円  （税込235円） 毎週 9030

1235    υυ   NN 2/6お届け週    
     豚バラブロック  

  400g   1,120円  （税込1,210円） 

 じっくり煮込むとと
ろけるようなやわら
かさに。角煮などに。
            λ仙台黒豚会（宮城
県大崎市他）  εお届
け後2日保証   

             λ有機、無／三枝 晃男、
深田 友章、藤川 春雄、他
／埼玉県、茨城県、群馬
県、島根県、広島県、長崎
県、鹿児島県、千葉県、東
京都、福島県     

1073    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 90321243    ττ       
     冷凍合挽（阿蘇あか牛：豚＝7：3）  

  200g   785円  （税込848円） 

 阿蘇あか牛と仙台黒豚会
の豚肉を7:3でブレンド。
こくがありながらさっぱり
とした後味です。            λうぶ
やま村あか牛の会・仙台
黒豚会（熊本県産山村・宮
城県大崎市他）  δお届け
後60日保証   

             λ有機、無～8割減／
天恵グループ、黒崎有
機栽培研究会、他／愛
知県、神奈川県、茨城
県、栃木県、千葉県     

1095              キャベツ  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9036

牛肉
非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用
希少な短角牛は国産穀物
飼料100％で飼育
粗飼料はできるだけ
産地で自給
抗生物質は原則不使用。
肥育ホルモン剤不使用

                      

1208    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛牛丼用うす切り  

  180g   1,282円  （税込1,385円） 
 バラ肉、モモ肉を薄くスライス。赤身と脂
身のバランスが良く、食感もやわらか。牛
脂付。          約1.8mm厚  λ山形村短角牛肥育
部会（岩手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1209    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍短角牛切落し  

  150g   1,014円  （税込1,095円） 
 モモ・ウデ・バラ肉などの切り落としをミッ
クス。やや厚みがあるので、炒め物や煮物
にも。          約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会
（岩手県久慈市）  δお届け後60日保証   

1210    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     短角牛モモスライス  

  180g   1,282円  （税込1,385円） 
 脂が少なくてヘルシー。細切りにして炒
めるならこれがおすすめです。牛脂付。
          約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会（岩
手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1211    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛バラスライス  

  180g   1,162円  （税込1,255円） 
 脂が多め。炒め物や煮物に加えるとボリ
ュームのあるおかずに。          約3mm厚  λ山
形村短角牛肥育部会（岩手県久慈市）
  εお届け後2日保証   

1212    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     短角牛ローススライス  

  180g   1,727円  （税込1,865円） 
 程よい脂で、風味が良い部位。焼肉や炒
め物、煮物に。牛脂付。          約3mm厚  λ山形
村短角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお
届け後2日保証   

1214    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     短角牛バラしゃぶしゃぶ用  

  180g   1,162円  （税込1,255円） 
 脂肪の多い部位。肉じゃがなどの煮物に
もおすすめ。          約1.8mm厚  λ山形村短角
牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届け後
2日保証   イメージイメージ

1215    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛サーロインステーキ用  
  200g(1枚)   2,500円  （税込2,700円） 

 山形村短角牛のうま
みを満喫できる最高
級部位。牛脂付。            λ山
形村短角牛肥育部
会（岩手県久慈市）
  εお届け後2日保証   

うまみが濃い、短角牛の最高級部位うまみが濃い、短角牛の最高級部位

限定 250

 脂が少なく、きめ細かでやわらかな部位。
牛脂付。            λ山形村短角牛肥育部会（岩手
県久慈市）  εお届け後2日保証   

1216    υυ       
     短角牛ヒレステーキ用  
  200g(2枚)   2,991円  （税込3,230円） 

1217    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛スネ煮込用（カレー・シチュー用）  

  180g   1,088円  （税込1,175円） 
 ごく弱火で2～3時間煮込めばほろりと
やわらか。カレーやポトフ、スープ煮に。
          25～35mm角  λ山形村短角牛肥育部会
（岩手県久慈市）  εお届け後2日保証   イメージイメージ

1218    ττ       
     冷凍阿蘇あか牛カルビ焼用  

  160g   1,481円  （税込1,599円） 

 バラ、モモ、ウデなどの
やわらかい部分を焼
肉用にスライスしまし
た。          約5mm厚  λうぶ
やま村あか牛の会（熊
本県産山村）  δお届
け後60日保証   

やわらかな部位を焼き肉で楽しんでやわらかな部位を焼き肉で楽しんで

1219    ττ       
     未来とかち牛切り落とし・バラ凍結  

  200g   1,014円  （税込1,095円） 
 やわらかくくせのない「未来とかち牛」
を、使いやすいバラ凍結にしました。
            λ大野ファーム（北海道芽室町）  δお届
け後60日保証   

1220    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     未来とかち牛挽肉・バラ凍結  

  200g   871円  （税込941円） 
 脂肪が少なくあっさりとした牛の挽肉。
使いたい分だけ取り出せる、便利なバラ
凍結です。            λ大野ファーム（北海道芽室
町）  δお届け後60日保証   

1239    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛小間切  

  150g   907円  （税込980円） 
 いろいろな部位が混ざってお得。煮物、
炒め物に便利です。          約3mm厚  λ山形村
短角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届
け後2日保証   

1240    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     短角牛上挽肉  

  180g   907円  （税込980円） 
 赤身の多い部位を中心に使用。脂身が気
になる方におすすめです。          直径約3mm
  λ山形村短角牛肥育部会（岩手県久慈
市）  εお届け後2日保証   

1241    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     合挽（短角牛：豚＝1：1）  

  200g   606円  （税込654円） 
 山形村短角牛と仙台黒豚会の豚肉をブレンド。ハ
ンバーグやロールキャベツなどに。          直径約3mm
  λ山形村短角牛肥育部会・仙台黒豚会（岩手県
久慈市・宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

毎週 9055

1242    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     徳用合挽（短角牛：豚＝1：1）・300g  

  300g   898円  （税込970円） 
 うまみの濃い山形村短角牛とこくのある仙台黒豚会の
豚肉を1：1でブレンド。おもてなし料理にもどうぞ。          直
径約3mm  λ山形村短角牛肥育部会・仙台黒豚会（岩
手県久慈市・宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

 山形村短角牛と仙台
黒豚会の豚肉を1：
1でブレンド。チャッ
ク付き袋入り。          直径
約3mm  λ山形村短
角牛肥育部会・仙台
黒豚会（岩手県久慈
市・宮城県大崎市他）
  δお届け後60日保証   

1244    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   907円  （税込980円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

  ロールキ
ャベツロールキャベ
ツ  

  大根と豚
肉の味噌煮大根と豚肉の
味噌煮  

  常夜鍋常夜鍋  
1232    ττ   NN 2/6お届け週    
     冷凍豚カタロースしゃぶしゃぶ用  

  200g   580円  （税込626円） 

 ロースより少し脂が多
め。こくがありロース
と同様に使えます。          約
1.8mm厚  λ仙台黒豚
会（宮城県大崎市他）
  δお届け後60日保証   

合挽肉のこくとうまみを合挽肉のこくとうまみを
甘～いキャベツで包んでどうぞ甘～いキャベツで包んでどうぞ

じっくりコトコト、やわらかく。じっくりコトコト、やわらかく。
こっくりおいしい味噌煮にしてこっくりおいしい味噌煮にして

豚肉とほうれんそうは相性抜群。豚肉とほうれんそうは相性抜群。
飽きのこない味わいです飽きのこない味わいです

冬野菜冬野菜ををおいしくいただく、あったか肉メニュー♪

スライス

しゃぶしゃぶ・すき焼き ステーキ・焼肉

ブロック・煮込み他 あか牛 未来とかち牛

挽肉・小間

16 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

脂のしつこさがなく、しゃ
ぶしゃぶにするといくらで

も食べられます。豚肉ってこんな
においしいものだったんだなと、
再認識させられました。

（くっちゃんさん）

“いつもの味”がうれしい定番おかず

イメージイメージ
イメージイメージ

かむほどにあふれる滋味を堪能してかむほどにあふれる滋味を堪能してカットの手間なく、そのまま調理カットの手間なく、そのまま調理

イメージイメージ

やや厚めで、食べごたえ十分。やや厚めで、食べごたえ十分。
生姜の風味が食欲をそそります生姜の風味が食欲をそそります

1213    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     短角牛すき焼用  

  180g   1,417円  （税込1,530円） 

 カタロース・モモ肉などを使用。煮物、炒
め物に。牛脂付。          約3mm厚  λ山形村短
角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届け
後2日保証   

1226    υυ       
     豚カタロースしょうが焼用（300g）  

  300g   870円  （税込940円） 

 こくのある生姜焼きを作るなら、濃厚な味わいのカタロ
ースで。たっぷり食べられる300g。    ※量が少ないためカ
タロース寄りのロースが入ることがあります。      約5mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1256    ττ       
     鶏ムネ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

  500g   953円  （税込1,029円） 

 必要な分だけ取り出せます。唐揚げの
他、ソテー、煮物にも。            λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

豚肉

病気治療目的以外の
薬物投与は原則禁止

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

1221    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚バラスライス  

  200g   560円  （税込605円） 
 脂が多めでやわらか。ボリュームのある
炒め物や煮物にどうぞ。          約3mm厚  λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後
2日保証   

毎週 9054

1222    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚カタローススライス  

  200g   580円  （税込626円） 
 こくのある赤身に程よく脂が混ざっています。炒め
物や生姜焼きに。    ※量が少ないためカタロース寄
りのロースが入ることがあります。      約3mm厚  λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1223    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚モモスライス  

  200g   461円  （税込498円） 
 脂が少なくうまみが濃くてやわらか。炒
め物やゆでてサラダなどに。          約3mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

1224    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚ローススライス  

  200g   600円  （税込648円） 
 程よい脂ときめ細かい肉質が特徴。煮
物、焼肉など幅広い料理に。          約3mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

イメージイメージ

1225    υυ       
     豚丼用うす切り  

  200g   470円  （税込508円） 

 豚丼に合うよう、約
1.8mmという薄さに
スライス。ふんわりや
わらかな食感です。
          約1.8mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎
市他）  εお届け後2日
保証   

タレがなじみやすい絶妙な厚さタレがなじみやすい絶妙な厚さ

1227    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（2枚）  

  200g(2枚)   600円  （税込648円） 
 赤身と脂身のバランスが、ソテーやトンカ
ツにぴったり。          約15mm厚  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1228    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（3枚）  

  300g(3枚)   886円  （税込957円） 
 赤身と脂身のバランスが、ソテーやトンカ
ツにぴったり。          約15mm厚  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1229    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     徳用・豚ロースソテー・トンカツ用（5枚）  
  500g(5枚)   1,454円  （税込1,570円） 
 赤身と脂身のバランスが、ソテーやトン
カツにぴったり。5枚入りでお得です。          約
15mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市
他）  εお届け後2日保証   

1230    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚ヒレひとくちカツ用  

  200g   780円  （税込842円） 
 脂がほとんどなく、あっさりとしてやわら
か。トンカツやソテーに。          20～25mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

限定 400

1233    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     冷凍豚モモしゃぶしゃぶ用  

  200g   461円  （税込498円） 
 脂が少なめ。しゃぶしゃぶ、サラダなどあ
っさりメニューに。          約1.8mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎市他）  δお届け後
60日保証   

1234    υυ       
     徳用豚すき焼用  

  400g   922円  （税込996円） 
 モモ、ウデをふっくら厚めにスライス。家
族みんなで楽しめます。          約3mm厚  λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後
2日保証   

1231    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍徳用豚しゃぶしゃぶ用  

  400g   900円  （税込972円） 
 いろいろな部位を混ぜているため、他の
部位よりちょっとお得です。          約1.8mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  δお
届け後60日保証   

1236    υυ       
     豚バラひとくち煮込用  

  400g   1,120円  （税込1,210円） 
 豚バラ肉を一口サイズにカット。包丁な
しで調理に使えて便利です。          約30×50×
15mm角  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市
他）  εお届け後2日保証   

1237    ττ       
     うまか黒豚モモスライス  

  200g   753円  （税込813円） 
 脂肪分が少なめのモモをスライスしまし
た。うまみがありながらもさっぱり。          約
1.5mm厚  λ秋川牧園生産グループ（福
岡県福岡市他）  δお届け後60日保証   

1238    ττ       
     北海道放牧豚ローススライス  

  150g   609円  （税込658円） 
 脂身の甘みと赤身のうまみが調和したロース
肉を、薄めにスライスしました。炒め物にも、
しゃぶしゃぶにも重宝。          約1.5mm厚  λ希望
農場（北海道厚真町）  δお届け後60日保証   

1245    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚小間切  

  200g   444円  （税込480円） 
 形は不ぞろいでも、肉のうまみは十分。
炒め物や煮物に便利です。          約3mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

毎週 9056

1246    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍少量パックセット豚小間  
  100g×4パック   907円  （税込980円） 

 豚小間を100gずつ小分けパックに。常
備にもぴったりです。          約3mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎市他）  δお届け後
60日保証   

1247    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚挽肉  

  200g   417円  （税込450円） 
 いろいろな部位を混ぜて挽きました。餃
子、肉団子などに。          直径約3mm  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2
日保証   

毎週 9057

1248    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚粗挽肉  

  200g   417円  （税込450円） 
 普通の挽肉よりぷりぷりでジューシー。
いつもの料理が違った印象に。          直径約
9mm  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）
  εお届け後2日保証   

 豚挽肉をバラ凍結さ
せて、チャック付きの
袋に入れました。使い
たい分だけ取り出せ
て便利。          直径約3mm
  λ仙台黒豚会（宮城
県大崎市他）  δお届
け後60日保証   

1249    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

スライス

カツ・生姜焼き

しゃぶしゃぶ・すき焼き

その他 うまか黒豚 北海道放牧豚

 唐揚げ  唐揚げ  すき焼き風煮
 

 すき焼き風煮
 

 生姜焼き  生姜焼き 

豚肉のおいしさを再認識。豚肉のおいしさを再認識。
脂のしつこさがありません脂のしつこさがありません

イメージイメージ

17104号●スライス厚・挽肉の直径は目安表示です。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

「普通の厚切りのとんか
つより、やわらかくていい

ね」と、家族に好評でした。
（ピーチ姫さん）

イメージイメージ
イメージイメージ イメージイメージ

ちょっと足すだけで、ぐっとボリュームアップ！ちょっと足すだけで、ぐっとボリュームアップ！ 美味
レシピ

ジューシーな鶏モモ肉にジューシーな鶏モモ肉に
大根おろしを添えてさっぱりと大根おろしを添えてさっぱりと

作り方
①鶏モモ肉は皮目を下にし、きつね
色になるまで焼く。
②①を食べやすい大きさに切る。
③大根はすりおろす。
④人参は乱切り、豆腐は厚さ1.5cm
の食べやすい大きさに切り、しいたけ
は石づきを取る。春菊は太い茎から
外してさっとゆでておく。
⑤鍋に鶏肉、豆腐、人参、しいたけ、だ
し汁、薄口醤油を入れて火にかける。
⑥具材に火が通ったら大根おろしを
入れてさっと温め、春菊とさいの目に
切ったゆずの皮を飾る。

（レシピ提供：堀 知佐子さん）

材料（2人分）
鶏モモ肉 ··································1枚
大根 ·····································1/2本
豆腐 ·····································1/2丁
しいたけ ···································2枚
人参 ·····································1/2本
春菊 ·····································1/4束
だし汁 ································· 400cc
薄口醤油 ······························· 20cc
ゆずの皮 ······························ 1/6コ

鶏
モ
モ
肉
の

み
ぞ
れ
鍋

1245    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚小間切  

  200g   444円  （税込480円） 
 形は不ぞろいでも、肉のうまみは十分。
炒め物や煮物に便利です。          約3mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

毎週 9056

1259    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     鶏挽肉・バラ凍結（まほろば）  

  400g   862円  （税込931円） 
 人気のまほろばライブファームの鶏挽肉
のバラ凍結。チャック付きの袋で、保存に
も便利。          直径約3mm  λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

 皮がなくやわらか。香辛料控えめで、小
さなお子さんも食べやすいウインナー
です。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

1274    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     皮なしベビーウインナー  

  120g   336円  （税込363円） 

毎週 9062

鶏肉

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用
抗生物質、
抗菌剤は不使用
一般のブロイラーより飼育
密度が低く、飼育期間が長い

                      

1252    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

  300g   646円  （税込698円） 
 鶏肉で最も脂の少ない部位。やわらかい
ので小さなお子さんにもおすすめ。            λま
ほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1253    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     鶏手羽先・バラ凍結（まほろば）  

  300g   435円  （税込470円） 
 肉だけでなく骨や皮からも奥深いだしが
出ます。煮物やスープに。            λまほろばラ
イブファーム（山形県高畠町）     

1250    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     鶏モモ肉（まほろば）  

  250g   589円  （税込636円） 
 適度な歯ごたえがあり、ジューシーな部
位。幅広い料理に合います。            λまほろば
ライブファーム（山形県高畠町）     

毎週 9058

1446    
  $$   大地を守る会の木綿豆腐         

あわせてどうぞ

1254    ττ       
     うまか赤鶏ムネ肉  

  200g   498円  （税込538円） 
 筋がほとんどなくやわらかで、さっぱり
としたなかにも濃いうまみがある部位。
            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     イメージイメージ

1255    ττ       
     うまか赤鶏手羽元  

  250g   516円  （税込557円） 

 程よく身が締まり、適
度な歯ごたえ。濃いう
まみをじっくりご堪能
ください。            λ九州赤
鶏の会（大分県日田
市他）     

のびのびと育てた歯ごたえの良さのびのびと育てた歯ごたえの良さ

1256    ττ       
     鶏ムネ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

  500g   953円  （税込1,029円） 
 必要な分だけ取り出せます。唐揚げの
他、ソテー、煮物にも。            λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

1257    ττ       
     包丁いらずの鶏モモ薄切りコマ・バラ凍結  

  350g   862円  （税込931円） 
 鶏モモ肉を薄くスライスしてバラ凍結。
解凍も火の通りも早いので便利です。          約
4mm厚  λまほろばライブファーム（山形
県高畠町）     

1258    ττ       
     徳用うまか赤鶏モモ唐揚用・バラ凍結  

  500g   1,399円  （税込1,511円） 
 うまみの濃い赤鶏のモモ肉を、調理しや
すいよう、約30gのぶつ切りにしました。
            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1260    ττ       
     地鶏・北浦シャモ骨付ぶつ切り  

  300g   907円  （税込980円） 
 モモ肉とムネ肉を骨付きでお届け。弾力
があり、歯ごたえのある肉質。煮物や鍋
で、うまみを楽しんで。            λ北浦シャモ農場
（茨城県行方市）     イメージイメージ

1261    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     阿波徳島ウインナークラブ豚肉セット  
  870g(5パック)   2,617円  （税込2,826円） 

 食味に定評のある中
ヨークシャー種を組
み込んだ、四元交配種
の豚肉です。        ■セット
内容／ローススライス
またはカタローススラ
イス・モモスライス・挽
肉各200g、バラスライ
ス120g、ウデスライス
150g    λ石井養豚セン
ター（徳島県石井町）     

異なる5種のおいしさを楽しんで異なる5種のおいしさを楽しんで

1263    ττ       
     えばらハーブ豚お試しセット  
  100g×3パック   1,064円  （税込1,149円） 
 抗生物質と合成抗菌剤を与えずにハーブをブレンドした飼
料で育てました。        ■セット内容／ローススライスまたはカタ
ローススライス・モモスライス・バラスライスまたはカタスライ
ス各100g    λ江原養豚（群馬県高崎市）  δお届け後60日保証   

イメージイメージ

1262    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍とりあえずの豚肉セット  
  100g×3パック   646円  （税込698円） 

 人気の豚肉トップ３をセ
ットにしました。どの豚肉
を買おうか迷ったときに
便利です。        ■セット内容
／バラスライス・小間切・
挽肉各100g    λ仙台黒
豚会（宮城県大崎市他）
  δお届け後60日保証   

人気の部位が少しずつ試せてお得人気の部位が少しずつ試せてお得

1264    υυ       
     短角牛豚バラカルビ焼用盛合せ  

  300g   1,435円  （税込1,550円） 
 こってり濃いめの焼肉ならこちら。塩・こしょうだけでも
満足の味に。        ■セット内容／牛バラカルビ・豚バラカルビ
各150g   約5mm厚  λ山形村短角牛肥育部会・仙台黒豚
会（岩手県久慈市・宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1266    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     豚ロースかつ（ミルフィーユ）  

  200g(2枚)   722円  （税込780円） 
 仙台黒豚会のロース肉を薄切りにし、て
いねいに重ねてとんかつにしました。ジ
ューシーでやわらかな食感。            λミートコ
ンパニオン（神奈川県相模原市）    θ小麦 イメージイメージ

1265    ττ       
     秋川牧園のこだわり鶏ちゃんこ鍋セット（塩）  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

 秋川牧園の若鶏を、
モモ・ムネ肉とつくね
の鍋セットにしまし
た。スープはあっさり
とした塩味です。        ■セ
ット内容／鶏モモ・ム
ネ切身200g、つくね
のたね（味付）200g、
スープ150g    λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

鶏肉のおいしさが際立つあっさり味鶏肉のおいしさが際立つあっさり味

 牛肉と自社農場で健康に育った豚肉を
使った生タイプのハンバーグ。ご家庭で
焼いてどうぞ。            λ中津ミート（神奈川県
愛川町）    θ小麦・卵・乳 

1267    ττ       
     徳用 中津ミートの合挽生ハンバーグ  
  200g（100g×2コ）×4パック   1,625円  （税込1,755円） 

イメージイメージ

若鶏

若鶏唐揚用・切身

シャモ・鴨 セットもの・簡単調理

 豚汁に  豚汁に  おでんに
 

 おでんに
 

 豆腐ハンバー
グに 

 豆腐ハンバー
グに 

イメージイメージ

「厚切りのとんかつより「厚切りのとんかつより
やわらかい」と好評でしたやわらかい」と好評でした

18 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

ウインナーの中で一番
お得なので毎回購入し

ています。くせもなく何にでも
合うので、スープに入れたり、
チャーハンに入れたりして活用
しています。  （o_0さん）

大地宅配の

ハム・
ソーセージ

定番

ほっと
Story

の産地

まほろば
ライブファーム
（山形県高畠町）

卵
自然の風が通る鶏舎で平飼いし、自然の風が通る鶏舎で平飼いし、
のびのびと健やかに育てた鶏の卵のびのびと健やかに育てた鶏の卵
です。THAT'S国産平飼卵は、飼です。THAT'S国産平飼卵は、飼
料中の穀物が国産100％で黄身料中の穀物が国産100％で黄身
の色が淡いのが特徴。安心とおいの色が淡いのが特徴。安心とおい
しさを兼ね備えた卵です。しさを兼ね備えた卵です。

※卵の総重量は10コ入りが550ｇ以上、6コ入りが330ｇ以上です。　δお届け後6日保証θ卵

                      

1274    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     皮なしベビーウインナー  

  120g   336円  （税込363円） 
 皮がなくやわらか。香辛料控えめで、小
さなお子さんも食べやすいウインナー
です。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

毎週 9062

                      

 脂の少ないモモ肉を使った、肉のうまみ
がよくわかるハムです。サラダなどにど
うぞ。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

1272    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ボンレスハムスライス（中津）  

  100g   453円  （税込489円） 
 なめらかな食感とマイルドな味わい。お
子さんから大人までおすすめです。            λ中
津ミート（神奈川県愛川町）  δお届け後
3日保証   

1268    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   535円  （税込578円） 

毎週 9061

 自社農場の経産豚の
肉を使用し、馬鈴薯で
ん粉でふんわり感を
出しました。香辛料は
控えめ。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

1279    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさしいポークウインナー  

  150g   361円  （税込390円） 

ハム・ソーセージ
卵

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用
発色剤、化学調味料（アミノ酸等）
等の食品添加物は不使用

ハム・ソーセージ：
原料肉はすべて国産

                      

 上品に香るスモークフレーバーと、凝縮した豚
肉そのもののうまみを満喫できるリッチな味わ
い。    ※3週に1回の取り扱いです。        λ益子手づく
りハム工房（栃木県益子町）  δお届け後7日保証   

1269    υυ       
     ベーコンスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   453円  （税込489円） 
 脂を程よく含み、しっとりなめらかな口当
たり。スモークが弱めのやさしい味わい
です。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

1270    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 
 ロース肉の自然な形を生かした一品。
直火スモークの芳醇な香りが特徴です。
            λ益子手づくりハム工房（栃木県益子
町）  δお届け後6日保証   

1271    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     カナディアンロースハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   489円  （税込528円） 
 おなじみ「皮なしベビーウインナー」の生
地を練り込み、コストを抑えた分、お得で
す。香辛料控えめ。            λ中津ミート（神奈
川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1273    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさしいハムスライス  

  120g   446円  （税込482円） 

 きめ細かい肉質でふんわりやわらか。程
よい香辛料とスモークで何本食べても飽
きません。            λウインナークラブ（徳島県
石井町）  δお届け後7日保証   

1275    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 
 玉ねぎで自然な甘みを出し、塩と香辛料で
味付けしました。ぷりっと食感が良く、かむ
ほどにうまみがあふれます。            λウインナー
クラブ（徳島県石井町）  δお届け後7日保証   

1276    υυбб   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     あらびきロングウインナー  

  120g(4本)   444円  （税込480円） 
 粗挽肉の配合率が高く、ぷりぷりの歯ご
たえ。スパイスのきいたパンチのある味
わいです。            λ中津ミート（神奈川県愛川
町）  δお届け後3日保証   

1277    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     粗挽ウインナー（中津）  

  120g   347円  （税込375円） 
 肉のうまみを感じるぷりっとした食感。
スモークや香辛料が強過ぎないので、
お料理の具材にもどうぞ。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1278    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   345円  （税込373円） 

毎週 9063

 ミンチした豚肉を沖縄の塩とさとうきびから作った粗糖などで味
付け。1日寝かせてうまみを引き出しました。        ■セット内容／あら
びき・チョリソー・ガーリックペッパー・ウインナー・トスカーナソ
ーセージ各1本    λファイン（山形県高畠町）  δお届け後7日保証   

1280    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ファインの5種ソーセージ  

  135g   597円  （税込645円） 

 北海道で育った放牧豚を使用。スモークを
していないのでやわらかく、レモンとハー
ブの香りが豊か。ボイルしてどうぞ。            λフ
ァーマーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1281    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道放牧豚レモンハーブウインナー  

  100g   444円  （税込480円） 
 自社農場のこだわり豚肉を、粗挽き黒こ
しょうでスパイシー風味に。ビールがす
すみます。            λウインナークラブ（徳島県
石井町）  δお届け後7日保証   

1282    υυ       
     ペッパーソーセージ  

  120g   503円  （税込543円） 

イメージイメージ

1283    υυ       
     フランクフルト  

  180g   587円  （税込634円） 

 自社農場のこだわり
豚肉をシンプルな味
付けで加工したフラ
ンクフルト。豪快にガ
ブリといってくださ
い。            λウインナーク
ラブ（徳島県石井町）
  δお届け後7日保証   

あふれるうまみを豪快に味わってあふれるうまみを豪快に味わって

 麺やチャーハンの具などに。そのままお
かずにしてもおいしいです。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  δお届け後3日保証
  θ小麦・大豆 

1284    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     焼豚スライス（中津）  

  100g   498円  （税込538円） 

                      

1251    ττбб   NN 1/30お届け週    
     鶏ムネ肉（まほろば）  

  300g   507円  （税込548円） 
 筋が少なくやわらかで、くせが少ないと
評判です。蒸し鶏、揚げ物に。            λまほろ
ばライブファーム（山形県高畠町）     

ハムベーコン

ソーセージ

その他

1285    υυбб  NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ＴＨＡＴ’Ｓ国産平飼卵  

  6コ   348円  （税込376円） 
   2点以上注文すると1点あたり12ポイント付与します。
  ※注文数が多い場合は平飼卵を代用でお届けし
ます。※卵の総重量は330g以上です。        λ大地を
守る会の生産者（宮城、埼玉、千葉、長野、佐賀）     

毎週 9065

   平飼卵        
 1286    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1287    υυб б      6コ  
  毎週 9067    330円    （税込356円）                                                                                 
             λ大地を守る会の生産者（秋田、新潟、宮
城、茨城、山梨、埼玉、千葉、長野、山口、佐賀）     

1288    υυбб  NN 1/30お届け週    
     西の産地限定平飼卵（10コ）  

  10コ   598円  （税込646円） 
     ※平飼卵の生産者のなかから、産地を
限定してお届けします。        λ大地を守る
会の生産者（佐賀、山口、長野）     

毎週 9068

やわらかな食感、マイルドな味わいが人気やわらかな食感、マイルドな味わいが人気

飼料米を自給し、籾殻も利用。目指すのは「日本型循環畜産」
新年明けましておめでとうございます。私達は有畜複合経営（有機農
業）で農民の自立とより安全な農畜産物の生産を目指し、地域的に環
境にも配慮した資源循環型農業を展開しています。鶏飼養では、飼料
米を作付、鶏に給餌（敷料には籾殻を使用）。鶏糞を堆肥化し、田・畑・
果樹園に還元する「日本型循環畜産」を実践しています。開放鶏舎、
無薬・non-GMO飼料で鶏の健康を大切にしたアニマルウェルフェアに
も取り組んでいます。一緒に循環型社会・共生社会を作っていきましょ
う！ 今年もよろしくお願いいたします。

まほろばライブファームの
鶏舎内での飼育の様子

まほろばライブファーム代表 伊藤幸蔵さんまほろばライブファーム代表 伊藤幸蔵さん

くせがなく何にでも合うのでくせがなく何にでも合うので
毎回注文しています毎回注文しています

イメージイメージ

19104号●スライス厚・挽肉の直径は目安表示です。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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「もったいナイ魚・蒸しほや」どこが違うの？
大地宅配は大地宅配は

魚介 国内の水産業を応援するため、国内水揚げの水産物を優先して取り扱います。
国内工場での製造を原則とします。（海外産はフェアトレードを優先）

                      

1004    ττ       
     もったいナイ魚・蒸しほや  

  100g   599円  （税込647円） 
 宮城県女川町で朝獲りしたホヤを新鮮なままカ
ットし、蒸しました。生よりも食べやすく、そのまま
や炒め物にすると美味。        ■漁場／宮城県    λ高橋
徳治商店（宮城県東松島市）  ［生食可］   

国産の水産物を優先

酸化・退色防止等の
薬剤不使用が原則
塩素系殺菌剤
不使用が原則

刺身・切身
エビ・カニ・貝

                      

 真アジを鮮魚のまま三枚におろして皮をむ
きました。お刺身やたたきの他、揚げ物もお
すすめ。        ■漁場／山陰沖    λオーク（鳥取県
境港市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1289    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   地あじ刺身用  

  200g   640円  （税込691円） 

イメージイメージ

 高知県沖で一本釣りしたカツオを、水揚げ
後すぐに下処理し、凍結しました。        ■漁場
／高知県    λ土佐佐賀産直出荷組合（高知
県黒潮町）  δお届け後10日保証［生食可］   

1290    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     土佐近海一本釣りかつお刺身用  

  100g   661円  （税込714円） 

イメージイメージ

 三陸沖で獲れたトロカツオを、土佐伝統の強火のわ
ら焼きで、いぶし焼きにしました。少量ずつの個包装
もうれしい。        ■漁場／太平洋    λ土佐佐賀産直出荷
組合（高知県黒潮町）  δお届け後20日保証［生食可］   

1291    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     土佐わら焼きかつおたたき  
  160g(2パック)   847円  （税込915円） 

イメージイメージ

 日本船籍の船が漁獲した天然ものの南マグロ
です。程よい脂のり、きめ細かな身質、ほのかな
甘みが楽しめます。        ■漁場／インド洋    λマストミ
（徳島県徳島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1292    ττ       
     天然南まぐろ中トロ切落し（刺身用）  

  70g   1,380円  （税込1,490円） 

 日本のマグロはえ縄船が漁獲し、船上で急
速冷凍。刺身やカルパッチョなどにも。        ■漁
場／太平洋・大西洋    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1293    ττ       
     めばちまぐろ赤身（刺身用・不定形）  

  150g   799円  （税込863円） 

イメージイメージ

 塩素洗浄していないのでホタテ本来の甘
みが味わえます。        ■漁場／網走    λ札幌
中一（北海道札幌市）  δお届け後45日
保証［生食可］   

1294    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   797円  （税込861円） 

イメージイメージ

 北海道で獲れるエゾバイツブをスチームし、
ぐっと甘みを閉じ込めました。刺身でどう
ぞ。        ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北海
道斜里町）  δお届け後30日保証［生食可］   

1295    ττ       
     えぞバイツブ刺身  

  100g   710円  （税込767円） 
 脂のりの良い寒サバを、添加物を使わず
あっさりとした酸味に仕上げました。        ■漁
場／九州西方沖    λ中野水産（鹿児島県阿
久根市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1296    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   しめさば  

  150g(1枚)   593円  （税込640円） 

イメージイメージ

 江戸前の寿司ネタとしても人気のコハダ。ていね
いに下処理し、純米酢で軽く〆てうまみを生かしま
した。        ■漁場／鹿児島県阿久根沖    λ中野水産（鹿
児島県阿久根市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1297    ττ       
  $$   こはだ酢じめ  

  100g   350円  （税込378円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

タレごとごはんにかけるだけ！タレごとごはんにかけるだけ！
本格漬け丼に箸がすすみます本格漬け丼に箸がすすみます

北海道オホーツクで漁獲した雄鮭
の身とイクラを、自社製醤油ダレ
に漬け込みました。身が締まった
鮭とぷちぷちのイクラにタレがし
み込んで深い味わいに。解凍後、
タレごとごはんにかけるだけです。

             λ札幌中一（北海道札幌市）  δお届け後
45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1299    ττ       
     鮭親子漬け丼用  

  80g×2パック   822円  （税込888円） 

 新潟県産ブリを、昆布だしを使った調味
ダレに漬け込みました。新鮮でくさみが
なく、食べごたえ抜群です。            λまえた（新
潟県新潟市）  ［生食可］  θ小麦・大豆 

1298    ττ       
     ぶり漬け丼用  
  75g(固形量60g)×2パック   690円  （税込745円） 

イメージイメージ

 身質の良い新鮮な雄鮭を使用。塩を振っ
ていないので、幅広い料理に使えます。
        ■漁場／北海道    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証   

1300    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   561円  （税込606円） 
 鮭のなかでも3.5kg以上の大型の雄鮭を厳選し、
塩辛さを感じさせない甘口に仕上げました。本品
はたくさん入った徳用品。        ■漁場／知床    λ知床
ジャニー（北海道斜里町）  δお届け後45日保証   

1301    ττ       
     徳用・知床産 うす塩味鮭切身  
  320g(4切)   1,169円  （税込1,263円） 

 紅鮭にさっと塩を振り、脂とうまみを逃
がさず引き出しました。        ■漁場／カムチ
ャツカ■原産国／ロシア    λ桃屋食品（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1302    ττ       
  $$   一塩紅鮭切身  

  180g(2切)   737円  （税込796円） 

イメージイメージ

1303    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     もったいナイ魚・真ほっけ切り落とし  

  300g   470円  （税込508円） 

 切身を製造する過程
で出る、規格に合わな
い部分の切り落とし。
味と鮮度は通常品と
同じです。        ■漁場／北
海道    λ中央水産（北
海道稚内市）  δお届
け後45日保証   

火が通りやすい便利な切り落とし火が通りやすい便利な切り落とし

イメージイメージ

食わず嫌いが多い？ 食べるとファンになる宮城の味
「ホヤは、どうもにおいがねぇ」。そんなセリフをよく聞きますが、皆さん
ホヤを食べたことありますか？
実のところ、食べたことがある人は、意外と少ないようです。つまり、ほと
んどの方が食わず嫌い。たしかに産地以外で食べると、くさみが気にな
るホヤもあります。その理由は鮮度。獲れたその日に食べる新鮮なホヤ
は、くさみがなく、ぷりぷりとしてとてもおいしいんです。
現在流通しているのは、カキ同様、ほとんどが養殖もの。しかも出荷ま
でに最低でも6年と、カキの倍以上の時間がかかります。先の震災の津
波ですべてが流された養殖施設ですが、今年、ようやく出荷できるまで
に成長しました。しかし、消費量の約8割を占める韓国では、現在、三陸
産の水産物を輸入禁止にしています。長い時間をかけて育てたホヤは、
その行き場を失っているのです。

簡単調理で子どもにも。産地のおいしさをご家庭で
ホヤは4年育てて、ようやく親になります。今期、出荷されるのはその子
どもたち。2年かけて育て上げました。もちろん放射能検査でも、検出限
界値以下で不検出。ですが、韓国から拒絶されて行き場がなく、漁師た
ちは泣く泣く海上投棄しています。大地宅配では、今回このホヤを「もっ
たいナイ魚」として扱うことにしました。でも、ただ生でお届けしたので
は、普通の店と同じです。そこで、宮城県女川町で朝獲れたホヤを、高橋
徳治商店でその日のうちに下処理し、蒸してうまみを際立たせて急速冷
凍。産地で食べるおいしさをご家庭で味わっていただけるように加工し
ました。炊き込みごはんなどにすれば、子どもも大人も楽しめます。くせ
のない味わいのホヤ、ぜひ一度お試しください。 水産担当：青木 文雄

「ホヤの炊き込みごはん」
研いだ米2合に「味の母」（大
さじ1）、めんつゆ（大さじ1）、食
べやすい大きさに切ったホヤを
入れて2合の線まで水を入れ、
軽く混ぜて炊けばでき上がり。
黒い部分は苦いので、気になる
場合は取り除いてください。

刺身

切身

20 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

おすすめの食べ方が同封
されていて、塩焼きにしま

した。1枚が大人1人にちょうど
良くて、味も良かったです。魚の
調理はあまりしない私も、これは
簡単においしくできました。

（ころくさん）

美味
レシピ

酒粕は栄養素もうまみも豊富。酒粕は栄養素もうまみも豊富。
ブリのだしが濃厚な味わいにブリのだしが濃厚な味わいに

みりん ································大さじ2
薄口醤油 ····························小さじ2

作り方
①ブリは適当な大きさに切って湯通
しし、冷水にとってうろこを取る。酒
粕は料理酒とだし汁100ccにひたし
てふやかした後、すり鉢であたり、な
めらかにする。
②残りのだし汁を鍋に入れて火にか
ける。沸騰したらブリ、大根、人参を
加え、あくを取りながらやわらかくな
るまで煮る。
③②に火が通ったら、①の酒粕を加
えて煮る。
④③に残りの調味料を加えて味を調
え、葛きりを加える。
⑤器に盛り、葉ねぎと柚子の皮を散
らして完成。
 （レシピ提供：村岡 奈弥さん）

材料（4人分）
ブリ ······································300g
大根 ········15～20cm（いちょう切り）
人参 ···············小1本（いちょう切り）
葛きり ·····················1/2袋（ゆでる）
葉ねぎ ·················8本（斜め輪切り）
柚子の皮 ··············1/3コ分（千切り）
だし汁 ································· 900cc
酒粕 ······································150g
料理酒 ·································· 60cc
味噌 ···································· 約50g

ブ
リ
の
粕
汁

 調理しやすいようフィーレ状に三枚にお
ろし、バラ凍結。お好みの量で利用でき
ます。        ■漁場／山陰沖    λ小倉水産食品
（鳥取県境港市）  δお届け後45日保証   

1304    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     あじフィーレ（加熱用）  
  150g(11枚以上)   381円  （税込411円） 

 規格サイズより少し小
さいという理由で低価
格で扱われる小型のゴ
マサバを三枚におろし
ました。        ■漁場／長崎
県    λ五島ライブカンパ
ニー（長崎県五島市）
  δお届け後45日保証   

1305    ττ       
     もったいナイ魚・五島産ごまさば三枚おろし  
  400g(4枚以上)   661円  （税込714円） 

 北海道釧路沖で水揚げ後、すぐに急速凍結した真
イワシです。平均120ｇと大型で、脂のりもしっか
り。塩焼き、煮付けでどうぞ。        ■漁場／北海道    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1306    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道産真いわし  

  370g(3尾)   458円  （税込495円） 

節
分
節
分

 北海道厚岸で獲れたサンマです。塩焼
き、揚げ物などにどうぞ。        ■漁場／厚岸
沖    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお届け
後45日保証   

1307    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     厚
あっけし

岸のさんま  
  3尾   480円  （税込518円） 

 新鮮で卵たっぷり。煮付ける他、唐揚げ
にして野菜あんをかけてどうぞ。        ■漁場
／ベーリング海    λ一翠（千葉県千葉市）
  δお届け後45日保証   

1308    ττ       
     子持浅羽かれい  

  240g(2切)   589円  （税込636円） 
 アイスランド産カラスカレイを切身加工した際に出
る、小ぶりな切り落としの部分を有効活用しました。
フライや天ぷら、竜田揚げなどに。        ■漁場／アイスラ
ンド    λアイケイ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1309    ττ       
     もったいナイ魚・カラスカレイ切り落とし  
  300g（2パック）   368円  （税込397円） 

限定 700

 長崎県で11月下旬から1月に漁獲された寒ブ
リです。程よく身が締まり、脂のりも良好。照
り焼きや煮物でどうぞ。        ■漁場／長崎県    λ大
畑食品（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1313    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     長崎産天然寒ぶり切身  

  160g(2切)   554円  （税込598円） 

 くせのない白身で、どんな料理にも合い
ます。焼き魚、フライ、ムニエルなどに。
        ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札
幌市）  δお届け後45日保証   

1310    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     宮本さんの北海道真だら切身  

  240g(3切)   608円  （税込657円） 
 漁獲後、船内凍結された高鮮度のキンメダイを
厳選。煮付けや汁物の他、焼き物やアクアパッツ
ァ、ムニエルなどでどうぞ。        ■漁場／宮城県    λア
イケイ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1311    ττ       
     きんめ鯛（下処理済）  

  350g(2尾)   898円  （税込970円） 
 1尾のマグロからわずかしか取れない希少
なカマを、ご家庭で調理しやすいサイズに
カットしました。        ■漁場／太平洋    λマスト
ミ（徳島県徳島市）  δお届け後15日保証   

1312    ττ       
     めばちまぐろカマぶつ切り  

  300g   430円  （税込464円） 
 骨がなく、ジューシーでやわらかな身質
です。バター焼きや煮付け、唐揚げなど
に。        ■漁場／太平洋    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け後15日保証   

1314    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     骨なしめかじき切身  

  140g(2切)   554円  （税込598円） 
 自社船で獲ったムラサキイカを使いやす
いサイズにカットしバラ凍結。切れめ入
りで食べやすいです。        ■漁場／北西太平
洋    λ福栄（鳥取県境港市）     

1315    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     いか短冊（天ぷら・炒めもの用）  

  200g   505円  （税込545円） 

 薬剤不使用の粗放養殖で育てたエビ。使いやすいバラ凍結の
むき身です。    ※お買い上げ代金のうち10円は、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てられます。    ■原産国／インド
ネシア    λオルター・トレード・ジャパン（東京都新宿区）    θえび 

1316    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 
 尾だけ残し、腹部に切れめを入れたエコシュリンプ。バラ凍結
で、便利です。    ※お買い上げ代金のうち8円は、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てられます。    ■原産国／インド
ネシア    λオルター・トレード・ジャパン（東京都新宿区）    θえび 

1317    ττ       
     下処理済エコシュリンプ（Ｍ）  
  160g（11尾以上）   926円  （税込999円） 

 エビチリやチャーハン、サラダの彩りに
と、さまざまな料理でどうぞ。        ■漁場／イ
ンド    λ浜永水産（大分県宇佐市）    θえび 

1318    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     天然ブラックタイガーむきえび 100g  

  100g   627円  （税込677円）  新鮮なタカエビを素早くむき身にして冷凍
しました。バラ凍結で使いやすいです。        ■漁
場／鹿児島県阿久根沖    λ中野水産（鹿児島
県阿久根市）  δお届け後45日保証  θえび 

1319    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     たかえびむき身（加熱用）  

  150g   603円  （税込651円） 
 国産のイカ、ホタテ、エビの3種の魚介をミ
ックス。炒め物やパスタ、カレー、お好み焼
きなどに。冷凍庫の常備品としてどうぞ。
            λ小倉水産食品（鳥取県境港市）    θえび 

1320    ττ       
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 

 北海道のベビーホタテをボイルして冷凍
しました。スープやチャーハンなど幅広い
料理にどうぞ。        ■漁場／北海道    λ札幌中
一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1321    ττ       
     ベビーほたてボイル（加熱用）  

  200g   549円  （税込593円） 
 国内主産地のなかから天然・手掘り漁の
ものを集めて、砂抜き後パックしました。
        ■漁場／国内産    λおおぐさ丸水産（千
葉県富津市）  εお届け後2日保証   

1322    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622円） 
 シジミの一大産地・島根県宍道湖産。砂抜き処理した
ものをパックして冷凍しました。凍ったままで調理に使
えます。    ※通常規格より40g増えて価格据え置きです。
    ■漁場／宍道湖東部    λイトハラ水産（島根県松江市）     

1323    ττ       
     徳用宍道湖のしじみ（冷凍ツインパック）  
  100g×2パック   495円  （税込535円） 

 栄養豊富な海で育まれる広島県産カキを、鮮度
を保ったまま塩水でパックしてお届けします。    ※3
月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／広島県    λ倉
橋島海産（広島県呉市）  εお届け後3日保証   

1324    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     広島産生かき（加熱用）  

  140g   690円  （税込745円） 
 広島湾のなかでも養殖に適した中西部
海域の養殖ガキを急速冷凍。炒め物やフ
ライにどうぞ。        ■漁場／広島県    λ広島県
漁業協同組合（広島県広島市）     

1325    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     広島産冷凍かき（加熱用）  

  200g   598円  （税込646円） 

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準
化学調味料（アミノ酸等）や酸化
防止剤等の食品添加物不使用

すべて国内工場で製造

干物・漬込魚
簡単調理

                      

 朝市で買い付けた真アジを開きました。
脂質が10％以上あるアジに限定し、質も
鮮度も抜群。        ■漁場／島根県沖    λ岡富商
店（島根県大田市）  δお届け後20日保証   

1326    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     「朝どれ」あじ開き（中）  

  180g(2枚)   459円  （税込496円） 
 脂ののった真アジを、伊東の太陽と浜風で
天日干しにしました。熟練の職人技をお楽
しみください。        ■漁場／長崎県    λ島源商店
（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1327    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   566円  （税込611円） 
 脂ののった真サバを手作業で三枚におろし、
一夜干しにしました。しつこくない後味は良
質な脂の証です。        ■漁場／長崎県    λマルイ水
産商事（長崎県平戸市）  δお届け後45日保証   

1328    ττ       
  $$   真さば一夜干し  

  240g（2枚）   450円  （税込486円） 
 北海道釧路沖で水揚げ後、急速凍結しまし
た。大型で、脂のりもしっかり！ シンプルに
焼き魚でどうぞ。        ■漁場／北海道    λ桃屋
食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1329    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     北海道産真いわし一夜干し  

  240g(3枚)   528円  （税込570円） 

イメージイメージ

エビ・カニ・貝

干物

大人にちょうど良い大きさで大人にちょうど良い大きさで
調理も簡単でした調理も簡単でした

イメージイメージ

21104号●水揚げ状況により、漁場が変更になる場合があります。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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 近海産の旬の真ホッケを海の目の前で天
日干しにしました。潮の香りと一緒にお届
けいたします。        ■漁場／北海道    λ丸共水
産（北海道稚内市）  δお届け後30日保証   

1330    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     天日干し開きほっけ  

  200g（1枚）   528円  （税込570円） 

イメージイメージ

1331    ττ       
     北海道産さんま開き一夜干し  

  180g(2枚)   418円  （税込451円） 

 北海道花咲港に水揚
げされたサンマを、天
日塩を使い干し上げ
ました。脂のり抜群
でふっくら、ジューシ
ー。            λ間宮商店（宮
城県塩釜市）  δお届
け後30日保証   

北海道産サンマを天日干ししました北海道産サンマを天日干ししました

 山陰を代表する高級魚ノドグロ（アカム
ツ）。脂のりが良く、「白身のトロ」と呼ば
れます。        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水産（島
根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1332    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円） 

 旬の時季に獲れたキンメダイの干物です。
小ぶりですが、甘みがありジューシーなうま
みが堪能できます。        ■漁場／宮城県    λ島源
商店（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1333    ττ       
     金目鯛天日干し  

  150g（1枚）   570円  （税込616円） 

イメージイメージ

 醤油と砂糖で作ったタレに漬け込みまし
た。甘く香ばしい風味はごはんにぴったり。
        ■漁場／長崎県    λマルイ水産商事（長崎県
平戸市）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1334    ττ       
  $$   真いわし桜干し  

  150g(4枚)   656円  （税込708円） 

節
分
節
分

 卵の入りの良いカラフトシシャモを厳選。
フライにしてもおいしいです。        ■漁場／バ
レンツ海■原産国／ノルウェー    λ札幌中
一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1335    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     カラフトししゃも（メス）  

  15尾   508円  （税込549円） 
 脂がのった銀ダラを、上品な味の西京味噌
に漬け込みました。酒粕の甘みと香りがき
いています。        ■原産国／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1336    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   878円  （税込948円） 

イメージイメージ

西京味噌の香りと鮭のうまみが絶妙。西京味噌の香りと鮭のうまみが絶妙。
香ばしく焼いてお召し上がりください香ばしく焼いてお召し上がりください

北海道で漁獲された雄鮭だけを
厳選し、特製の西京味噌に漬け込
みました。風味豊かな甘口の西京
味噌が、新鮮でうまみの濃い鮭と
よく合います。香ばしく焼いてお
召し上がりください。

         ■漁場／北海道    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証  θ大豆 

1337    ττ       
     ごはんがすすむ・北海道産 鮭西京漬  

  120g(2切)   469円  （税込507円） 

 締まった身とさっぱりした味わいが魅力の国産
天然真ダイを、食品添加物不使用の西京味噌
に漬け込みました。        ■漁場／長崎県    λ大商水産
（大阪府大阪市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1338    ττ       
     天然真鯛西京漬  

  140g(2切)   850円  （税込918円） 
 ノルウェー産サバを、田舎味噌に漬け込みま
した。脂と味噌の相性が抜群。グリルで焼く
他、野菜とホイル焼きもおすすめ。        ■原産国／
ノルウェー    λまえた（新潟県新潟市）    θ大豆 

1339    ττ       
     じっくり熟成さば味噌漬  

  120g(2切)   458円  （税込495円） 
 サワラを甘味噌ベースの味噌柚庵床で漬け込
みました。国産のゆずでさっぱりとした風味に
仕上げています。        ■漁場／東シナ海    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1340    ττ       
     さわら（さごし）味噌柚庵漬  

  120g(2切)   658円  （税込711円） 

 自社船「吉丸」が獲った肉厚でぷりぷりの
ムラサキイカをフライに。凍ったまま揚げ
てどうぞ。            λ福栄（鳥取県境港市）    θ小
麦・卵 

1342    ττ       
  $$   吉丸のいかフライ  

  180g   499円  （税込539円） 

イメージイメージ

 脂のりの良い真サバを、下味を付けて衣
付け。フライパンで揚げ焼きでもOKです。
        ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札
幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1343    ττ       
     さば竜田揚  
  150g(7切以上)   504円  （税込544円） 

イメージイメージ

 鳥取県境港市で水揚げされた新鮮な真
アジを味・衣付け。揚げ物の他、マリネな
どにもおすすめです。            λ福栄（鳥取県境
港市）    θ小麦・大豆 

1344    ττ       
  $$   フライパンで作るあじの竜田揚げ  
  150g(6枚以上)   427円  （税込461円） 

イメージイメージ

 鹿児島県阿久根沖で獲れた新鮮な真ダ
コを、一口大にして粉付けしました。油で
揚げるだけです。            λ中野水産（鹿児島県
阿久根市）  δお届け後45日保証   

1345    ττ       
  $$   真だこから揚げ  

  150g   493円  （税込532円） 

イメージイメージ

 山陰沖で獲れたイワシに玉ねぎ、生姜を
加えて成形。凍ったまま焼いてください。
            λ小倉水産食品（鳥取県境港市）  δお
届け後45日保証  θ小麦 

1346    ττ       
     いわしハンバーグ  

  200g(4コ)   627円  （税込677円） 

イメージイメージ

魚卵・シラス
海藻

魚卵：リン酸塩、発色・着色料等の
食品添加物不使用
シラス：塩素系殺菌剤、
漂白剤等の食品添加物不使用

海藻：すべて国産

                      

 希少な国産タラコを使った明太子の袋が少
し切れたタイプ。食品添加物不使用。        ■漁
場／北海道    λ西昆（福岡県古賀市）  δお届
け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1347    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   辛子明太子切子（北海道産たらこ）  

  120g   893円  （税込964円） 
1348    ττ       
     徳用 北海道産塩たらこ（ばらこ）  

  50g×3パック   855円  （税込923円） 

 塩タラコを皮から外
して粒状にしたばら
この3パックセット。
        ■漁場／噴火湾    λ西
昆（福岡県古賀市）
  δお届け後45日保証
［生食可］   

自然な色合いと、つぶつぶ感が特徴自然な色合いと、つぶつぶ感が特徴

 前浜のイワシの稚魚を水揚げ後、すぐに塩ゆ
でして天日干し。程よい塩加減の乾いたタイ
プです。        ■漁場／宇和海    λ無茶々園（愛媛
県西予市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1350    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   569円  （税込615円） 

イメージイメージ

適度な塩気とふっくらした食感。適度な塩気とふっくらした食感。
かむほどにうまみがあふれますかむほどにうまみがあふれます

シラス本来の味を生かすため、水
揚げ後すぐに赤穂の天塩でふん
わりとゆで上げました。しっとりし
た食感で、かみしめるたびに甘み
とうまみが広がります。保存しや
すい小分けパック。

         ■漁場／愛媛県    λカネモ（愛媛県松山
市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1349    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     釜あげしらすツインパック（カネモ）  

  25g×2パック   247円  （税込267円） 

毎週 9060

1351    ττ       
     釜上げちりめん（しらすぼし）  

  100g   555円  （税込599円） 

 適度に干したシラスの
ため、やわらかいです。
塩を加えずにゆでた自
然な風味が特徴。        ■漁
場／瀬戸内海    λハヤ
シ食品工業（広島県広
島市）  δお届け後45
日保証［生食可］   

適度な干し加減で、やわらか適度な干し加減で、やわらか

 黒潮が注ぎ込む豊かな海で獲れたチリメンジャ
コをじっくりと天日干し。たっぷり150ｇの徳用パ
ックです。        ■漁場／志布志湾    λ谷口海産（鹿児
島県志布志市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1352    υυ       
     志
し ぶ し

布志ちりめん徳用パック  
  150g   849円  （税込917円） 

 水洗いするだけで、ワカメの風味がよみがえる、
人気の商品です。    ※次回取り扱いは5月頃予定。
    ■漁場／有明海    λ長崎有機農業研究会（長崎
県南島原市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1353    υυ       
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   512円  （税込553円） 

 メカブを塩ゆでして刻み、粘りとうまみを
引き出しました。ぽん酢をかけたりごはん
と一緒にどうぞ。        ■漁場／三陸産    λシー
フーズあかま（宮城県塩釜市）  ［生食可］   

1354    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     たたきめかぶ  
  200g(2パック)   522円  （税込564円） 

 繊細な口当たり、でも歯ごたえはしっかり。やわらか
な酸味がきいていて、食欲のないときでも食べられ
ます。        ■漁場／石川県    λ大根音松商店（石川県七
尾市）  δお届け後6日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1355    υυ       
     味付絹もずく  

  150g   340円  （税込367円） 

漬込魚

簡単調理

22 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。

菓　

子

飲　

料

青　

果

米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

肉

ハ
ム
・
卵

魚
介
・
海
苔

乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

健
康
応
援
食
品

酒

雑
貨
・
住
ま
い

tsuci17_104_p22M_04.indd   22 2016/12/26   13:33:06



お気に入り
～会員さんより～

わたしの

わが家の定番です！ 手巻
き、おにぎり、たらこスパ

ゲティなどで、おいしくいただい
ています。味と香りが命の海苔。
おすすめです。

（トバママさん）

寒い日は魚が主役の鍋で寒い日は魚が主役の鍋で
ほっこり、ぽかぽか♪ほっこり、ぽかぽか♪もう

今週
の

一品

イメージイメージ

イメージイメージ

魚の惣菜

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準
着色料、化学調味料（アミノ酸
等）等の食品添加物不使用

すべて国内工場で製造

                      

 鹿児島県の養鰻場にて無投薬で育てたウナギを使用。蒸
してから、タレを塗って香ばしく焼きました。    ※お買い上
げ代金のうち50円は「ささエールうなぎ基金」として積み
立てられます。        λ大畑食品（長崎県長崎市）    θ小麦・大豆 

1356    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付）130g  

  130g   2,650円  （税込2,858円） 

イメージイメージ

 四万十川のシラス（ウナギの稚魚）を、じっくり育てた健康
なウナギ。わさび醤油や塩などでさっぱりと。    ※お買い上げ
代金のうち50円は「ささエールうなぎ基金」として積み立て
られます。        λ加持養鰻場（高知県四万十市）    θ小麦・大豆 

1357    ττ       
  $$   ささエール四万十うなぎ白焼（タレ・山椒付）  
  1尾(135g)   2,136円  （税込2,303円） 

イメージイメージ

 雄の白鮭をお弁当用サイズにカットして
焼きました。解凍するだけでOK。個包
装なので保存しやすいです。            λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1358    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     焼鮭  

  150g(5切)   712円  （税込769円） 
 脂のりの良い紅鮭を天塩に漬け、一昼夜寝かせてうまみ
を熟成。さらにオリジナルの西京味噌に二昼夜漬け込
みました。        ■漁場／カムチャツカ■原産国／ロシア    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1359    ττ       
  $$   じっくり熟成 紅鮭西京焼き  

  105g(3切)   678円  （税込732円） 

 北海道網走産雄鮭を西京味噌に漬け込み、焼
き上げた一品。温め直すだけなので、焦がす心
配がありません。        ■漁場／北海道    λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1360    ττ       
     秋鮭西京焼き  

  100g(2切)   490円  （税込529円） 
 北海道釧路沖で水揚げされたサンマを、西京
味噌に漬け込みました。温め直すだけで手軽に
食べられます。        ■漁場／北海道    λ札幌中一（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1361    ττ       
     さんま西京焼き  

  150g(4切)   498円  （税込538円） 
 脂のり抜群のノルウェー産サバを、新潟県
産のまろやかな麦味噌で煮付けました。忙
しい日の夕食にどうぞ。        ■原産国／ノルウ
ェー    λまえた（新潟県新潟市）    θ大豆 

1362    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 
 さっぱりとした梅煮で、余分な脂もほとんど
なく、おいしく食べられます。解凍してその
ままでもOK。            λ小倉水産食品（鳥取県境
港市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1363    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     真いわしの梅煮  

  100g（3尾）   394円  （税込426円） 
 脂ののった雄の鮭のみを使用。ていねい
に塩漬け、スモークしました。        ■漁場／
北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）  ［生
食可］   

1364    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626円） 

佃煮・海苔
ふりかけなど

着色料、化学調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤等の食品添加物不使用

国内の水産物を優先

すべて国内工場で製造

                      

 塘路湖（北海道）産のワカサギを天日干し
にした後、焼いて味付け。口当たりがソフ
トな甘露煮です。            λ安田水産（鳥取県境
港市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1365    υυ       
  $$   わかさぎ甘露煮  

  80g   465円  （税込502円） 
 関西で定番の、ごはんのおとも。瀬戸内海のイ
カナゴを釜でていねいに炊いた一品。卵焼きの
具材としてもおすすめ。            λ武田食品冷凍（兵庫
県洲本市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1366    υυ       
     いかなごのくぎ煮  

  100g   559円  （税込604円） 
 大分県産ゆずと唐辛子を加え、風味良
く仕上げました。山椒が苦手な方にもぜ
ひ。            λ津乃吉（京都府京都市）  δお届け
後30日保証  θ小麦・大豆 

1367    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     京都津乃吉の柚子ちりめん  

  50g   794円  （税込858円） 
 王隠堂農園の生姜を、砂糖と醤油、カツ
オ節で甘辛く炊きました。ごはんのおと
もにぴったりです。            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）    θ小麦・大豆 

1368    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     しょうがの佃煮  

  100g   522円  （税込564円） 

 味に対する評価の高
い皿垣漁協産の訳あ
り海苔。お買い得品で
す。    ※2月頃までの取り
扱い予定。        λ成清海
苔店（福岡県柳川市）     

1370        
     新のり・成清さんの有明一番摘み 皿垣漁協産焼きずのり  

  全形10枚   598円  （税込646円） 

1369    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     新のり・成清さんの有明一番摘み おにぎり用焼海苔  

  2切10枚×3袋   728円  （税込786円） 
 秋芽一番摘みの新海苔をおにぎりを1つ
巻ける大きさに切りました。小袋のままお
弁当のおともに。    ※2月頃までの取り扱い
予定。        λ成清海苔店（福岡県柳川市）     

 有明の秋芽一番摘み
新海苔を使用。やわら
かく、うまみと香りが
あります。    ※2月頃ま
での取り扱い予定。
        λ成清海苔店（福岡
県柳川市）     

1371    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     新のり・成清さんの有明一番摘み 焼海苔  

  全形10枚   500円  （税込540円） 

1373    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     知
しれとこ

床産手ほぐし鮭  
  80g   531円  （税込573円） 

 塩鮭を焼いて手でほ
ぐしました。添加物を
使わず塩だけのシン
プルな味付け。お茶
漬けやおにぎりの具
などに。            λ知床ジャ
ニー（北海道斜里町）
  δお届け後15日保証   

手ほぐしならではのふっくら仕上げ手ほぐしならではのふっくら仕上げ

 身質の良い新鮮な雄鮭を使用。塩を振っていないの
で、幅広い料理に使えます。        ■漁場／北海道    λ魚中
（東京都足立区）  δお届け後45日保証   

1300    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   561円  （税込606円） 

 鮮魚のまま素早くミンチにし凍結。鍋
や汁物、ハンバーグなどに。        ■漁場／山
陰沖    λ小倉水産食品（鳥取県境港市）
  δお届け後45日保証   

1341    ττ       
     いわしミンチ  
  150g×2パック   598円  （税込646円） 

節
分
節
分

 風味豊かな素材をふんだんに使ったさわ
やかな味。お茶漬けやおにぎりにもどう
ぞ。            λ成清海苔店（福岡県柳川市）    θ小
麦・大豆 

1374    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     梅かつおふりかけ  

  50g   380円  （税込410円） 

2005      
     京都津乃吉のしいたけ昆布  

  80g   555円  （税込599円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2008        
     味のりふりかけ  

  50g   300円  （税込324円） 
                 θ小麦・大豆 

 くせのない白身で、ど
んな料理にも合いま
す。焼き魚、フライ、ム
ニエルなどに。        ■漁
場／北海道    λ札幌
中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証   

1310    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     宮本さんの北海道真だら切身  

  240g(3切)   608円  （税込657円） 

 つなぎを使わないから、真アジの味がそ
のまま。煮物や汁物にどうぞ。            λいそ由
（大分県佐伯市）  δお届け後15日保証   

1485    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     真あじのつみれ  

  110g（8コ）   379円  （税込409円） 

2006        
     江戸前でぃ 生のり佃煮  

  85g   371円  （税込401円） 
                 θ小麦・大豆 

2009      
     海老ふりかけ  

  50g   300円  （税込324円） 
                 θえび・小麦・大豆 

2007      
     若布ちりめん  

  40g   362円  （税込391円） 
               δお届け後45日保証   

2010        
     鮭ふりかけ  

  40g   403円  （税込435円） 
                 θ小麦・大豆 

イメージイメージ
イメージイメージ

 高級寿司に使えない
からはねるというのが
名の由来。小さな穴
がありますが、おいし
い海苔です。    ※2月頃
までの取り扱い予定。
        λ成清海苔店（福岡
県柳川市）     

1372    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
      新のり・成清さんの有明一番摘み 寿司はね焼海苔  

  全形10枚   395円  （税込427円） 

海苔は味と香りが命。海苔は味と香りが命。
わが家の定番です！わが家の定番です！

23104号

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。

●水揚げ状況により、漁場が変更になる場合があります。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

ねっとりしていて、酸味控
えめで、食べやすいです。

冷凍フルーツを入れて少し置く
と、フルーツに絡んだ部分のヨー
グルトがアイスのように少し固
まって、好きな食感になります。

（ナッキーさん）

大地宅配の

牛 乳定番

商品担当の

おすすめ
「飛騨プレーンヨーグルト」

飛
騨
地
方
の
酪
農
家
が

育
て
た
牛
の
生
乳
を
100
％
使
用

加工食品担当　西田 和弘

岐阜県飛騨高山の大自然のなかで、非遺伝子組み換
えの飼料を与え、健康的に育てた乳牛の新鮮な生乳
を100％使用。脱脂粉乳や寒天は加えず、乳酸菌のみ

で固めました。まろやかな酸味でさっぱりとし
ていながら、牛乳本来のこくが味わえ
るバランスの良いヨーグルトです。お
好みで甘みやフルーツを加えるのも
おすすめです。

毎週 9073

 丹那盆地の新鮮な生乳の風味を生かすた
め、ノンホモジナイズで65℃ 30分低温殺
菌しています。  2点以上注文すると1点あたり
8ポイント付与します。          λ函南東部農協（静
岡県函南町）  εお届け後6日保証  θ乳 

1375    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳  

  1000ml   335円  （税込362円） 

毎週 9072

 長野県中部で非遺伝子組み換え飼料で育った
乳牛の生乳を使用。遠心分離で脂肪をカット
し、65℃ 30分で低温殺菌。  2点以上注文すると
1点あたり6ポイント付与します。          λタカハシ乳業
（群馬県前橋市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1376    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

毎週 9071

 長野県中部で育てられた牛の生乳を、ノ
ンホモジナイズ、65℃ 30分で低温殺菌
しています。  2点以上注文すると1点あたり
6ポイント付与します。          λタカハシ乳業（群
馬県前橋市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1377    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会のびん牛乳  

  720ml   265円  （税込286円） 

毎週 9070

 非遺伝子組み換えの飼料を与え、長野県中部で
健康に育った牛の生乳を、ホモジナイズ、65℃
30分で低温殺菌した部分脱脂乳です。  2点以上注
文すると1点あたり5ポイント付与します。          λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1378    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

牛乳：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

牛乳：すべて低温殺菌

チーズ：ナチュラルチーズのみ。
乳化剤不使用

乳製品
                      

毎週 9074

 丹那盆地からお届けする
低脂肪牛乳。65℃ 30分
で低温殺菌、ホモジナイズ
した、部分脱脂乳です。  2
点以上注文すると1点あたり7
ポイント付与します。          λ函南
東部農協（静岡県函南町）
  εお届け後6日保証  θ乳 

1379    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     低温殺菌の低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

毎週 9075

 非遺伝子組み換えの
輸入穀物・牧草を中
心に与えた牛の生乳
を低温殺菌・ホモジナ
イズ処理。            λタカハ
シ乳業（群馬県前橋
市）  εお届け後5日保
証  θ乳 

1380    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   那須のおいしい牛乳（ホモ牛乳）  

  1000ml   273円  （税込295円） 

毎週 9076

 非遺伝子組み換え飼料
を与えた乳牛の生乳を、
65℃ 30分で低温殺菌
したホモジナイズ牛乳で
す。風味豊かな味わいが
特徴。            λ飛騨酪農農業協
同組合（岐阜県高山市）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1381    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     パスチャライズ飛騨（ホモ牛乳）  

  1000ml   351円  （税込379円） 

 非遺伝子組み換え飼料で育
てた牛の生乳を使用。65℃
30分で低温殺菌しました。
飲み切りサイズの500mlで
す。  2点以上注文すると1点あた
り5ポイント付与します。          λ四
日市酪農（三重県菰野町）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1382    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     鈴鹿山麓発低温殺菌牛乳（ホモ牛乳）  

  500ml   183円  （税込198円） 

 山地酪農をする自社牧場で、
主に牧草で育ったブラウン
スイス種の牛乳。すっきりし
た後味が特徴。72℃ 15秒
で殺菌。  2点以上注文すると1
点あたり5ポイント付与します。
          λ木次乳業（島根県雲南市）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1383    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ブラウンスイス牛乳（ノンホモ）  

  500ml   199円  （税込215円） 

 丹那の低温殺菌牛乳
用の生乳を使った乳
脂肪分約47％の生
クリーム。くせが少な
く、とてもまろやか。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  εお届
け後5日保証  θ乳 

1384    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     丹那の純生クリーム（乳脂肪分47％）  

  200ml   472円  （税込510円） 

毎週 9077

 丹那の牛乳を原料に、
砂糖で甘みを付け、
乳酸菌で発酵させた
ヨーグルトドリンク。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  δお届
け後12日保証  θ乳 

1385    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     のむヨーグルト花子ちゃん  

  1000ml   341円  （税込368円） 

1386    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     飛騨のむヨーグルト  

  130ml×3本   484円  （税込523円） 
 三重県の5戸の酪農家が育てた牛の生乳
100％。甘さ控えめで、生乳の豊かな風
味が魅力。            λ飛騨酪農農業協同組合（岐
阜県高山市）  δお届け後11日保証  θ乳 

毎週 9078

1387    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     北海道産生乳と砂糖のみで仕上げたのむヨーグルト  

  180g×6本   900円  （税込972円） 
 程よい酸味とすっきりとした甘さ。生きて腸
まで届くビフィズス菌BB-12が健康習慣に
一役買ってくれます。            λ新札幌乳業（北海
道札幌市）  δお届け後10日保証  θ乳 

1388    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ＮＳ乳酸菌飲料（7本）  
  140g×7本   934円  （税込1,009円） 

 国産豆乳をベースに、生きて腸まで届く
とされるNS乳酸菌などを加えて作りま
した。            λヤマダフーズ（秋田県横手市）
  δお届け後9日保証  θ乳・大豆 

毎週 9079

毎週 9080

 乳酸菌が生きて腸まで届く
といわれる、プロバイオティ
クスヨーグルト。酸味は控え
めで、牛乳の風味豊かです。
  2点以上注文すると1点あたり
5ポイント付与します。          λタカ
ハシ乳業（群馬県前橋市）
  δお届け後9日保証  θ乳 

1389    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   那須のおいしいプロバイオティクスヨーグルト  

  405g   265円  （税込286円） 

毎週 9081

 丹那の新鮮な牛乳を
デンマークの乳酸菌
で発酵。お好みのフル
ーツを入れて。            λ函
南東部農協（静岡県
函南町）  δお届け後
13日保証  θ乳 

1390    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     全乳ヨーグルト（プレーン）  

  500ml   296円  （税込320円） 

毎週 9086

 「ケフィール菌」で発
酵させたヨーグルト。
チーズのような香り
と、なめらかな口当た
りが特徴。            λタカハ
シ乳業（群馬県前橋
市）  δお届け後9日保
証  θ乳 

1393    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ケフィアヨーグルト（プレーン）  

  405g   371円  （税込401円） 

毎週 9082

 健やかに育った乳牛の生乳を100％使
用したヨーグルトは、まろやかな味わい。
            λ飛騨酪農農業協同組合（岐阜県高山
市）  δお届け後12日保証  θ乳 

1391    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     飛騨プレーンヨーグルト  

  400g   265円  （税込286円） 

 島根県奥出雲の自然
の中でのびのびと育
てた牛の生乳を使用。
新鮮な生乳の甘みと
風味を楽しめます。
            λ木次乳業（島根県
雲南市）  δお届け後8
日保証  θ乳 

1394    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     木
き す き

次すこやかプレーンヨーグルト  
  400g   290円  （税込313円） 

毎週 9083

 長野県中部で健康的
に育った牛の生乳を
使用。粘り気があり、
なめらかな口当たり
のヨーグルト。            λタカ
ハシ乳業（群馬県前
橋市）  δお届け後9日
保証  θ乳 

1392    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     低脂肪ヨーグルト（プレーン）  

  405g   227円  （税込245円） 

酸味が控えめで食べやすい。酸味が控えめで食べやすい。
フルーツと一緒がお気に入りフルーツと一緒がお気に入り

お得
2本で……
12ポイント
3本で……
18ポイント

お得
2本で……
16ポイント
3本で……
24ポイント

生乳の風味を生かしたすっきりとした味わい

お得
2本で……
10ポイント
3本で……
15ポイント

お得
2本で……
12ポイント
3本で……
18ポイント

低脂肪乳 低脂肪乳

24 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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イメージイメージ

特徴：ホテル仕様のきめ細
かでしっとりとした食感／
小麦：九州産／酵母：ホシノ
天然酵母

大地宅配の

パン定番

特徴：自社製酵母の酸味ともっちり食
感。油脂・砂糖不使用／小麦：北海道産
／酵母：自家製ホップ種・レーズン種

イメージイメージ

特徴：かむほどに感じる甘み。トースト
がおすすめ／小麦：北海道産・九州産／
酵母：ホシノ天然酵母

イメージイメージ

特徴：白神こだま酵母が生む味わい。
形はブナの葉をイメージ／小麦：北
海道産／酵母：白神こだま酵母

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

プレーン派ですが、さらり
とした甘みが程よく、その

ままでも、レーズンやはちみつと
一緒でも、どちらでもおいしいと
ころが気に入りました。子どもも
そのままで抵抗なく食べられる
せいか、ヨーグルトを食べる回数
が増えました。

（ボニーさん）

1410   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ル・ウィズの山型食パン  

  1コ   303円  （税込327円） 
             λル・ウィズ（ウィル）（千葉県流山市）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 2000 毎週 9094

1415   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     サラの白神（ソフトフランス）  

  1コ   351円  （税込379円） 
             λサラ秋田白神（東京都八王子市）  εお
届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9098

 新鮮な生乳とデンマ
ーク産の3種類の乳
酸菌で作りました。料
理にも使いやすい自
然な甘みの無糖タイ
プ。            λ福島乳業（福
島県福島市）  δお届
け後8日保証  θ乳 

1396    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト（プレーン）  

  500g   393円  （税込424円） 

毎週 9088

 福島県産の生乳の風味が生きたやさしい
酸味。ビフィズス菌FK120（特保許可菌）
が生きたまま腸内に届きます。            λ福島乳業
（福島県福島市）  δお届け後8日保証  θ乳 

1395    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     【特保】たべるデンマークヨーグルト（加糖）  

  500g   393円  （税込424円） 

1397    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさしい甘さ鈴鹿山麓ヨーグルト 加糖6コ  

  70g×6コ   368円  （税込397円） 
 とろりとなめらかな口当たり、やさしくま
ろやかな甘さ。お子さんから大人まで楽
しめる味わい。            λ四日市酪農（三重県菰
野町）  δお届け後13日保証  θ乳 

毎週 9087

1398    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     飛騨ノンホモヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   310円  （税込335円） 
 甘みと酸味のバランスが絶妙です。ノンホモならで
はのクリーム状の部分も美味。  2点以上注文すると1
点あたり6ポイント付与します。          λ飛騨酪農農業協同
組合（岐阜県高山市）  δお届け後12日保証  θ乳 

毎週 9084

1399    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     丹那プロバイオヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   341円  （税込368円） 
 丹那の新鮮な生乳と５種の乳酸菌を使用。マイ
ルドな酸味と甘さに仕上げました。  2点以上注文
すると1点あたり7ポイント付与します。          λ函南東部
農協（静岡県函南町）  δお届け後12日保証  θ乳 

毎週 9085

1400    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     植物性乳酸菌ヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   414円  （税込447円） 
 植物性乳酸菌「L.カゼイ KAMEDA菌」で
米と生乳を発酵させて作りました。クリー
ミーですっきりとした味わい。            λ塚田牛乳
（新潟県新潟市）  δお届け後7日保証  θ乳 

 奥出雲の牛の生乳を、約2カ月間熟成させた
チーズ。熟成がすすむにつれ味の変化も楽し
め、パンにのせて焼いても美味。            λ木次乳業
（島根県雲南市）  δお届け後60日保証  θ乳 

1401    υυ       
     黒胡椒ゴーダチーズ  

  180g   1,000円  （税込1,080円） 

限定 250

 奥出雲の新鮮な生乳を生かした、くせの
ない味わいです。100gのお試しサイズ。
            λ木次乳業（島根県雲南市）  δお届け
後45日保証  θ乳 

1403    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     木
き す き

次プロボローネチーズピッコロ  
  100g   500円  （税込540円） 

イメージイメージ

1402    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     タカハシ乳業のモッツァレラチーズ  

  100g   413円  （税込446円） 

 「大地を守る会のびん
牛乳」と同じ生乳を使
用。くせのないマイル
ドな味わい。            λタカ
ハシ乳業（群馬県前
橋市）  δお届け後15
日保証  θ乳 

ミルクの風味が濃厚ですミルクの風味が濃厚です

 北海道産生乳100％のゴーダチーズを使用。セル
ロース（結着防止剤）などの添加物は一切不使用
です。    ※お1人様1点までの限定注文品です。        λ全
酪フーズ（東京都港区）  δお届け後30日保証  θ乳 

1404    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     北海道シュレッドチーズ  

  160g   463円  （税込500円） 

限定 500
イメージイメージ

 北海道産の新鮮な生乳を使用。まろやか
でこくがあります。溶かして野菜などに
絡めて。            λ十勝野フロマージュ（北海道
中札内村）  εお届け後15日保証  θ乳 

1405    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     とろーりとろけるラクレットチーズ  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 300
イメージイメージ

 生乳の豊かな風味とまろやかなこくが、料理の味
わいを引き立てます。スープや目玉焼きなどにも。
    ※物流の都合上、冷蔵でお届けします。    ■原産国／
イタリア    λユニオンチーズ（神奈川県厚木市）    θ乳 

1406    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100％  

  35g   429円  （税込463円） 

イメージイメージ

国産または
オーガニック小麦を使用

パン

小麦はすべて国産を使用

イーストフード、乳化剤、酸化
防止剤等の食品添加物不使用

                      

1413   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     全粒粉パン（スライス）  

  6枚   441円  （税込476円） 
 全粒粉を生地に混ぜた、ドイツのパンを
彷彿とさせる、豊かな風味のずっしりし
た食パン。            λザクセン（東京都板橋区）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9097

1414    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     胚芽食パン（スライス）  

  6枚   375円  （税込405円） 
 北海道・九州産小麦にローストした国産
の小麦胚芽とフスマを混ぜました。香ば
しくやわらかい仕上がり。            λザクセン（東
京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦 

1416        
     焼いておいしいソフトロール  

  5コ   362円  （税込391円） 
 かむほどに国産小麦のほんのり甘い素朴な風
味が広がります。トースターで温めれば、外は
パリッと、中はふんわり。            λアオティア（東京
都青梅市）  εお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

1419   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     クロワッサン  

  2コ   373円  （税込403円） 
 バターの香りと幾重にも重なった生地の食感、か
むほどに広がる小麦の味わいが好評です。  2点以上
注文すると1点あたり7ポイント付与します。          λザクセン
（東京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦・乳 

 単品でお取り扱いのないパンを3～4種類セッ
トに。セットだからできるお値打ち価格。週替
わりでさまざまなパンを楽しめます。    ※お楽し
みセットのアレルゲンの詳細、消費期限は、お
届けした商品の一括表示をご確認ください。             

イメージイメージ

   2点以上注文すると1点あたり6ポイント付与
します。          λサンワローラン（東京都江戸川
区）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳・大豆 

 $$  サンワローランの角食パン
  бб  NN 1/1/3030お届け週お届け週  

    311円  （税込336円）
 1408       6枚          毎週 9092     

 1409       8枚          毎週 9093                                                                               
             λザクセン（東京都板橋区）  εお届け後
4日保証  θ小麦 

      ザクセンのザクセンの食パン食パン
  бб  NN 1/30お届け週1/30お届け週  
     299円  （税込323円）
 1411       6枚          毎週 9095     

 1412       ノーカット1コ          毎週 9096                                                                              

     パン屋さんのお楽しみセット  
  1セット   657円  （税込710円） 

毎週 9091
毎週お届け登録毎週お届け登録1回のみお届け1回のみお届け

1407    
бб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    

ふんわりとやわらかい、ふんわりとやわらかい、
食べやすさが人気食べやすさが人気

天然酵母初心者に天然酵母初心者に
おすすめのおすすめの
やわらか食パンやわらか食パン

どっしりと食べごたえがあり、香り豊かどっしりと食べごたえがあり、香り豊か

ホシノ天然酵母ならではのもっちり感ホシノ天然酵母ならではのもっちり感

キャロブパンキャロブパン 豆乳フラワー 豆乳フラワー 

ワンローフワンローフ
カレンズパンカレンズパン

今週のセット内容
●  ワンローフカレンズパン（1コ）：レー
ズンの甘みと酸味のある食パン。お
好みの厚さでどうぞ

●  豆乳フラワー（2コ）：豆乳で練り上げ
た生地の甘みとこくが◎

●  キャロブパン（1コ）：チョコのような
風味を持つキャロブ粉を使用したパ
ン。ノンカフェインなのでお子さんに
もおすすめ

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週は今週はアオティアアオティア
そのままでも程よい甘み。そのままでも程よい甘み。
子どももよく食べます子どももよく食べます

1408

1411

25104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

シンプルですが大好きで
す。私の朝食の定番で、

何も付けずにパンの味だけで十
分おいしいと感じて味わっていま
す。ずっと作り続けてください。

（kazumamaさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

フライパンで焼き直すと、ま
わりはカリカリ、中はしっと

りふわふわ。キャベツの千切りを炒
めてちょっと塩をし、ソーセージと
パンを焼き、はさんで「ヒカリのケ
チャップ」を付ければ、最高におい
しいホットドックに。こんなおいし
いの、外食では食べられませんよ。

（ohanaさん）

1420    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   黒ごまチーズパン  

  4コ   380円  （税込410円） 
 ふんわりもっちりとした生地に黒ごまがた
っぷり。北海道産チーズをのせて香ばしく
焼き上げました。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

 ハム、ウインナー、野菜などお好みの具をはさんで
ホットドッグをお楽しみください。  「あらびきロング
ウインナー（注文番号1276）」と一緒にどうぞ。          λザク
セン（東京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦 

1417        
     ドッグパン  

  3本   274円  （税込296円） 

イメージイメージ

 米粉をブレンドしてもちもちに焼き上げ
ました。お好みの具材をトッピングして
焼いてどうぞ。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

1421    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     サラのもちもちピザ台  

  3コ   351円  （税込379円） 

イメージイメージ 1418        
     徳用・ホワイトフランス（8コ）  

  8コ   533円  （税込576円） 
 小麦粉、砂糖、酵母、塩のみのシンプルな
素材から作られたパンは何とでも合わせ
やすいです。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1422        
     ライ麦40％パン  

  1コ   490円  （税込529円） 
 自社製ミルク酵母のさわやかな酸味と、
ライ麦の香りが特徴のハードタイプのパ
ンです。            λアオティア（東京都青梅市）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

1423    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     シナモンレーズンベーグル 3コ入り  

  3コ   637円  （税込688円） 
 北海道産「ゆめちから」で作った生地に、レー
ズンとシナモンパウダーをバランス良く練り込
みました。            λトライベッカ・ベーカリー（東京都
稲城市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1424        
  $$   徳用 サラのふぞろいプチパン20コ入  

  20コ   720円  （税込778円） 
 生地を分割し、成形せずに焼いたお得な
シリーズの徳用。油脂を加えていないシン
プルな配合です。            λサラ秋田白神（東京
都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1425    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（レーズン）  

  7コ   380円  （税込410円） 
 国産小麦粉、天然酵母、塩のみで作り、レーズ
ンの甘みを生かしました。成形作業を省いた
のでお手ごろな価格です。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1426    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     レザンノアクリームチーズ  

  2コ   490円  （税込529円） 
 甘みの濃厚な有機カレンツレーズンとアメリカ
産クルミを使った生地で、北海道産クリームチ
ーズを包みました。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳・大豆 

1427        
     ザクセンのメロンパン（3コ）  

  3コ   466円  （税込503円） 
 北海道産と九州産の小麦や平飼卵、ホシノ天
然酵母など厳選した素材で作りました。軽く
温めるとおいしさアップ！            λザクセン（東京都
板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

1428        
  $$   北海道産小豆のあんパン  

  2コ   333円  （税込360円） 
 北海道産小豆で作ったあん。生地には北
海道産の小麦粉にバターを混ぜ込み、や
わらかく風味豊かです。            λザクセン（東京
都板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

 国産小麦粉や白神こだま酵母を使い、2
次発酵段階で冷凍したパンです。            λブー
ランジェリーピノキオ（和歌山県和歌山
市）    θ小麦・卵・乳 

1429    ττ       
     ふくらむ魔法のバターボール（冷凍）  
  240g (60g×4コ)   524円  （税込566円） 

イメージイメージ

 美肌の味方といわれ
るはと麦を中心に穀
物を配合。自然な甘
みと香ばしさが楽し
めます。砂糖、添加物
は不使用。            λ小川生
薬（徳島県東みよし
町）    θ大豆 

1430    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     国産はとむぎグラノーラ（プレーン）  

  250g   800円  （税込864円） 

 黒砂糖（マスコバド糖）
とはちみつを加え、香
ばしく焼き上げたグ
ラノーラに、有機レー
ズンをミックスしまし
た。            λノヴァ（埼玉県
北本市）    θ小麦 

1431        
     ノヴァのオリジナルグラノーラ（レーズン）  

  300g   1,300円  （税込1,404円） 

ジャム：香料、ペクチン等の
食品添加物不使用
バター：
原乳は国産生乳が原則
はちみつ：国産純粋蜂蜜、海
外産オーガニックを優先

バター・ジャム
はちみつ

                      

 非遺伝子組み換えのなたね油を主原料に、丹那の全脂粉乳と
「海の精」を使った白いマーガリン。    ※106号より規格を変更
し、商品名を「パンの恋人 白いマーガリン」に変更いたします。
        λ丸和油脂（東京都品川区）  δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

1432    υυ       
  $$   大地を守る会のマーガリン  

  200g   300円  （税込324円） 

限定 300

1433    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     酪農家限定バター（有塩）  

  120g   431円  （税込465円） 
 長野県中部で育った健康な牛の生乳か
ら作ったクリームのみを使用。有塩タイ
プです。            λタカハシ乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後30日保証  θ乳 

1434    υυ       
     木
き す き

次バター（食塩不使用）  
  150g   700円  （税込756円） 

 島根県奥出雲で育てた牛の生乳で作っ
た、無塩タイプ。ふわっとした口当たり
と、生乳の風味が特徴。            λ木次乳業（島
根県雲南市）  δお届け後45日保証  θ乳 

限定 300

1435        
  $$   温

うんしゅう

州みかんジャム  
  140g   420円  （税込454円） 

 みかんそのものの風味が豊かに広がりま
す。フルーツソースとしてホットケーキ
やクレープなどにかけるのもおすすめ。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1436        
  $$   りんごジャム（果肉つぶ入り）  

  140g   490円  （税込529円） 
 りんごの食感が楽しいジャム。りんごの風味を一層
お楽しみいただけます。    ※りんごの品種によって、色
が写真と異なる場合があります。※３月頃までの取
り扱い予定。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

限定 300

1437    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   巨峰ジャム  

  140g   706円  （税込762円） 
 巨峰を一粒ずつ割って種を除き、皮と果
肉を残したプレザーブタイプ。風味豊か
です。            λフルーツバスケット（静岡県函
南町）     

1438    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ヘーゼルナッツ香るチョコレートクリーム  

  150g   360円  （税込389円） 
 カカオマスとヘーゼルナッツを使用した
チョコレートクリーム。カカオの濃厚な
風味がぜいたくで深い味わい。            λ丸和油
脂（東京都品川区）    θ乳・大豆 

1440    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ミャンマー産ひまわりハチミツ 350g  

  350g   750円  （税込810円） 

 ミャンマー北西部、ザガイン管区で採れた
ひまわりのはちみつ。柑橘類を思わせる香
りとまろやかな味わいが特徴です。    ※1歳
未満の乳児には食べさせないでください。
※お買い上げ額の一部はミャンマー養蜂
の発展に寄与すべく、ミャンマー養蜂協会
へ寄付されます。    ■原産国／ミャンマー
    λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

柑橘類を思わせる香りが魅力柑橘類を思わせる香りが魅力

 主に秋田県でアカシ
アの花から採蜜した
はちみつ。淡い色合い
と、くせのない風味で
食べやすいです。    ※1
歳未満の乳児には食
べさせないでくださ
い。        λ藤井養蜂場（福
岡県朝倉市）     

1439        
     日本の蜂蜜 アカシア  

  180g   1,219円  （税込1,317円） 

1441    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,180円  （税込1,274円） 

 サトウカエデの樹液
をゆっくりと煮詰めて
作りました。甘味料と
して、メープルティー
やホットケーキ、照り
焼きなどに。        ■原産
国／カナダ    λむそう
商事（大阪府大阪市）     

添加物不使用の100％天然シロップ添加物不使用の100％天然シロップ
2011        
     国産有機玄米フレーク・プレーン（無糖）  
  150g   400円  （税込432円） 

                  

2014        
  $$   ＦＢブルーベリージャム  
  140g   589円  （税込636円） 

                  

2012        
  $$   いちごジャム（有機いちご使用）  
  140g   474円  （税込512円） 

                  

2015        
     国産百花蜜 ハンディボトル  
  300g   1,684円  （税込1,819円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013      
     無茶々園の甘夏と伊予柑のマーマレード  
  300g   700円  （税込756円） 

                  

2016      
     ブルガリア産オーガニックアカシア蜂蜜  
  450g   1,476円  （税込1,594円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

冷凍パン シリアル

イメージイメージ

シンプルな味が大好き。シンプルな味が大好き。
朝食の定番にしています朝食の定番にしています

フライパンで焼くと絶品！フライパンで焼くと絶品！
他では食べられません他では食べられません

26 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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大地宅配の

豆 腐定番

新商品のご紹介

うま辛の本格韓国鍋でぽっかぽか

 豚肉やアサリ、豆腐、卵など、お好みの具材を入
れるだけで、本格的な味わいが楽しめます。    ※３
月頃までの取り扱い予定。        λ韓国食品（千葉県
匝瑳市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1541    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   スンドゥブチゲの素  
  180g（2～3人前）   361円  （税込390円） 

イメージイメージ

1444    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   248円  （税込268円） 

 神泉の湧水と国産契約栽培の大豆、にが
りだけで作ったソフトな木綿豆腐。豆の
風味が生きています。            λヤマキ（埼玉県
神川町）  εお届け後4日保証  θ大豆 毎週 9101

1445    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   238円  （税込257円） 

 「温豆乳一発寄せ」と呼ばれる手法で仕
上げました。「神泉豆腐」同様に、こちら
も美味。            λヤマキ（埼玉県神川町）  εお
届け後4日保証  θ大豆 毎週 9102

1452    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   むつみの絹豆腐（日持ち15日間）  
  150g×3パック   246円  （税込266円） 

 国産大豆の甘みを生かした、15日間おいしさ
が変わらない便利な豆腐です。  2点以上注文す
ると1点あたり5ポイント付与します。          λむつみ（東
京都八王子市）  δお届け後13日保証  θ大豆 毎週 9109

豆腐
納豆

にがり以外の
食品添加物は不使用

豆腐：消泡剤（グリセリン脂
肪酸エステル等）は不使用

すべて非遺伝子組み換えの
国産丸大豆を使用

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

                      

イメージイメージ

1443    υυ       
     西から豆腐大豆製品セットＤ  

  1セット   688円  （税込743円） 

 愛知県高浜市で地元産大豆を中心に使
って豆腐を作る、おとうふ工房いしかわ
の大豆製品セットです。        ■セット内容／
国産もめん350g、お刺身ゆば1本、特厚
油揚げ1枚    λおとうふ工房いしかわ（愛
知県高浜市）  εお届け後2日保証  θ大豆 

おとうふ工房いしかわからお届けおとうふ工房いしかわからお届け

1448    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   一日一丁木綿豆腐  

  330g   156円  （税込168円） 
 「もっと気軽にお豆腐を」と名付けた一日
一丁。もちろん国産大豆を使い、消泡剤
は不使用。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

毎週 9105

1449    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   一日一丁絹豆腐  

  330g   156円  （税込168円） 
 「もっと気軽にお豆腐を」とお手ごろ価
格。もちろん国産大豆を使い、消泡剤は
不使用。            λ島田食品（埼玉県富士見市）
  εお届け後4日保証  θ大豆 

毎週 9106

1450    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会のミニ木綿豆腐  
  150g×2パック   189円  （税込204円） 

 150gずつの少量パックタイプで消費期
間もやや長め。大豆の甘みをご堪能いた
だけます。            λ丸和食品（東京都練馬区）
  εお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9107

1451    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会のミニ絹豆腐  
  150g×2パック   189円  （税込204円） 

 150gずつの少量パックタイプで消費期
間もやや長め。なめらかな舌ざわりで飽
きのこない味わい。            λ丸和食品（東京都
練馬区）  εお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9108

 大豆の甘みと香りが
際立つ北海道音更町
の「音更大袖振大豆」
を使用。便利な食べ
切りサイズです。            λお
かべや（神奈川県相
模原市）  δお届け後
18日保証  θ大豆 

1453    υυ       
     ミニ絹ごし豆腐（音おとふけおおそでふり更大袖振大豆使用）  

  75g×4コ   236円  （税込255円） 

1454    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の豆乳  
  200ml×3パック   398円  （税込430円） 

 国産大豆から作った豆乳を低温で時間
をかけて殺菌。豆腐もできる濃さです。
豆乳の料理にも。            λむつみ（東京都八王
子市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9110

 単品でお取り扱いのない豆腐や揚げ物などを３種
以上セット。セットだからできるこのお値打ち価格。
週替わりでお豆腐屋さんの自信作が楽しめます。
    ※お楽しみセットのアレルゲンの詳細、消費期限
は、お届けした商品の一括表示をご確認ください。             

イメージイメージ

1447    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の絹豆腐  

  300g   180円  （税込194円） 
 北海道の大地を守る会の生産者が農薬
不使用で育てた大豆を使用。食べ飽きな
いおいしさです。            λむつみ（東京都八王
子市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9104

 国内主産地のなかから
天然・手掘り漁のもの
を集めて、砂抜き後パ
ックしました。        ■漁場
／国内産    λおおぐさ丸
水産（千葉県富津市）
  εお届け後2日保証   

1322    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622円） 

1221    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豚バラスライス  

  200g   560円  （税込605円） 
 脂が多めでやわらか。ボリュームのある
炒め物や煮物にどうぞ。          約3mm厚  λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後
2日保証   

毎週 9054

 水分、かたさ、大豆の風味のバランスがとれた豆腐。
北海道の大地を守る会の生産者が農薬不使用で育
てた大豆を使用。            λむつみ（東京都八王子市）  εお
届け後5日保証  θ大豆 

 $$  大地を守る会の豆腐            
 1446    υυб б    木綿   300g   

 188円    （税込203円）   毎週 9103      

 1447    υυб б    絹   300g  

  180円    （税込194円）   毎週 9104                                                                                               

各

身入りが良く、滋味豊かな天然もの身入りが良く、滋味豊かな天然もの

毎週 9100
毎週お届け登録毎週お届け登録1回のみお届け1回のみお届け

1442    

     豆腐屋さんのお楽しみセット  
  1セット   638円  （税込689円） 

υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    

「温豆乳一発寄せ」で仕上げました

「大豆の味がしっかりする」と好評です

食べ切りサイズで日持ちも長め

北海道産大豆のふくよかな味わい

1446

1447

濃密湯とうふ濃密湯とうふ
柚子柚子

国産大豆国産大豆
肉厚油揚げ肉厚油揚げ

白無垢絹豆腐白無垢絹豆腐

「濃密湯とうふ柚子」「濃密湯とうふ柚子」
高尾山にほど近い工場で、国産大豆を使った、消
泡剤不使用の大豆製品を作る“むつみ”。今回初
登場の「濃密湯とうふ柚子」は、おから入りの豆
乳に国産柚子果皮を使用して作りました。まった
り濃厚で甘みがあり、柚子の香りが楽しめます。
その名の通り「湯とうふ」がおすすめですが、その
ままでも美味。お好みの薬味を使ったり、サラダ
にしてどうぞ。 （加工食品担当　頼 一樹）

今週のセット内容
●  白無垢絹豆腐（250g×2パック）：北
海道産大豆「とよまさり」を100％
使用。大豆本来の味わいを生かして
作った、なめらかな絹豆腐

●  濃密湯とうふ柚子（300g）：おから
入りの豆乳に国産柚子果皮を使用。
まったり濃厚で、甘みと柚子の香り
が楽しめます

●  国産大豆肉厚油揚げ（2枚入）：裏と
表を繰り返し揚げる“浮かし揚げ”に
より、肉厚で味しみ良く仕上げました

新
た

なセ
ットが仲間

入
り

新
た

なセ
ットが仲間

入
り豆腐

セット

今週は今週はむつみむつみ

アサリや豚肉、豆腐などアサリや豚肉、豆腐など
好きな具材を入れるだけ好きな具材を入れるだけ

27104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。　●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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大地宅配の

納 豆定番
大地宅配の

油揚げ定番

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

厚揚げも大根もとてもお
いしかったです。特に大根

は、よく味がしみているのに溶けて
いなくて、私の好みの大根でした。

（チビ猫さん）

1457    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の油あげ  

  2枚   246円  （税込266円） 
 北海道の大地を守る会の生産者の大豆を
使用。国産なたね油でていねいに揚げ、油抜
きなしでも食べられます。            λもぎ豆腐店（埼
玉県本庄市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

毎週 9111

1466    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。やわらか過ぎないか
みごたえで、大豆のうまみを味わえる一品です。  2点以上注文すると1点
あたり5ポイント付与します。  ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合
があります。        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9115

1458    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   181円  （税込195円） 
 複数の国産大豆を配合し、にがりと非遺伝
子組み換えのなたね油を使って仕上げた
ふっくらした油揚げです。            λ丸和食品（東
京都練馬区）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9112

1467    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆（たれ付）  

  40g×3コ   209円  （税込226円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。大豆本来の
甘みが堪能できます。  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与
します。  ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合があります。
        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

毎週 9116

1468    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   国産大豆の小粒納豆  

  40g×4パック   159円  （税込172円） 
 北海道産の小粒大豆を使用し、三重県鈴鹿山系の伏流
水をたっぷり含ませて作った納豆です。4パック入り。
  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λ小杉
食品（三重県桑名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9120

1455   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     箱売・ヤマキの豆乳  
  125ml×24本   3,840円  （税込4,147円） 
 契約栽培の国産大豆を使用した、豆腐が
作れる濃度の本格的な豆乳です。さっぱ
りと飲みやすく仕上げました。            λヤマキ
（埼玉県神川町）    θ大豆 

毎週 9099

 秋田県産の大豆「すずさや
か」を100％使用した、濃厚
な味わいながらさらりと飲
みやすい豆乳です。  2点以
上注文すると1点あたり5ポイ
ント付与します。          λヤマダフ
ーズ（秋田県横手市）  δお
届け後10日保証  θ大豆 

1456    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     飲みやすい豆乳  

  1000ml   239円  （税込258円） 

1459    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     みやの油あげ（2枚）  

  2枚   228円  （税込246円） 
 厚く、豆腐の天ぷらのような味わい。フライパンで
素焼きして醤油をかければ立派な一品に。  2点以上
注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λ大豆工
房みや（埼玉県越生町）  εお届け後3日保証  θ大豆 

毎週 9114

1460    υυ       
     島田さんのふっくら手揚げ油あげ  

  3枚   199円  （税込215円） 
 北海道産大豆を原料に国産なたね油で揚
げました。肉厚に仕上げているので、大豆
のうまみが際立ちます。            λ島田食品（埼玉
県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

 やわらかな絹豆腐を、国産のなたね油で
ていねいに手揚げしました。食べやすい
生揚げです。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1461    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   島田さんの絹生揚げ  

  200g（2コ）   169円  （税込183円） 

毎週 9113

 おでんや煮物などにぴったり。人参、ごぼう、昆
布、しいたけ、ごまの５種類の具材が入ってい
ます。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ島田食品
（埼玉県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1462    υυ       
  $$   ふっくらがんも  

  25g×10コ   179円  （税込193円） 

イメージイメージ

 お豆腐がたっぷり詰まった、しっかりタイプ
のがんもどきです。干しエビや昆布など具材
のうまみが生きています。            λヤマキ（埼玉県
神川町）  εお届け後4日保証  θえび・大豆 

1463    υυ       
  $$   神

かみいずみ

泉がんもどき  
  3コ   322円  （税込348円） 

 一口サイズのがんもにおだしを含ませま
した。湯せんするだけの便利な一品。お
弁当にも。            λ丸和食品（東京都練馬区）
  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1464    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   味付けミニがんも  

  10コ   379円  （税込409円） 
 庄内協同ファームの杵つきもちをふっくらお揚げ
で包みました。おでん、煮物、鍋物などに入れてど
うぞ。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ丸和食品
（東京都練馬区）  δお届け後30日保証  θ大豆 

1465    ττ       
  $$   もち入りきんちゃく（冷凍）  

  3コ   390円  （税込421円） 

イメージイメージ

1469    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     地球納豆倶楽部（小粒）  

  30g×3コ   195円  （税込211円） 
 国産の地塚大豆を、じっくり時間をかけ
て発酵。独自の技術で後味すっきりに仕
上げました。            λあづま食品（栃木県宇都
宮市）  δお届け後8日保証  θ大豆 

毎週 9117

1470    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   一徹もん小粒納豆  

  40g×3コ   185円  （税込200円） 
 北の大地で育まれた北海道産の小粒大豆を、じ
っくり時間をかけて発酵させました。  2点以上注
文すると1点あたり5ポイント付与します。          λカジノヤ
（神奈川県川崎市）  δお届け後8日保証  θ大豆 

毎週 9118

1471    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     北海道産大豆の小粒納豆（地から自慢）  

  30g×3コ   154円  （税込166円） 
 北海道産大豆を100％使用。小粒で粒
感を残しながらも、やわらかく、しっとり
とした仕上がりです。            λ小杉食品（三重
県桑名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9119

1472    υυ       
  $$   下仁田の黒豆納豆  

  80g   228円  （税込246円） 
 大地を守る会の生産者の黒豆を使用し、「炭火発酵方式」
で発酵。うまみと香り豊か。塩や、わさび醤油もよく合いま
す。  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λ下
仁田納豆（群馬県下仁田町）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1473    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     国産ひきわり納豆  

  50g×3コ   161円  （税込174円） 
 国産大豆と地元・赤城山の伏流水で作っ
た納豆のひき割りタイプ。しっかりとした
風味と歯ごたえです。            λまるだい（群馬
県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

 醤油をベースに、カ
ツオ節などのだしの
風味をきかせました。
納豆50gに小さじ1
が目安です。            λちば
醤油（千葉県香取市）
    θ小麦・大豆 

1474    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   納豆のたれ

  200ml   284円  （税込307円） 

練り物
漬物など

練り物：すり身原料は
国産を優先

化学調味料（アミノ酸等）、
リン酸塩等の食品添加物不使用

漬物：大地宅配の生産基準に
合致した野菜を優先

                      

 野菜やタコを練り込んだ具だくさんのおでん種セッ
ト。良いだしも出ます。        ■セット内容／さつま揚げ・
ミニキャベツ天各2枚、ごぼう天・タコボール各4コ
    λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1475    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   遠藤蒲鉾店のおでん種セット  

  300g(4種)   768円  （税込829円） 
 添加物不使用で作り上げた、5種類のおでん種セット。だし汁付
きです。冷凍保存でき便利。        ■セット内容／出雲のちくわ・おじ
いちゃんの天ぷら・白つみれ・いか天・いかつみれ・だし汁    λ別
所蒲鉾店（島根県出雲市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1476    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     別所自慢のおでん種セット（だし付き）  

  1セット   1,290円  （税込1,393円） 

 豆腐を加えた独特の食感と甘みが特
徴の上棒天。温めると風味が増します。
            λたからや蒲鉾（鹿児島県いちき串木野
市）  δお届け後3日保証  θ大豆 

1478    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   上

じょうぼうてん

棒天（さつま揚げ）  
  150g(10本)   338円  （税込365円） 

 スケトウダラのすり身に大地を守る会の
生産者の春菊と人参がたっぷり。軽く炙
ると一層おいしさが増します。            λ遠藤蒲
鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1479    υυ       
  $$   春菊と人参のさつま揚げ  

  150g（3枚）   480円  （税込518円） 
 鹿児島では「つけあげ」と呼ばれるさつま
揚げ。おでんに入れてもおいしいですよ。
            λたからや蒲鉾（鹿児島県いちき串木野
市）  δお届け後3日保証  θ大豆 

1480    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   小判型つけあげ（さつま揚げ）  

  150g（3枚）   338円  （税込365円） 

 5種類のだしを使った自
社製おでんつゆに、おで
ん種が浸かった一品。少
量サイズです。    ※３月頃ま
での取り扱い予定。        λか
じかわ農場食品（新潟県
新発田市）  δお届け後45
日保証  θ小麦・卵・大豆 

1477    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   盛るだけ！こだわり素材7種の味しみおでん  
  470g（固形量315g）7種   570円  （税込616円） 

希少な国産大豆が原料

よく味がしみていてよく味がしみていて
厚揚げも大根もおいしい厚揚げも大根もおいしい

28 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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【お届けする商品例】
のむヨーグルト花子ちゃん、ポーク
ウインナー（中津）、味付けいなりあ
げ、うずら天、野菜と食べる！お鍋ひ
とつでタンメン、和らぎ濃厚豆乳プ
リンなど
【ご注意】
※登録制商品です。一度ご登録いただく
と登録取り消しのお申し出がない限り、商
品をお届けいたします。詳しくは47ページ
「ご利用のご案内」をご覧ください。
※商品の入荷量によっては欠品になること
があります。

ご登録いただくと、冷蔵品1～2品目を自動的にお届けし、売
り上げの5％を「大地を守る第一次産業支援基金」に充当さ
せていただきます。新規のご登録は、注文書表面の「特別注
文欄」か、お買い物サイトの「大地を守る未来募金」カテゴリ
をご利用ください。

産地応援に
つながるセットです

※売り上げの5％を「大地を守る第一次
産業支援基金」に充当します。

イメージイメージ

毎週 9016   υυбб
未来募金・食べて応援隊（登録用）

1口 上限500円（税込540円）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

練り物が大好きな私。こ
れなら添加物を気にせ

ず、パクパク食べられます！ お弁
当や、おかずがさみしいときに、
とても便利です。

（Ireneさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

これぞ、本当のこんにゃく
ですよね。煮魚と一緒に、

または豚汁に。脇役っぽいけど、
主役級の食材です。

（きゅりっぱさん）

 れんこんに魚肉すり身をはさみ、カツオ昆布だしを
きかせた、少し甘めの味わいに仕上げて香ばしく
揚げました。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ遠
藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1481    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     レンコンのはさみ揚げ  

  200g(5枚)   492円  （税込531円） 
 国産スケトウダラのすり身と国産大豆の豆
腐を合わせ、米油でカラリと揚げました。解
凍するだけでもOKで、お弁当にも。            λ高橋
徳治商店（宮城県東松島市）    θ大豆 

1482    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   348円  （税込376円） 
 スケトウダラのすり身にアブラツノザメ
の身を合わせてうまみを出しました。独
特の歯ごたえ。            λ高橋徳治商店（宮城県
東松島市）     

1484    ττ       
     ぼたんちくわ  

  175g(5本)   418円  （税込451円） 

 つなぎを使わないから、真アジの味がそ
のまま。煮物や汁物にどうぞ。            λいそ由
（大分県佐伯市）  δお届け後15日保証   

1485    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     真あじのつみれ  

  110g（8コ）   379円  （税込409円）  真イワシとスケトウダラを合わせたすり身
に、ねぎと味噌を練り込みました。魚のうま
みがたっぷりです。            λ高橋徳治商店（宮城
県東松島市）  δお届け後30日保証  θ大豆 

1486    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     いわしだんご  

  150g(5コ)   360円  （税込389円） 

節
分
節
分

 群馬県南牧村の特等こんにゃく粉を使用した手作り
品。弾力のある歯ごたえが特徴です。    ※原料・製法の
性質上、カットの形状が四角でない場合があります。
        λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届け後31日保証   

1487    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     黒こんにゃく  

  250g   210円  （税込227円） 

 石臼ですった国産魚
のすり身原料と最低
限の調味料だけで作
った、素朴な味わいの
竹輪です。魚のうま
みが抜群。            λいちう
ろこ（静岡県静岡市）
  δお届け後5日保証   

1483    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9121

 群馬県南牧村のこんにゃく粉で作りまし
た。湯通しせず、そのままでも使えます。
            λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届
け後31日保証   

1489    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     黒滝  

  250g   210円  （税込227円） 
 甘いだけではない、麹の風味が生きたおいしさ。    ※商品名
を「べったら漬（ハーフ・2パック）」から変更しました。※異
なるパッケージでお届けします。※３月頃までの取り扱い
予定。        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証   

1490    υυ       
  $$   べったら漬（2パック）  
  1コ（長さ約10cm）×2パック   750円  （税込810円） 

イメージイメージ

 大根を冬の冷たい風にさらし、 米ぬか、
塩、なすの葉、柿の皮の漬床に漬けました。
乳酸発酵の酸味が特徴。            λ漬物本舗道長
（愛知県豊川市）  δお届け後45日保証   

1491    υυ       
     古式一丁漬たくあん  

  100g   313円  （税込338円） 

イメージイメージ

 味しみと歯切れの良さが抜群の「バタ練り製法」で
仕上げました。群馬県産の有機こんにゃく芋を使
用。    ※物流上の都合で冷蔵でお届けします。        λグ
リンリーフ（群馬県昭和村）  δお届け後30日保証   

1488    υυ       
     有機バタねり芋こんにゃく  

  250g   250円  （税込270円） 

 有機栽培の野沢菜を天日塩、国産丸大豆醤油、
日高昆布のだし汁、純米酢で仕上げました。
    ※２月頃までの取り扱い予定。        λシヅカ漬物（群
馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

1492    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     野沢菜漬（有機栽培野沢菜使用）  

  200g   375円  （税込405円） 

イメージイメージ

 国産有機栽培の高菜を、素材の持ち味を
生かしてあっさり味に漬け込みました。
            λムソー（大阪府大阪市）  δお届け後
45日保証  θ小麦・大豆 

1493    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機・きざみたかな漬  

  180g   290円  （税込313円） 
 庄内地方伝統の赤かぶを、砂糖、米酢、塩だけ
で漬け込んだ、甘酸っぱく色鮮やかな漬物。    ※５
月頃までの取り扱い予定。        λ月山パイロットフ
ァーム（山形県鶴岡市）  δお届け後15日保証   

1494    υυ       
  $$   月

がっさん

山の赤かぶ漬  
  300g   403円  （税込435円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

2種のだしが引き出す白菜のうまみ。2種のだしが引き出す白菜のうまみ。
箸休めの一品におすすめ箸休めの一品におすすめ

自社栽培した白菜を使った浅漬け
です。日高昆布、カツオ節などを
加え、白菜のうまみを引き出しま
した。食卓の箸休めの一品に。こ
の時季だけのお届けです。

     ※２月頃までの取り扱い予定。        λグリン
リーフ（群馬県昭和村）  δお届け後3日
保証  θ小麦・大豆 

1495    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     かつお入り浅漬け白菜  

  250g   300円  （税込324円） 

 白菜を下漬けしてからりんごのすりおろしを加えま
した。りんごの甘さが程よく溶け込んだ、まろやかな
仕上がり。    ※次回取り扱いは１１月頃予定。        λしら
たかノラの会（山形県白鷹町）  εお届け後3日保証   

1496    υυ       
     いい菜漬（白菜漬）  

  200g   276円  （税込298円） 

限定 1000
イメージイメージ

 契約栽培の生姜を使用。色付けも味付け
も赤梅酢を使った、伝統の製法で漬け込
みました。            λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1497    υυ       
     きざみ紅生姜  

  80g   284円  （税込307円）  自社農園で収穫した梅と国産契約栽培
の赤じそで漬け込みました。やわらかで
肉厚の果肉が特徴。塩分約17.5％。            λ王
隠堂農園（奈良県五條市）     

1498    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     王
おういんどう

隠堂農園の梅ぼし  
  300g   836円  （税込903円） 

 通常の梅干しと同じ原料・製法ですが、漬
け込むうちに形がくずれてしまった梅干
しです。            λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1499        
     もったいナイ・くずれ梅干し  

  800g   1,600円  （税込1,728円） 

2017    ττ      
     げそ揚  
  130g   458円  （税込495円） 

                  

2020    υυ      
     福神漬（有機きゅうり、有機なす使用）  
  100g   400円  （税込432円） 

                 θ小麦・大豆 

 鮭の魚醤を使い、より香ばしい味わいに仕上
げた一品。辛さのなかにうまみがあり、深い味
わいが魅力です。            λ趙さんの味（宮城県仙台
市）  δお届け後7日保証  θえび・小麦・大豆 

1500    υυ       
     趙さんの味 熟成白菜キムチ（さけ魚醤入り）  

  200g   480円  （税込518円） 

2018    υυ      
  $$   野菜がたっぷり さつま揚げ  
  200g(5枚)   456円  （税込492円） 
               δお届け後3日保証   

2021    υυ     
     はちみつ梅干  
  200g   816円  （税込881円） 

               δお届け後15日保証   

2019      
  $$   たくあん  
  150g   340円  （税込367円） 

                  

2022    υυ      
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  
  300g   500円  （税込540円） 

               δお届け後10日保証   

イメージイメージ

添加物を気にせず添加物を気にせず
たくさん食べられますたくさん食べられます

イメージイメージ

主役級の味わい。主役級の味わい。
これぞ本当のこんにゃくこれぞ本当のこんにゃく

29104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。　●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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大地宅配の

惣 菜定番

イメージイメージ
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 梅“カツ”オふり
かけ 

 梅“カツ”オふり
かけ 

 メンチ“カツ”  メンチ“カツ” 

 ササミ“カツ”  ササミ“カツ” 

 自社および契約養鶏
農家が育てた鶏肉
を、化学調味料や保
存料不使用で仕上
げました。            λ秋川牧
園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

1501    ττ       
  $$   徳用とりのからあげ  

  400g   970円  （税込1,048円） 

 香辛料や塩は控えめ。
揚げてあるのでトー
スターなどで温めれ
ば完成です。            λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵 

1502    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円） 

 お子さんやご年配の
方でも食べやすい一
口サイズ。素材のうま
みを生かして作りま
した。            λ大進食品（神
奈川県横浜市）    θ小
麦・大豆 

1524    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   570円  （税込616円） 限定 500

 鶏挽肉が全重量の約
3割とたっぷり。スパ
イスのきいた本格派
です。解凍後、湯せん
してどうぞ。            λ総合
農舎山形村（岩手県
久慈市）     

1531    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     キーマカレー（チキン辛口）  

  320g（2人前）   646円  （税込698円） 

惣菜

化学調味料等の食品添加物、
たんぱく加水分解物不使用

海外製品はオーガニック

原料は国産を原則とし、
国内工場で製造

大地を守る会の生産者の
原料を優先

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

                      

 自社・契約農場で育てた鶏の肉を使い、
薄塩味に仕上げた天ぷら。トースターな
どで温めるだけです。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1503    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   980円  （税込1,058円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもを
使用。外はカリッ、中はホクホクの一口サ
イズのポテトです。    ※次回値上げします。
        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ卵 

1507    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   あたためるだけプチぽてと  

  170g   380円  （税込410円） 
 うまみがのった真アジを開き、衣付けし
て揚げました。電子レンジで温めるだけ
です。    ※電子レンジ専用品です。        λ小倉
水産食品（鳥取県境港市）    θ小麦・卵 

1508    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     レンジであじフライ  

  200g(4枚)   603円  （税込651円） 
 北海道釧路沖で水揚げされた脂のりの良いサンマに
衣を付けて、非遺伝子組み換えのなたね油で揚げまし
た。    ※電子レンジ専用品です。    ■漁場／北海道    λ桃屋
食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵 

1509    ττ       
     レンジで弁当用さんまフライ  

  140g(5枚)   480円  （税込518円） 

 手むきしたズワイガニのむき身をたっぷり使用し
たクリームコロッケを、油で揚げて急速冷凍しまし
た。    ※電子レンジ専用品です。        λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θかに・小麦・卵・乳 

1510    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   レンジでかにクリームコロッケ  

  130g(5コ)   531円  （税込573円） 
 ふわふわの肉団子に、甘酢ダレを絡めま
した。鍋で温めるだけですぐできます。
            λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・
大豆 

1512    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   461円  （税込498円） 

イメージイメージ

1513    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ふわふわ豆腐煮込みハンバーグ  
  180g（2パック）   427円  （税込461円） 

 鶏肉にお豆腐を加え
てふわふわの食感に
仕上げました。ちょっ
ぴり甘めのタレはお
子さんも大好きな味。
            λニッコー（神奈川
県大和市）    θ小麦・
卵・大豆 

限定 500

豆腐を加えて、ふわふわの食感に豆腐を加えて、ふわふわの食感に

 契約農場で育てた鶏の肉を、醤油や「味
の母」で下味を付けて焼き、特製照り焼
きダレを絡めました。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・大豆 

1514    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     お弁当に便利！照り焼きチキン  

  150g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

 カレー風味のスパイ
スを程よくきかせた、
やわらかなカツ。温め
るだけです。            λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵 

1504    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   460円  （税込497円） 

 サラダ、和え物など、いろいろな料理に。
少量に分けたパックでお届け。            λまほろ
ばライブファーム（山形県高畠町）     

1515    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   蒸し鶏スライス（まほろば）  
  100g×2パック   589円  （税込636円） 

イメージイメージ

 大地を守る会の生産者の豚肉を使用。小ぶ
りなのでお弁当にもぴったり。電子レンジ
でも調理できます。            λ飛鳥食品（東京都葛
飾区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1516    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g（12コ）   500円  （税込540円） 
 豚肉に玉ねぎをふんだんに加え、ふわふわ
の食感に仕上げました。26コ入りの徳用サ
イズ。            λ日本セントラルキッチン（東京都荒
川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1517    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   徳用ふわふわシュウマイ  
  442g（26コ）   1,175円  （税込1,269円） 

 秋川牧園の提携農園
で健康的に育てた鶏
の挽肉と鶏皮を入れ
て、しっとりやわらか
く仕上げました。            λ秋
川牧園（山口県山口
市）    θ小麦・卵・大豆 

1506    ττ       
  $$   ふっくらやわらかチキンメンチカツ  

  160g（7コ）   453円  （税込489円） 

 スケトウダラのすり身とムラサキイカにエ
ビを加えた、海鮮の風味たっぷりの本格点
心です。            λ日本セントラルキッチン（東京都
荒川区）  δお届け後45日保証  θえび・小麦 

1518    ττ       
     エビ香る海鮮シュウマイ  

  170g（10コ）   698円  （税込754円） 
 ごぼうの香りとシャキッとした食感が特
徴。深みのある和風味です。    ※３月頃ま
での取り扱い予定。        λニッコー（神奈川
県大和市）    θ小麦・大豆 

1519    ττ       
     鶏ごぼうしゅうまい  

  216g（8コ）   448円  （税込484円） 

限定 500

 カニと鶏肉入りの具材に香り高い特製ね
ぎ油を加え、手で包みました。            λ大昌（神
奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1520    ττ       
  $$   横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  
  60g×5コ   1,550円  （税込1,674円） 

限定 300

 風味豊かな素材をふ
んだんに使ったさわ
やかな味。お茶漬けや
おにぎりにもどうぞ。
            λ成清海苔店（福岡県
柳川市）    θ小麦・大豆 

1374    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     梅かつおふりかけ  

  50g   380円  （税込410円） 

 あつあつを口に入れれば、ジュワッとスー
プが広がります。蒸してお召し上がりくだ
さい。            λ日本セントラルキッチン（東京都荒
川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1521    ττ       
  $$   小籠包（しょうろんぽう）  

  180g(6コ)   722円  （税込780円） 

1522    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   焼き餃子（日本セントラルキッチン）15コ  

  285g（15コ）   638円  （税込689円） 
 国産小麦の皮で、大地を守る会の生産者の豚肉と
キャベツのうまみを包み込みました。にんにく不使
用なのでお弁当にも。            λ日本セントラルキッチン（東
京都荒川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

 大地を守る会の生産者のキャベツや産
地直送の豚肉を原料にした餃子が、たっ
ぷり30コ入り。            λヨコミゾ（埼玉県さい
たま市）    θ小麦・大豆 

1523    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   817円  （税込882円） 

限定 1000

秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています

外はパリッ、中はジューシー外はパリッ、中はジューシー

温めるだけでお弁当やおつまみに温めるだけでお弁当やおつまみに

スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派

30 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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便利！！
お弁当に

イメージイメージ

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

以前、沖縄に行った際に
購入したスープがおいし

くて、期待して購入しました。少
し値段は高いですが、量も調整
できるし、溶き卵を入れてさっと
作れるのが大変便利で気に入り
ました。

（e*eさん）

 秋川牧園の提携農
場で育てた鶏肉を使
用。塩麹などで味付
けし、しっとりやわら
かく仕上げました。
            λ秋川牧園（山口県
山口市）    θ小麦・卵 

1505    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   しっとりやわらかチキンカツ  
  150g(6コ以上)   489円  （税込528円） 

 大地を守る会の生産者
が農薬不使用で育てた
黒豆を鉄製の直火釜
で煮ました。やさしい
甘みに心が和みます。
            λ遠忠食品（埼玉県越
谷市）  δお届け後45日
保証  θ小麦・大豆 

1545    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   大地宅配の黒豆煮  

  120g   498円  （税込538円） 

 大地を守る会の生産者の
じゃがいもを、バターでシ
ンプルに味付けしました。
    ※電子レンジ専用品です。
※次回値上げします。        λ総
合農舎山形村（岩手県久
慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1511    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   徳用あたためるだけじゃがバターコロッケ  

  350g(10コ)   862円  （税込931円） 

 やさか中辛味噌をベー
スに豚肉、鶏肉を加え
て練りました。ごはんや
野菜と一緒にどうぞ。
    ※次回値上げします。
        λ総合農舎山形村（岩
手県久慈市）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1553    υυ       
     おらほの肉みそ  

  150g   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

純米酢の風味がアクセント。純米酢の風味がアクセント。
手間のかかる酢豚を家庭で手軽に手間のかかる酢豚を家庭で手軽に

豚肉と、大地を守る会の生産者が
育てた人参や玉ねぎ、国産しいた
けに、純米酢がきいた甘酸っぱい
タレを絡めました。豚肉は油で揚
げず、オーブンで焼いたあっさり
仕上げです。

     ※ピーマンは入っていません。        λ総合農
舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

1530    ττ       
     あたためるだけ酢豚  

  220g   598円  （税込646円） 

 国産小麦を使用したもっちりとした皮の
中から、豚肉・キャベツ・エビのうまみがあ
ふれ出ます。            λ飛鳥食品（東京都葛飾区）
  δお届け後60日保証  θえび・小麦・大豆 

1525    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  
  480g(30コ)   982円  （税込1,061円） 

 国産エビやホタテが入ったあんにオイスターソースなどでう
まみをプラス。大地を守る会の生産者の白菜を使った季節
限定品です。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ飛鳥食品（東
京都葛飾区）  δお届け後30日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1526    ττ       
     飛鳥の海鮮水餃子  

  250g(15コ)   645円  （税込697円） 
 エビ中心のタネを、国産小麦の薄い皮で手包みしました。沸
騰したお湯で約２分ゆでてどうぞ。        ■セット内容／ワンタン
144g（12コ）、スープ30g×2パック    λ日本セントラルキッチ
ン（東京都荒川区）  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1527    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   エビワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

イメージイメージ

 エビ、イカ、豚肉、野菜がたっぷり。パリパリ
の国産小麦の皮が特徴のミニ春巻きです。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1528    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   785円  （税込848円） 
 じっくりと作った鶏がらスープをベース
に、大地を守る会の生産者の白菜などを合
わせました。    ※４月頃までの取り扱い予定。
        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1529    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     中華丼の具（醤油味）  
  160g×2パック   618円  （税込667円） 

限定 500
イメージイメージ

 宮島醤油が持つスパイスのノウハウと、
大地宅配の素材の良さを生かした、辛さ
控えめで奥深い味わい。            λ宮島醤油（佐
賀県唐津市）    θ小麦・乳・大豆 

1532        
  $$   平飼い鶏モモ肉のチキンカレー  

  160g   398円  （税込430円） 

限定 1000
イメージイメージ

 大豆や白いんげん豆、金時豆がたっぷり入
った動物性原料不使用のカレー。トマトや
玉ねぎのうまみが絶妙な味わいです。            λ日
本食品工業（鳥取県境港市）    θ小麦・大豆 

1533        
     カノウユミコの日本の豆カレー  

  200g   452円  （税込488円） 

イメージイメージ

 北海道産かぼちゃと秋川牧園の鶏ガラ
でじっくり作った濃厚なポタージュです。
            λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・
乳・大豆 

1534        
  $$   パンプキンのポタージュスープ（レトルト）  

  170g×2パック   552円  （税込596円） 

限定 150

 有機飼料で育てた北海道産有機牛肉と、
有機野菜を合わせ、コトコト煮込みまし
た。            λ光食品（徳島県徳島市）    θ小麦・
大豆 

1536    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機ミートソース  

  140g   290円  （税込313円） 

イメージイメージ

 カニの甲羅に、ホワイトソース、国産小麦で作っ
たマカロニとカニのバラ身を入れました。お祝
い料理などに。    ※３月頃までの取り扱い予定。
        λニッコー（神奈川県大和市）    θかに・小麦・乳 

1537    ττ       
  $$   カニ甲羅グラタン  
  320g(4コ)   1,080円  （税込1,166円） 

限定 200
イメージイメージ

 ホワイトソースのマカロニ風パスタが入ったグラ
タンとミートソースのパスタが一度に楽しめます。
    ※電子レンジ専用品です。※次回値上げします。
        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳 

1538    ττ       
     レンジでグラタン＆ミートソースパスタ  
  200g×2パック   933円  （税込1,008円） 

 具だくさんのペンネマカロニグラタン。鶏肉・鶏
骨を煮出したエキスでこくを出しました。    ※電子
レンジ専用品です。※５月頃までの取り扱い予
定。        λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦・乳 

1539    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     北海サーモンたっぷりグラタン  

  340g（2コ）   598円  （税込646円） 
 もっちりした国産小麦のパスタと野菜の
うまみを感じる自社製ソースが懐かしい
味わい。            λニッコー（神奈川県大和市）
    θ小麦・大豆 

1540    ττ       
  $$   昔ながらのもっちりナポリタン  

  200g×2食   647円  （税込699円） 

限定 500

 豚肉やアサリ、豆腐、卵など、お好みの具材を入
れるだけで、本格的な味わいが楽しめます。    ※３
月頃までの取り扱い予定。        λ韓国食品（千葉県
匝瑳市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1541    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   スンドゥブチゲの素  
  180g（2～3人前）   361円  （税込390円） 

イメージイメージ

1542    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     たべる参鶏湯（サムゲタン）スープ  
  300g×2パック   698円  （税込754円） 

 国産の鶏肉と野菜の
味わいが生きた参鶏
湯。もち米一粒一粒
にスープがしみてい
ます。            λカラミノフー
ズ（東京都新宿区）     

家庭で手軽に味わえる本格サムゲタン家庭で手軽に味わえる本格サムゲタン

 イワシやカツオ、昆布を使った風味豊かなだしに、神山
鶏や天然エビ、国産ぎんなんなどを加えて蒸し上げまし
た。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λたむらのタマゴ（徳
島県阿南市）  δお届け後4日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1543    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   525円  （税込567円） 

 ワカメ、ガゴメ昆布、
メカブ、モズクが入っ
た国産原料のみの即
席スープ。チキンエキ
スやカツオエキスな
どでうまみを出しまし
た。            λ島酒家（沖縄
県那覇市）     

1535    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     沖縄もずくとがごめ昆布の即席スープ（4種の海藻入り）  

  35g   550円  （税込594円） 

イメージイメージ

塩麹に漬け込み、中までやわらか塩麹に漬け込み、中までやわらか

つい手が伸びるふんわりバター風味つい手が伸びるふんわりバター風味

農薬不使用の黒豆を炊き上げました農薬不使用の黒豆を炊き上げました

中辛味噌がごはんによく合います中辛味噌がごはんによく合います

量も調整できて量も調整できて
さっと作れるのが便利さっと作れるのが便利

31104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。　●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

中華街に行かなくても、お
取り寄せをしなくても、家

にいて、本格肉まんが食べられる
幸せ。解凍しておくと、早く蒸せ
ます。おいしいので、もっと食べ
たくなるのが難です。

（ohanaさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

しっかりメインのごはんに
なるような食べごたえで

すが、食べ盛りの息子は朝ごはん
やおやつにぺろりと食べてしまい
ます。バーガーといってもパンで
はないので、腹持ちが良くていい
ですね。

（etarnatieさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

冷凍だと感じないくらい
だしもきいていて、もちも

ち食感が楽しめ、おいしくいただ
けました。小分けされているので
少し食べたいときや子どものごは
ん用に、温めるだけで食べられる
ので便利。ぜひまた購入したい
と思いました。

（J子さん）

 傷やひびの入った平飼卵を使用することで卵
の生産者を支援。砂糖・醤油・純米酢のシン
プルな味付けです。            λヤマナシヤ（神奈川県
川崎市）  δお届け後4日保証  θ小麦・卵・大豆 

1544    υυ       
  $$   大地を守る会の玉子焼き  

  300g   427円  （税込461円） 

イメージイメージ

 ミネラル豊富なヒジキを手軽に味わえま
す。ヒジキも大豆もやわらかです。            λ遠
忠食品（埼玉県越谷市）  δお届け後15
日保証  θ小麦・大豆 

1546    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ひじき五目煮  

  100g   381円  （税込411円） 
 歯ざわりの良い国産たけのこにカツオ節
を加え、薄味仕立てのだしで炊き上げま
した。            λ遠忠食品（埼玉県越谷市）  δお
届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1548    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   竹の子土佐煮（2パック）  

  60g×2パック   588円  （税込635円） 

イメージイメージ

1547    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   もう一品のおかずセット（うの花）  

  60g×3パック   400円  （税込432円） 

 お豆腐屋さんが作っ
たこだわりの「うの
花」を、３つの食べ切
りサイズにパックしま
した。            λ丸和食品（東
京都練馬区）  δお届
け後15日保証  θ小
麦・大豆 

野菜たっぷりの食べ切りサイズ野菜たっぷりの食べ切りサイズ

 大地を守る会の生産者のじゃがいもや玉
ねぎ、人参で作りました。開封後そのまま
召し上がれます。            λ大海老食品（東京都
世田谷区）  δお届け後15日保証  θ卵 

1549    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   手作りポテトサラダ  
  120g×2パック   483円  （税込522円） 

限定 2000

 小麦の甘みともちもち
の食感が特徴の皮と、
野菜や肉のうまみあふ
れるジューシーな具。
あつあつに蒸してどう
ぞ。            λ飛鳥食品（東京
都葛飾区）  δお届け後
60日保証  θ小麦・大豆 

1556    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g（3コ）   578円  （税込624円） 

 大豆、玉ねぎ、ひよこ豆に黒米、押麦など
の雑穀が加わったサラダの素。季節の野
菜と一緒にどうぞ。            λニッコー（神奈川
県大和市）    θ大豆 

1550    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 電子レンジで温めるだけの4種の惣菜セット。1食
（250g）当たり293kcalです。    ※電子レンジ専用品です。
    ■セット内容／あんかけ唐揚げ、茄子の揚げ浸し、切干
大根煮、ひじき煮    λさわ（徳島県徳島市）    θ小麦・大豆 

1551    ττ       
     国産素材のおかず和風あんかけ唐揚げセット  
  1食分250g(4種)   739円  （税込798円） 

限定 500

 ２合の米に加えて炊くだけ。たけのこのシ
ャキシャキ感がおいしいごはんです。    ※1
パック2合用です。        λ遠忠食品（埼玉県越
谷市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1552    υυ       
  $$   国産たけのこご飯の素  
  170g×2パック   798円  （税込862円） 

イメージイメージ

 国産タコの味わいを引き立てる味付け
で、外はパリッ、中はとろ～り。電子レン
ジで温めてどうぞ。            λトップヒル（静岡
県焼津市）    θ小麦・卵・大豆 

1554    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   たこ焼き  

  352g(16コ)   598円  （税込646円） 

限定 1000
イメージイメージ

 電子レンジで約５分加熱するだけ。キャベツ
の甘みとカリッと焼いた豚バラ肉のうまみ
を味わって。    ※電子レンジ専用品です。        λト
ップヒル（静岡県焼津市）    θ小麦・卵・大豆 

1555    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   お好み焼き（豚玉）  

  400g(2枚)   880円  （税込950円） 

限定 500
イメージイメージ

 国産小麦粉とホシノ天然酵母で作った生
地で濃厚なごまあんを包みました。    ※５
月頃までの取り扱い予定。        λ飛鳥食品（東
京都葛飾区）  δお届け後60日保証  θ小麦 

1557    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     飛鳥のあんまん（黒糖入りごまあん）  

  210g(3コ)   443円  （税込478円） 
 「皮なしノンスパイスウインナー」を、国産
小麦粉の衣で包んだ人気のミニアメリカン
ドッグの徳用サイズ。    ※電子レンジ専用品
です。        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1558    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   徳用ミニアメリカンドッグ  
  300g（12本）   950円  （税込1,026円） 

限定 200

 さつまいもを皮ごとスティック状にカット
して飴がけ。外はカリッと、中はしっとり。
半解凍でどうぞ。            λ萬來（鹿児島県志布
志市）  δお届け後45日保証   

1559    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   スティック大学芋  
  150g×2パック   522円  （税込564円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者のお米を使用。牛
肉、玉ねぎを国産丸大豆醤油や「味の母」
で味付け。    ※電子レンジ専用品です。        λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1562    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   662円  （税込715円） 

限定 1000

 石窯で焼いたもっちり生地にモッツァレラやゴルゴ
ンゾーラなど４種のチーズをのせました。約19cm
の小さめサイズ。        ■サイズ／直径約19cm    λ南風堂
（千葉県松戸市）  δお届け後15日保証  θ小麦・乳 

1560    ττ       
  $$   バンビーノピザ（4種チーズのミニピザ）  

  1枚   1,180円  （税込1,274円） 

 大地を守る会の生産者のお米を100％
使用。醤油を塗って、香ばしく焼き上げま
した。    ※電子レンジ専用品です。        λ全国
農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1561    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   474円  （税込512円） 

限定 1000

 直火釜で炊き上げた白米をはじめ、タカエビ
や厚焼卵など大地宅配の具材を中心に作りま
した。    ※電子レンジ専用品です。        λポーラス
ター（石川県白山市）    θえび・小麦・卵・大豆 

1563    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   国産海老入り五目太巻き寿司（ハーフカット）  

  250g(2本)   598円  （税込646円） 

限定 1000

 3種の玄米をブレンドし特殊な圧力鍋で
炊き上げた後、3～4日間寝かせてもち
もちの食感に仕上げました。            λ結わえる
（東京都台東区）     

1565        
     箱売・もっちもち寝かせ玄米ごはん  
  180g×24パック   6,360円  （税込6,869円） 

 大地を守る会の生産者が
育てたもち米に鶏肉や野
菜を加え、カツオだしと醤
油を合わせて蒸し上げまし
た。    ※電子レンジ専用品で
す。※５月頃までの取り扱
い予定。        λ名古屋食糧（愛
知県一宮市）    θ小麦・大豆 

1564    ττ       
     鶏ごぼうおこわ  

  100g×2コ   392円  （税込423円） 

麺類
もち

麺：付属のスープは
食品添加物不使用
もち：国産のもち米
（有機～減農薬）が原料

麺：主原料（小麦・そば等）は
すべて国産

                      

1566    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   即席らーめん粋（魚介豚骨醤油）5食・ノンフライ麺  

  5食   920円  （税込994円） 
 北海道産小麦粉を使用した中太のノンフライ麺
は、まるで生麺のような食感。化学調味料不使用
で安心です。        ■セット内容／（麺80g・スープ40g）
×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）    θ小麦・大豆 

1567    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   即席らーめん粋（鶏白湯塩味）5食・ノンフライ麺  

  5食   920円  （税込994円） 
 2種の北海道産小麦粉をブレンドしたコシのあるノンフライ
麺と、2種の国産チキンエキスで濃厚なうまみとあっさりとし
た後味を両立させた特製スープがマッチ。        ■セット内容／（麺
80g・スープ32g）×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）    θ小麦 

1568    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   即席らーめん粋（博多豚骨）2食×3・ノンフライ麺  

  2食×3   998円  （税込1,078円） 
 こくのある濃厚豚骨スープに、しっかりとした
コシのノンフライ・ストレート細麺が絡みます。
        ■セット内容／（麺75g・スープ34g）×6食
    λ熊谷商店（福岡県うきは市）    θ小麦・大豆 

限定 1000

 麺は国産小麦粉や平飼卵を、スープは老舗醤油店・
クルメキッコーの醤油を使用。酵母エキス使用。        ■セ
ット内容／（麺120g・スープ40g）×2食    λ亀製麺（東
京都国立市）  δお届け後6日保証  θ小麦・卵・大豆 

1569    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   466円  （税込503円） 

限定 2000
イメージイメージ

野菜系副菜

軽食・パックごはんなどごはんの素・その他

家で本格肉まん。家で本格肉まん。
もっと食べたくなりますもっと食べたくなります

食べごたえがあって食べごたえがあって
腹持ちも良いです腹持ちも良いです

だしがきいてもちもち。だしがきいてもちもち。
温めるだけなので便利温めるだけなので便利

32 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お届けパッケージ見本お届けパッケージ見本 λタイヘイ（千葉県松戸市） εお届け後2日保証

※ 原材料や別途ご用意いただく食材や調
理器具は、同時配布チラシまたはお買
い物サイトをご覧ください。

※ 製造・流通上の理由により、増粘剤、着
色料、酸味料、pH調整剤、香辛料抽出物
などを使用する商品があります。

簡単・便利なおかずキット

カット野菜と食材、
調味料をセットにした

約20分で完成

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

他のじゃ満足できなくな
るくらい、大満足なうどん

です。あったかいのも、冷たいの
もいける！ 家族も、この葛うどん
を食べたいと言います。

（ぽんぽんさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

つきたてのおもちのよう
です。きな粉と一緒に購

入し、きな粉もちにして食べまし
た。家族みんなが喜んでいまし
た。本当においしかったです。

（抹茶ちゃんさん）

イメージイメージ

1570    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地宅配のもちもち焼そば（ソース付）3食  

  3食   498円  （税込538円） 

 北海道産小麦粉と
塩、内モンゴル産の天
然かんすいで作った
もちもちの麺に、厳選
素材で作った甘めの
ソース付き。        ■セット
内容／（麺150g・ソ
ース34g）×3食    λク
リタ食品（群馬県館
林市）  δお届け後8日
保証  θ小麦・大豆 

国産小麦の風味豊かな細麺が魅力国産小麦の風味豊かな細麺が魅力

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かん
すいで作った麺は、熟練の技が光るもちもち食感
が魅力です。        ■セット内容／150g×3食    λクリタ
食品（群馬県館林市）  δお届け後8日保証  θ小麦 

1571    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地宅配のもちもち焼そば（ソースなし）3食  

  3食   369円  （税込399円） 

イメージイメージ

1572    ττбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   讃

さ ぬ き

岐うどん5食入り（冷凍）  
  200g×5食   398円  （税込430円） 

 国産小麦と、瀬戸内海の海水から作った
塩のみを使用。製造工程中に足踏み工
程を再現したコシのあるうどん。            λファ
インフーズ（香川県坂出市）    θ小麦 

 手打ちのようなコシのある麺と、甘めに
煮付けたお揚げが美味。魚介の風味を
きかせたつゆがよく合います。            λサンレイ
（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1573    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     冷凍讃岐きつねうどん  

  252g×2食   544円  （税込588円） 

イメージイメージ

 非遺伝子組み換えの油で揚げた、香ばし
いオキアミ（アミエビ）のかき揚げ付き。
    ※３月頃までの取り扱い予定。        λサンレイ
（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1574    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   冷凍讃岐かき揚げうどん  

  275g×2食   710円  （税込767円） 

限定 1000
イメージイメージ

 国産小麦粉に本葛
を加え、1300年もの
伝統ある手延べ製法
で熟成させました。
    ※４月頃までの取り
扱い予定。        λ坂利製
麺所（奈良県天理市）
    θ小麦 

1576        
     徳用葛うどん  

  2kg   3,046円  （税込3,290円） 

 国産小麦を原料に、
コシがあってのどご
しの良いうどんに仕
上げました。            λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1575    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   341円  （税込368円） 

 国産そばの実を丸ごと挽いたそば粉と国
産小麦で作った乾麺です。香りも豊か。
            λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

1577    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   奥出雲そば・乾麺（国内産有機そば粉使用）  

  200g   312円  （税込337円） 

イメージイメージ
1578   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     江別製粉のパスタ（スパゲティタイプ）  

  500g   398円  （税込430円） 
 グルテン質の高い北海道産小麦で作りまし
た。ぷりっとして風味豊かな味わいです。太
さ1.7mm。            λ江別製粉［コルノマカロニプ
ロダクトセンター］（群馬県甘楽町）    θ小麦 

1579        
     箱売・江別製粉のパスタ（スパゲティタイプ）  
  500g×20袋   7,600円  （税込8,208円） 
 グルテン質の高い小麦で、デュラムセモリ
ナ粉にも負けない、プリッとしたコシのあ
る食感です。太さ1.7mm。            λ江別製粉［コ
ルノマカロニ］（群馬県甘楽町）    θ小麦 

1580    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   餃子の皮  

  26枚   155円  （税込167円） 
 国産小麦と塩、打ち粉には馬鈴薯でん粉を使
用。コシのある餃子に仕上がります。  2点以上注
文すると1点あたり5ポイント付与します。          λキムラ
（東京都青梅市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

1581    υυ       
  $$   春巻の皮（里の春）  

  10枚   265円  （税込286円） 
 国産小麦と塩のみで製造。半生程度に焼
いているのではがれやすく、パリッとした
揚げ上がりに。            λ三立食品（東京都葛飾
区）  δお届け後12日保証  θ小麦 

1590    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     米
よねざわごう

沢郷牧場の切りもち（白）  
  1kg   1,317円  （税込1,422円） 

 自社収穫のもち米「ヒメノモチ」を100％
使い、杵つき製法で製造しました。    ※３
月頃までの取り扱い予定。        λ米沢郷牧場
（山形県高畠町）  δお届け後22日保証   

 玄米の甘さと香ばしさ
が特徴の、コシの強い
もち。こんがり焼くのが
特におすすめです。    ※３
月頃までの取り扱い
予定。        λ庄内協同ファ
ーム（山形県鶴岡市）
  δお届け後45日保証   

1591        
     庄内の杵つき玄米丸餅  

  500g   700円  （税込756円） 

1592    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     徳用・庄内の杵つき餅白丸（2パック）  
  500g×2パック   1,315円  （税込1,420円） 
 庄内地方で収穫されたもち米を杵でつ
きました。コシが強く、煮崩れしにくい
です。            λ庄内協同ファーム（山形県鶴岡
市）  δお届け後45日保証   

1593        
     徳用・庄内の杵つき有機栽培白切り餅  
  500g×2パック   1,463円  （税込1,580円） 
 コシが強く、煮くずれしにくい杵つきも
ち。            λ庄内協同ファーム（山形県鶴岡
市）  δお届け後45日保証   

1594        
     みそもち  

  670g   1,000円  （税込1,080円） 
 もち米に味噌とごまと洗双糖を加えてついた、山形県
置賜地方の伝統の味。弱火でこげないように焼いてく
ださい。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ白鷹町農産加
工研究会（山形県白鷹町）  δお届け後15日保証  θ大豆 

 有機あきたこまちを使用。鍋はもちろん、焼い
て甘味噌を付けた味噌たんぽにも。    ※２月頃ま
での取り扱い予定。        λ秋田ニューバイオファー
ム（秋田県由利本庄市）  δお届け後20日保証   

1595    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機きりたんぽ  

  210g(3本)   400円  （税込432円） 

 副菜：香ばし、国産大豆の油揚げ焼き    ※同時配布
チラシをご覧ください。    ■セット内容／主菜：じゃ
がいも、玉ねぎ、豚肉、人参、タレ、いんげん　副
菜：油揚げ、長ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

1582    υυ       
     キット・10分煮込みで味しみ！枕崎産かつ
お節のダシを使った旨ダシ肉じゃがセット  
  1セット(約3人前)   1,278円  （税込1,380円） 

限定 500

 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ    ※同
時配布チラシをご覧ください。    ■セット内容／主
菜：鶏肉、玉ねぎ、タレ、しめじ、水菜、長ねぎ　副
菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

1583    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     キット・枕崎産かつお節の
ダシを使った絶品親子丼セット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500

 副菜：さつまいもの甘煮    ※同時配布チラシを
ご覧ください。    ■セット内容／主菜：鶏肉、玉
ねぎ、タレ、なす、ピーマン、パプリカ、糸唐辛
子　副菜：さつまいも、レモン        θ小麦・大豆 

1584    υυ       
     キット・カラフル野菜と
さっぱり鶏肉の南蛮漬けセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500

 副菜：レモン香るキャロットラペ    ※冷蔵品と冷凍品を分けてお
届けします。※同時配布チラシをご覧ください。    ■セット内容／
主菜：シーフードミックス、じゃがいも、クリームシチュールー、マ
カロニ、玉ねぎ、ミニトマト　副菜：人参、レモン        θえび・小麦・乳 

1585    ττ       
     キット・まろやか・クリーミーシーフードグラタンセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 

限定 500

 副菜：もやしとわかめのナムル    ※同時配布チラシ
をご覧ください。    ■セット内容／主菜：豚肉、ピー
マン、パプリカ、セロリ、たけのこ水煮、タレ　副
菜：もやし、人参、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

1586    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     キット・国産筍と彩り野菜のチンジャオロースセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 

限定 500

 副菜：王隠堂農園の切干大根のマヨサラダ    ※冷蔵品と冷凍
品を分けてお届けします。※同時配布チラシをご覧ください。
    ■セット内容／主菜：エビ、ブロッコリー、セロリ、玉ねぎ、ミニ
トマト、タレ　副菜：切干大根、人参        θえび・小麦・大豆 

1587    ττ       
     キット・プリプリ海老とブロッコリーの塩炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 

限定 500

 副菜：国産大豆油揚げのしらすピザ    ※同時配布
チラシをご覧ください。    ■セット内容／主菜：も
やし、豚肉、レタス、玉ねぎ、タレ、ミニトマト、きく
らげ水煮　副菜：油揚げ、シラス        θ小麦・大豆 

1588    υυ       
     キット・「1日に必要な野菜量の1／3が
摂れる」レタスと豚肉の旨塩炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500

 副菜：茄子のさっぱりマリネ    ※1セットで写真のチヂミ
が2枚作れます。※同時配布チラシをご覧ください。
    ■セット内容／主菜：チヂミの粉、イカ、ミニトマト、長
ねぎ、ニラ、タレ　副菜：なす、長ねぎ        θ小麦・大豆 

1589    υυ       
     キット・トマトが入ったイカチヂミセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500
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醤油・味噌・酢など

だし・油など

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

クッパを作るときには必ず
必要な「とりがらスープ」。

ないときは他の材料があっても
絶対に作れません。どうしても食
べたくなって別の物を購入したら
「いつもの味じゃない」と言われ
ました。冷蔵庫に欠かせません。

（ヨシままさん）

調味料

原料はすべて非遺伝子組み換え

味噌・醤油：すべて
国産丸大豆を使用

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物（にがり除く）不使用

天然醸造・長期熟成等の
伝統的な製法が原則

20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売しません。

                      

 大地を守る会の生産
者の大豆と国産小麦
を使用。仕込みから
熟成まで１年以上か
けた醤油です。            λち
ば醤油（千葉県香取
市）    θ小麦・大豆 

1596   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   914円  （税込987円） 

 昔ながらの味と香り
がする、定番濃口醤
油。国産契約栽培の
大豆を原料に、1年半
以上熟成させました。
            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・
大豆 

1597   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   884円  （税込955円） 

1598    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   特級 みのり醤油・500ml（ペットボトル）  

  500ml   514円  （税込555円） 

 ペットボトルの少量
サイズ。契約栽培の
国産丸大豆を使用し、
じっくり1年半以上発
酵・熟成を重ねた深い
香りと味わい。            λ日本
食品工業（鳥取県境
港市）    θ小麦・大豆 

おなじみ「みのり醤油」の少量サイズおなじみ「みのり醤油」の少量サイズ

 国産丸大豆を使い、1
年以上熟成させた大
地宅配オリジナル醤
油。扱いやすいペット
ボトル入りです。            λ末
廣醤油（兵庫県たつ
の市）    θ小麦・大豆 

1599    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  

  1000ml   690円  （税込745円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米麹を使い、8カ
月以上かけて熟成さ
せました。香り高い
天然醸造味噌です。
            λ大津賀商店（鳥取
県伯耆町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1600    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   800円  （税込864円） 

 米麹の割合を多くし、
まろやかな甘口に仕
上げました。国産契約
栽培の丸大豆を使用。
            λ大津賀商店（鳥取
県伯耆町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1601    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌（甘口）  

  1kg   855円  （税込923円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、神泉水などで
長期熟成。深みのあ
る香りとまろやかな
味わいの玄米味噌で
す。            λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ大豆 

1602    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み玄米味噌  
  1kg   1,080円  （税込1,166円） 

 長期熟成で、乳酸菌・
酵母・麹菌が生きて
います。もちろん主
原料は国産のものを
使用。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
    θ大豆 

1603    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

 島根県産ゆずに洗双
糖を加えた、ちょっと
甘めの味噌。ふろふき
大根などに。    ※３月頃
までの取り扱い予定。
        λやさか共同農場（島
根県浜田市）  δお届
け後60日保証  θ大豆 

1604    υυ       
     ゆずみそ  

  200g   465円  （税込502円） 

 稲田稲作研究会の備
蓄米（大地恵穂）と同
じコシヒカリを使用
し、大和川酒造店が
醸造した、大地宅配
オリジナル料理酒。
            λ大和川酒造店（福
島県喜多方市）     

1605   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の料理酒  

  720ml   900円  （税込972円） 

 80％精米のもち米を
使い、伝統的な方法
で醸造し、ふた夏じっ
くりと熟成させまし
た。マイルドで幅のあ
る甘みが特徴です。
食前・食後酒にもお
すすめ！            λ杉井酒造
（静岡県藤枝市）     

1606    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     純米本みりん 飛鳥山  

  500ml   900円  （税込972円） 

 米と米麹が主原料の、
酒の風味とみりんのう
まみを併せ持った発
酵調味料。            λ味の一
醸造（埼玉県狭山市）     

1607   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     味の母・720ml  

  720ml   693円  （税込748円） 

 京都・宮津の栽培期
間中農薬不使用の米
を100％原料に、静
置発酵でじっくり醸
造。濃厚な味わいが
特徴で、料理にこくを
与えます。            λ飯尾醸造
（京都府宮津市）     

1608   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

1609        
     職人さんのすし酢  

  360ml   515円  （税込556円） 

 純米酢に洗双糖、醤油
などを合わせました。
酢めしは1合に20cc
が目安。酢の物にも
どうぞ。    ※102号より
商品名が「すし酢」か
ら変更になりました。
        λ庄分酢（福岡県大
川市）    θ小麦・大豆 

 国産レモン100％の
果汁です。酸味料不使
用。幅広い料理にどう
ぞ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1610    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   450円  （税込486円） 

 鍋物や、和風サラダに
も。国産有機本醸造
醤油、国産純米酢、徳
島の有機ゆずなど、
原材料も厳選。            λ光
食品（徳島県徳島市）
    θ小麦・大豆 

1611    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機ぽん酢しょうゆ  

  250ml   408円  （税込441円） 

 カツオ節やしいたけ
などのだしを使った
深い味わい。煮物や
和え物にも重宝しま
す。節分そばのそばつ
ゆにも。            λ日本食品
工業（鳥取県境港市）
    θ小麦・大豆 

1612   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   570円  （税込616円） 

節
分
節
分  2種のカツオだしと昆

布エキスを合わせまし
た。味付けは少し甘め
の関東風で、後味はす
っきり。3倍希釈タイ
プ。    ※今週は通常の3倍
ポイントです。        λ新丸正
（静岡県焼津市）    θ小
麦・大豆 

1613    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     鰹節屋さんが作っためんつゆ（3倍希釈）  

  1L   1,240円  （税込1,339円） 

2週目

お試し
ポイント

4週連続

 ウルメ節、カツオ節が
ベース。2～3倍に薄
め、おでん種を入れる
だけなので便利。    ※３
月頃までの取り扱い
予定。        λせいふてい
（神奈川県横浜市）
    θ小麦・大豆 

1614    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     おでんつゆ  

  500ml   621円  （税込671円） 

 鶏ガラを煮出し塩だ
けで味付けした、シン
プルなスープ。約5倍
に薄めてお使いくだ
さい。            λ秋川牧園（山
口県山口市）     

1616    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,143円  （税込1,234円） 

                      2029        
     神
かみいずみすい

泉水仕込み手造り醤油・1.8Ｌ  
  1.8Ｌ   1,500円  （税込1,620円） 
                 θ小麦・大豆 

2035        
     千代菊の純米料理酒（有機米使用）  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2043        
  $$   万能つゆ（希釈用）  
  300ml   379円  （税込409円） 
                 θ小麦・大豆 

2049        
     国産なたねソフト油  
  825g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2024        
     ヤマヒサの濃口醤油  
  720ml   950円  （税込1,026円） 
                 θ小麦・大豆 

2030    υυ      
  $$   特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  
  450g   500円  （税込540円） 

               δお届け後45日保証  θ大豆 

2038        
     有機純米酢（庄分酢）  
  500ml   460円  （税込497円） 
                  

2044        
     そばつゆ（ストレート）  
  400ml   550円  （税込594円） 
                 θ小麦・大豆 

2051        
     一番しぼりごま油  
  185g   470円  （税込508円） 

                  

2025        
     ヤマヒサのうすくち醤油  
  720ml   950円  （税込1,026円） 
                 θ小麦・大豆 

2031    υυ      
     神
かみいずみすい

泉水仕込み麦味噌  
  1kg   1,000円  （税込1,080円） 
                 θ大豆 

2040        
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2045        
  $$   中華風ブイヨン  
  15g×10袋   446円  （税込482円） 
                 θ小麦・大豆 

2052        
     圧搾コーン油（非遺伝子組み換えコーン使用）  
  910g   665円  （税込718円） 

                  

2026        
     かめびしのこいくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2032    υυ      
     やさかみそ（甘口）  
  750g   589円  （税込636円） 

                 θ大豆 

2041        
  $$   特撰 大地宅配のまろやか純りんご酢 青森育ち  
  600ml   910円  （税込983円） 
                  

2046        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2053        
     ラー油  

  45g   379円  （税込409円） 
                  

2027        
     かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2033    υυ      
     やさかの麦みそ  
  500g   379円  （税込409円） 

                 θ大豆 

2042        
     有機バルサミコ酢  
  250ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2047        
     液体かつお混合だし（20倍濃縮）  
  300ml   1,046円  （税込1,130円） 
               δお届け後60日保証   

2054        
  $$   大地を守る会の砂糖（喜界島限定きび糖）  

  1kg   436円  （税込471円） 
                  

2028        
     神
かみいずみすい

泉水仕込み生醤油  
  1Ｌ   970円  （税込1,048円） 

     ※開封後要冷蔵。            θ小麦・大豆 

2034    υυ      
     白みそ  
  500g   484円  （税込523円） 

               δお届け後76日保証  θ大豆 

2048        
     酒粕入旨塩麹鍋つゆの素（ストレート）  
  600g(2～3人用)   500円  （税込540円） 
                 θ小麦 

2055        
     北海道産てんさい含蜜糖  
  500g   380円  （税込410円） 

                  

クッパを作るのにクッパを作るのに
欠かせないスープです欠かせないスープです

イメージイメージ

34 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お試し少量品

「オリーブオイル（パレスチナ自治区産）」どどここがが違違ううのの？？大地宅配は大地宅配は

大地宅配の野菜にぴったりのオリーブオイル
一般的な油を搾る作業は、効率重視の化学的な手法が取られています
が、本品は化学的な処理や熱を加えずに搾油した、酸度0.8％以下のエ
キストラバージンオリーブオイルです。原料のオリーブの実も、地中海
の東・パレスチナの大地で、一粒一粒ていねいに収穫された品質の良い
ものだけを使用しています。青いトマトのようなさわやかな香りとスパ
イシーな後味が特徴です。ス
パイシーなオイルは肉や魚料
理に合うといわれていますが、
豊かな香りのオリーブオイル
だからこそ、味のしっかりして
いる大地宅配の野菜と一緒に
食べるのもおすすめ。ぜひ、味
と香りの違いを試してみてくだ
さい。
 加工食品担当：西田 和弘

オリーブオイルの購入が、1本の苗木となり、
現地の生産者を支えます

素材が引き立つ
豊かな味と香り

 オリーブ原産地、パレスチナ自治区
で栽培され、遠心分離機で製油さ
れたエキストラバージンオイル。    ※1
本につき24円を「スマイルオリーブ
基金」として積み立て、パレスチナに
オリーブの苗を送ります。    ■原産国
／パレスチナ自治区    λオルター・ト
レード・ジャパン（東京都新宿区）     

1627   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     オリーブオイル（パレスチナ自治区産）  

  450g   1,817円  （税込1,962円） 

1615    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   洋風ブイヨン  

  15g×10袋   446円  （税込482円） 
 大地宅配のチキンエキス、ポークエキス
のあっさり仕上げ。スープや煮込み料
理、離乳食などに。            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・大豆 

 化学調味料に頼らず、素
材本来のうまみを生かし
たスープ。鍋や節分そば
のそばつゆ作りなどに。
    ※２月頃までの取り扱い
予定。        λ秋田ニューバイオ
ファーム（秋田県由利本庄
市）    θ小麦・大豆 

1617    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     比内地鶏スープ（ストレートタイプ）  

  600g   537円  （税込580円） 

節
分
節
分

イメージイメージ

1618    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   トマト鍋の素（濃縮タイプ）  
  200g（3～4人前）   388円  （税込419円） 

 有機トマトペーストが
ベース。具は鶏モモ、
野菜類、豆腐がおすす
め。締めはリゾットに。
    ※２月頃までの取り
扱い予定。        λ宮島醤油
（佐賀県唐津市）     

いつもの鍋とは一味違う洋風仕立ていつもの鍋とは一味違う洋風仕立て

限定 5000

 国産有機米麹と、高
知県室戸沖の海洋深
層水で作った塩を使
用。なめらかな仕上が
りです。            λやさか共
同農場（島根県浜田
市）  δお届け後76日
保証   

1619        
     やさかの有機塩こうじ  

  200g   509円  （税込550円） 

 遺伝子組み換えの心
配のないなたねを圧
搾法で搾った、一番
搾りサラダ油です。
            λ米澤製油（埼玉県
熊谷市）     

1620    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     米澤製油のなたねサラダ油  
  1400g   1,378円  （税込1,488円） イメージイメージ

1621    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     石橋製油のなたねサラダ油  

  910g   900円  （税込972円） 

 非遺伝子組み換えの
オーストラリア産な
たねが原料。昔なが
らの圧搾法で搾った
一番搾りの油です。
            λ石橋製油（福岡県
久留米市）     

非遺伝子組み換えのなたねを圧搾非遺伝子組み換えのなたねを圧搾

 昔ながらの低温玉締
め法で、ごま本来の風
味と栄養を損なわな
いように搾りました。
もちろん一番搾りで
す。            λ今井製油（千
葉県千葉市）     

1622   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,190円  （税込1,285円） 

 高級天ぷら店御用達
のごま油。上品な香
ばしさで食材を引き
立てます。油っこさが
なく、カラッと揚がり
ます。            λ九鬼産業（三
重県四日市市）     

1623    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 有機栽培された亜麻
の種を酸素と光を遮
断して、低温圧搾しま
した。α-リノレン酸を
多く含むオイルです。
    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がり
ください。    ■原産国／
アメリカ    λアトワ（宮
城県仙台市）     

1624    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     亜麻仁油（フラックスシードオイル）  

  218g   1,800円  （税込1,944円） 

1625        
     リキッドココナッツオイル  

  280g   2,400円  （税込2,592円） 

 液体タイプの100％ピ
ュアココナッツオイル
です。冬場や冷蔵庫に
入れても0℃まで固り
ません。ドレッシングオ
イルなどに。        ■原産国
／フィリピン    λココウ
ェル（大阪府大阪市）     

冬場に重宝。0℃まで固まらない液体タイプ冬場に重宝。0℃まで固まらない液体タイプ

限定 1000

 ココナッツの胚乳を
薄皮ごと低温乾燥・低
温圧搾した、無精製・
無添加のオイルです。
    ※今週は通常の3倍
ポイントです。    ■原産
国／タイ    λ日本食品
工業（鳥取県境港市）     

1626    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機ココナッツオイル 380g  

  380g   2,300円  （税込2,484円） 

 スペイン・アンダルシ
ア地方のオリーブを
使用。まろやかで深み
のある、フルーティー
な香りです。        ■原産
国／スペイン    λノヴァ
（埼玉県北本市）     

1628    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機オリーブオイル（スペイン）  

  270g   950円  （税込1,026円） 

2056        
     海の精（あらしお）  
  240g   600円  （税込648円） 

                  

2062    υυ      
     ウエダ家の豆乳発酵マルチクリーム  
  120g   786円  （税込849円） 

               δお届け後12日保証  θ大豆 

2068        
  $$   カレールウ（辛口）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 
                 θ小麦・大豆 

2074      
     一味とうがらし（吉田ふるさと村）  

  15g   400円  （税込432円） 
                  

2057      
     海の精やきしお（詰め替え用パック）  
  150g   560円  （税込605円） 

                  

2063        
  $$   炒めたまねぎドレッシング  
  200ml   504円  （税込544円） 
                 θ小麦・大豆 

限定 1000 2069        
  $$   カレールウ（こども用）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 
                 θ小麦・乳・大豆 

2075    ττ      
     おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

2023        
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油・300ml  
  300ml   457円  （税込494円） 
                 θ小麦・大豆 

2058        
     有機中濃ソース  
  250ml   389円  （税込420円） 
                 θ小麦・大豆 

2064      
     有機青じそノンオイルドレッシング  
  200ml   480円  （税込518円） 
                 θ小麦・大豆 

2070        
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 
                  

2076    ττ      
     おろししょうが  
  5g×6パック   340円  （税込367円） 
                  

2036      
     三河みりん・150ml  
  150ml   300円  （税込324円） 
                  

2059        
     有機ウスターソース  
  250ml   389円  （税込420円） 
                 θ小麦・大豆 

2065        
  $$   とうふ一丁で麻婆豆腐の素 2パック  
  180g(2～3人前)×2パック   610円  （税込659円） 
                 θ小麦・大豆 

限定 500 2071      
     有機白こしょう・粉（ビン入）  

  30g   528円  （税込570円） 
                  

2077        
     にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 
                  

2037        
     純米富士酢・360ml  
  360ml   550円  （税込594円） 
                  

2060        
     オイスターソース  
  115g   400円  （税込432円） 

                 θ小麦・大豆 

2066    ττ      
     麻婆（マーボー）の素（挽肉入り）  
  200g(約3人前)   389円  （税込420円） 
                 θ小麦・大豆 

2072      
     ネパール・シナモンパウダー  

  20g   300円  （税込324円） 
                  

限定 100 2078      
     オーガニック粒マスタード  

  90g   435円  （税込470円） 
                  

2039      
     有機玄米くろ酢・300ml  
  300ml   1,300円  （税込1,404円） 
                  

2061        
     有機ピザソース  
  225g   420円  （税込454円） 

                  

2067        
  $$   青椒肉絲（チンジャオロウスー）のタレ2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 
                 θ小麦・大豆 

2073    υυ     
     コチュジャン  
  220g   604円  （税込652円） 

               δお届け後60日保証  θ大豆 

2150      
     ブルーアガベシロップ（有機栽培原料使用）  
  370g   1,236円  （税込1,335円） 
                  

2050        
     今井のごま油165g  
  165g   436円  （税込471円） 

                  

35104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。　●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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大地宅配の

乾 物定番

お子さんが大好きなカレー＆シチュー

イメージイメージ

直火焼きで仕上げた
深いこくと香り

イメージイメージ

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

4人家族ですがパンケー
キより少し大きめにして

1人1枚ずつにして食べました。
もっちりしていて味もしっかりし
ているので満足感があります。

（ちっくんさん）

 小麦粉や牛脂などの国産原料に20種類
以上のスパイスを加え、直火焼製法でス
パイシーな香りを際立たせました。            λイワ
キフーズ（青森県鰺ヶ沢町）    θ小麦・大豆 
1642    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地宅配の直火焼カレールウ（中辛）・フレークタイプ  

  170g(8皿分)   426円  （税込460円） 

 重量が約1/2になるまでじっくり炒めた
玉ねぎ。さまざまな料理にこくと甘みを
プラスします。            λプラスリジョン（兵庫県
神戸市）     
1669        
     オニオンキャラメリゼ（炒め玉ねぎ）  

  100g   350円  （税込378円） 

1640    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     クリームシチュウ（ルウ）  
  115g×2パック   450円  （税込486円） 

 国産小麦や全脂粉乳など、吟味した原料
を使用。グラタンやコロッケにもどうぞ。
1パック約6人前。            λ大味研（鳥取県境港
市）    θ小麦・乳 

1253    ττ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     鶏手羽先・バラ凍結（まほろば）  

  300g   435円  （税込470円） 

             λまほろばライブファ
ーム（山形県高畠町）     

1643        
     有機ローレルリーフ  

  5g   324円  （税込350円） 

 有機栽培の土作りで香り
高く高品質。葉を切るとよ
り強い香りが出ます。        ■原
産国／トルコ    λエヌ・ハー
ベスト（東京都世田谷区）     

 鹿児島県種子島でサ
トウキビから作った
精製度の低い砂糖で
す。            λフルーツバス
ケット［新光糖業］（鹿
児島県中種子町）     

1629    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

 糖蜜分離や精製をし
ていないため、サトウ
キビ本来の風味やミ
ネラル分が豊富。くせ
がなく、まろやかな味
わい。        ■原産国／フィ
リピン    λオルター・ト
レード・ジャパン（東
京都新宿区）     

1630    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     マスコバド糖（ネグロス島産黒砂糖）  

  500g   350円  （税込378円） 

1631        
     オーガニックココヤシシュガー  

  250g   1,000円  （税込1,080円） 

 ココヤシの花蜜を煮
詰めた無精製花蜜糖
です。やさしい甘さで、
独特の香ばしい風味
が料理を引き立てま
す。        ■原産国／インド
ネシア    λむそう商事
（大阪府大阪市）     

 メキシコ、オーストラ
リアの天日塩ににが
りを加えたものを、昔
ながらの平釜で煮詰
めて再結晶させまし
た。            λイカリ商事（鳥
取県米子市）     

1632    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 

手作り手作り

 ミネラルを含み、溶け
にくい大きめの結晶
がそのまま。自家製の
ぬか床や梅干し、らっ
きょう、味噌作りに。
            λ海の精（東京都大
島町）     

1633    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     漬物塩（海の精）  

  1.5kg   3,000円  （税込3,240円） 

手作り手作り

 伊豆大島の地下から
汲み上げた海水を、
天日で濃度を高め、
蒸気釜で煮詰めまし
た。            λ深層海塩（東
京都大島町）     

1634        
     ハマネ（深層海塩）  

  200g   470円  （税込508円） 

 対馬暖流の海水を60
℃の低温で結晶化さ
せて仕上げた塩です。
白菜漬けなどの漬物
作りにも。            λ一の塩
（佐賀県唐津市）     

1635    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     海んまんま一の塩（しっとりタイプ）1kg  

  1kg   1,200円  （税込1,296円） 

手作り手作り

 国産のきび糖や純米
酢などでトマトの甘
みや酸味を引き出し
た、フルーティーでこ
くのある味。            λ光食品
（徳島県上板町）     

1636   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ヒカリ トマトケチャップ（チューブ）  

  500g   480円  （税込518円） 

 契約生産者の平飼卵
となたね油、こくのあ
る純米酢で作りまし
た。            λ丸和油脂（東
京都品川区）    θ卵 

1637   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のマヨネーズ（純米酢仕立て）  

  300g   362円  （税込391円） 

 トルコ産有機金ごま
を使用し、ごまの風味
を引き出しました。濃
厚な味わいをお楽し
みください。            λ冨貴
食研（大阪府高槻市）
    θ小麦・卵・大豆 

1638    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     金ごまドレッシング  

  190ml   595円  （税込643円） 

1639    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     デミグラスソース（ルウ）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 国産の小麦粉やビーフエキス、牛脂な
ど、安心素材で作ったうまみとこくのあ
る一品。１パック約６人前。            λ大味研（鳥
取県境港市）    θ小麦・乳・大豆 

1641    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   カレールウ（中辛）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 酸味料や化学調味料を使わず、厳選した
材料で仕上げた安心のルウです。1パッ
ク約6人前。            λ大味研（鳥取県境港市）
    θ小麦・大豆 

1644        
     香川本鷹 鬼びっくり一味唐辛子（缶入り）  

  20g   615円  （税込664円） 

 日本のとうがらしの
なかで最高品種とい
われている、香川県綾
川産の「香川本鷹唐
辛子」を使った一味
唐辛子。            λ山清（香川
県綾川町）     限定 200

 原木栽培で1年半～
3年かけて育てまし
た。肉厚でとろける
ような舌ざわりと絶
妙なしこしこ感をご
堪能ください。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1649    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   761円  （税込822円） 

粉・乾物
だし・缶詰など

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物不使用

原料は国産、または
海外産オーガニックが原則

たんぱく加水分解物不使用

                      

 肉厚で風味が強い重
茂産天然ワカメをカ
ットして乾燥。チャッ
ク付きで常備してお
くと便利です。        ■漁場
／岩手県    λ重茂漁業
協同組合（岩手県宮
古市）  ［生食可］   

1657    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     重
お も え

茂産 天然カットわかめ  
  20g   514円  （税込555円） 

 有機JAS認証の白ご
まを使用。香り豊か
で食感はぷちぷち。ご
まの甘みもお楽しみ
ください。        ■原産国／
ボリビア    λ和田萬商
店（大阪府大阪市）     

1647    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 北海道産小麦100%
使用。輸入小麦よりグ
ルテンが少ないので
準強力粉としていま
すが、パン作りはもち
ろん、餃子の皮、ピザ
生地など、強力粉同
様にご利用いただけ
ます。            λ江別製粉（北
海道江別市）    θ小麦 

1645    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532円） 

 九州産の素材を厳
選。米粉入りでふわ
ふわもちもち。甘さ控
えめなので、ソーセー
ジなどと合わせても。
    ※アルミフリーのベー
キングパウダーを使
用。        λ一平（宮崎県宮
崎市）    θ小麦・卵・乳 

1646    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     九州パンケーキ（ミックス粉）  

  200g   406円  （税込438円） 

 有機ＪＡＳ認証の黒
ごまを使用。長く風味
を楽しめるよう、職人
がていねいに焙煎し
ました。        ■原産国／
ボリビア、パラグアイ
    λ和田萬商店（大阪
府大阪市）     

1648    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 手軽においしいだしが
取れると好評のだし
パック。パック数増量
のお徳用サイズです。
            λ井口食品（福岡県
福岡市）    θ小麦・大豆 

1662    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     徳用和風だしパック（かつお）  

  8g×16袋   710円  （税込767円） 

もちもちで、味もしっかり。もちもちで、味もしっかり。
満足感があります満足感があります

イメージイメージ

36 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

乾物類など

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

イタリアンメニューには欠
かせません。一度この缶

詰の濃厚なおいしさを知ると、他
の缶詰は使えなくなります。

（mariさん）

 ウエダ家の自然発酵乳酸菌を加えた、毎日かき混ぜ
る手間がなく、においが控えめなぬか床。少量タイ
プ。    ※他社商品との比較によるもので、まったくにおい
がないわけではありません。        λ東明（静岡県熱海市）     

1650    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ウエダ家のにおわないぬか床ミニサイズ（補充にも）  

  500g   990円  （税込1,069円） 

イメージイメージ

 ご家庭での味噌作り
に。くせがなく、あっさ
り仕上がります。甘酒
作りなどにもどうぞ。
    ※２月頃までの取り扱
い予定。        λヤマキ（埼
玉県神川町）  δお届
け後45日保証   

1651    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     白米こうじ  

  1kg   1,600円  （税込1,728円） 

手作り手作り

 お米の胚芽、ぬかなど
が含まれるため、味噌
作りに使うと独特の
風味に仕上がります。
    ※２月頃までの取り扱
い予定。        λヤマキ（埼
玉県神川町）  δお届
け後45日保証   

1652    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     玄米こうじ  

  1kg   1,600円  （税込1,728円） 

手作り手作り

 国産の大麦を使用。味
噌作りに使うと、 麦特
有の芳香がある味噌
に仕上がります。    ※２
月頃までの取り扱い
予定。        λやさか共同
農場（島根県浜田市）
  δお届け後10日保証   

1653    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     有機麦こうじ  

  1kg   1,379円  （税込1,489円） 

手作り手作り

 やさか共同農場が、
国産有機白米で作っ
た白米麹。塩麹や甘
酒が手軽に作れるレ
シピ付きです。            λや
さか共同農場（島根
県浜田市）  δお届け
後76日保証   

1654    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     やさかの有機乾燥白米こうじ  

  500g   1,090円  （税込1,177円） 

手作り手作り

1655    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     はじめての味噌づくりセット  

  1セット   4,400円  （税込4,752円） 
 ゆでてある大豆と塩、麹をセット。約3.5kgの味噌ができます。レ
シピ付き。    ※2月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／大豆の
水煮1kg×2袋、白米こうじ1kg、塩400g、ポリ袋1枚、輪ゴム1コ、
レシピ    λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

手作り手作り

1656    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     はじめての味噌づくりセット（小）  

  1セット   2,750円  （税込2,970円） 
 大豆をゆでる手間なしで味噌作り。約1.8kgの味噌ができます。
レシピ付き。    ※２月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／大豆
の水煮1kg、白米こうじ500g、塩200g、ポリ袋1枚、輪ゴム1コ、
レシピ    λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

手作り手作り

 色、つや、香りの良い、
上質なアオサの豊か
な風味が楽しめます。
味噌汁や酢の物、炊
き込みごはんなどに。
            λ北村物産（三重県
伊勢市）     

1658    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     三重県産あおさのり  

  18g   450円  （税込486円） 

 北海道の利尻・礼文
島で採った利尻昆布
を、使いやすいようカ
ット。上品なだしで料
理が一層おいしくな
ります。        ■漁場／北
海道    λ札幌中一（北
海道札幌市）     

1659        
     カット利尻昆布  

  50g   508円  （税込549円） 

 国内では静岡県駿河
湾でしか水揚げされ
ない希少な桜エビの
なかから、質の良いも
のを干し上げました。
        ■漁場／駿河湾    λ小
倉食品（静岡県静岡
市）    θえび 

1660        
     駿河湾産素干し桜えび  

  13g   637円  （税込688円） 

イメージイメージ

上品な風味の国産本枯節を上品な風味の国産本枯節を
使いやすく便利な個包装でお届け使いやすく便利な個包装でお届け

カビ付けと天日干しを繰り返して
プロが作り上げた、国産のカツオ
本枯節を使用。料理の仕上げに
上品な甘みと香りを加えます。使
い切りやすい個包装にしました。

             λカネサ鰹節商店（静岡県西伊豆町）     

1661    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     削りぶしパック  

  5g×6袋   343円  （税込370円） 

 カツオ削り節と煮干
しの微粉末、真昆布
の粉末をブレンド。料
理酒｢蔵の素」で素材
のうまみをさらに引
き出しました。            λネイ
チャーズファイネスト
（京都府宇治市）     

1663    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     食塩無添加 和風顆粒だし  

  40g   480円  （税込518円） 

1664   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ツナフレーク（水煮・オイル無添加）  

  80g×3缶   684円  （税込739円） 

 新鮮なメバチマグロを
使った水煮タイプのツ
ナフレーク。食品添加
物は使用していませ
ん。            λタイム缶詰（岩
手県陸前高田市）     

メバチマグロをぜいたくに使用メバチマグロをぜいたくに使用

1665        
     箱売・ツナフレーク（水煮・オイル無添加）24缶  
  80g×24缶   5,314円  （税込5,739円） 
 箱売でお得な水煮タイプのツナフレーク
です。賞味期間も長いので買いだめして
おくと便利。            λタイム缶詰（岩手県陸前
高田市）     

1666   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ツナフレーク（オイル漬）  

  80g×3缶   684円  （税込739円） 
 新鮮なメバチマグロを使ったツナ缶。食品
添加物不使用の風味豊かなオイル漬けで
す。            λタイム缶詰（岩手県陸前高田市）     

1667        
     箱売・もろこし畑 北海道産コーン裏ごし（なめらか）（24缶）  
  230g×24缶   4,484円  （税込4,843円） 
 きめが細かい裏ごしタイプ。牛乳を加え
てポタージュなどにどうぞ。            λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

 重量が約1/2になる
までじっくり炒めた玉
ねぎ。さまざまな料理
にこくと甘みをプラス
します。            λプラスリジ
ョン（兵庫県神戸市）     

1669        
     オニオンキャラメリゼ（炒め玉ねぎ）  

  100g   350円  （税込378円） 

 有機栽培されたイタリ
ア産トマトを使用した、
ジュース漬けのホール
トマト。フレッシュな酸
味。    ※輸入缶詰のため、
缶やラベルのキズ・汚れ
はご容赦ください。        λフ
ァームランドトレーディ
ング（東京都港区）     

1668    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

                      2084      
     きなこ  
  200g   320円  （税込346円） 

                 θ大豆 

2090        
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 
                  

2096      
     日高昆布（だし用カット）  

  80g   595円  （税込643円） 
                  

2102      
     有機野菜ブイヨンパウダー  
  120g   673円  （税込727円） 

                  

2079      
     美瑛産 薄力粉  
  500g   329円  （税込355円） 

                 θ小麦 

2085        
     吉野葛  
  100g   570円  （税込616円） 

                  

2091      
  $$   手造り 寒天（国内産原料100％使用）  

  4本   820円  （税込886円） 
                  

2097      
     カットだし昆布（真昆布）  

  70g   427円  （税込461円） 
                  

2103        
     さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

2080        
     岩手県産ナンブ小麦の石臼全粒粉  
  500g   265円  （税込286円） 

                 θ小麦 

2086    υυ      
     ホシノ天然酵母パン種  
  500g   1,495円  （税込1,615円） 
                 θ小麦 

2092        
     石崎さんの無漂白かんぴょう  

  30g   330円  （税込356円） 
                  

2098        
     花かつお  

  60g   439円  （税込474円） 
                  

2104        
     やきとり缶（タレ）  

  80g   297円  （税込321円） 
                 θ小麦・大豆 

2081        
  $$   国産小麦のパン粉  
  150g   219円  （税込237円） 

                 θ小麦 

2087        
     くるま麩

ふ

スライス  
  8枚   360円  （税込389円） 

                 θ小麦 

2093        
     熊本県産サラダでおいしい切干大根  

  40g   300円  （税込324円） 
                  

2099        
     厚削節（かつお節）  
  100g   624円  （税込674円） 

               δお届け後45日保証   

2105        
     やきとり缶（塩味）  

  80g   297円  （税込321円） 
                  

2082        
     かたくり粉  
  300g   331円  （税込357円） 

                  

2088        
     こだわり高野豆腐  
  96g（6枚）   414円  （税込447円） 
                 θ大豆 

2094        
     羅臼昆布カット  

  60g   680円  （税込734円） 
                  

2100        
     徳用和風だしパック（いりこ）  
  6g×24袋   589円  （税込636円） 
                 θ小麦・大豆 

2106        
     ゆで小豆  
  160g   267円  （税込288円） 

                  

2083        
     お菓子用お米の粉  

  1kg   500円  （税込540円） 
                  

2089        
     大分産乾燥きくらげ・12g  

  12g   350円  （税込378円） 
                  

2095      
     函館産きざみとろろ  

  15g   359円  （税込388円） 
                  

2101        
     おだしのパックじん  
  7g×18パック   1,100円  （税込1,188円） 
                  

2107        
     うずらの卵の水煮うずらの卵の水煮（ツインパック）（ツインパック）    
    6コ×2パック 6コ×2パック     328328円円    （（税税込込354354円）円）  
                 θ卵 

一度このおいしさを知ると一度このおいしさを知ると
他の缶詰はもう使えません他の缶詰はもう使えません

イメージイメージ

37104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

一口食べて、あんこにきな粉を
かけながら食べました。あんこと

きな粉、それぞれの風味が合わさって、
また生地がとてもやわらかくて本当に
おいしかったです。また注文します。

（うめやっこさん）

洋菓子
和菓子

合成着色料・甘味料、乳化剤等の
食品添加物不使用

チョコレートはフェアトレード、
オーガニックを優先

原料は国産、
海外産オーガニックが原則

生クリームはすべて国産生乳使用

                      

1671    ττ       
     これが本場のショートケーキ（ビスケット生地）  

  1コ   1,265円  （税込1,366円） 
 サクサクのビスケット生地をベースにしたアメリカ風。生ク
リームと自社製のいちごコンフィチュールをたっぷり重ね
ました。        ■サイズ／縦9×横12×高さ4.5cm    λパスティーフ
ーズ（栃木県さくら市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵・乳 

北海道産生乳で作ったクリームチーズを
ふんだんに使用。さっぱりとしたチーズの
風味に丹那の生クリームでこくを、国産レ

モン果汁でさわやかな酸
味を加えて、しっとりと焼
き上げました。

さっぱりとしたクリームチーズが美味。さっぱりとしたクリームチーズが美味。
ちょっと優雅なティータイムにちょっと優雅なティータイムに

         ■サイズ／直径約16.5cm
    λムーラン ナ ヴァン（静岡
県函南町）  δお届け後15日
保証  θ小麦・卵・乳 
1670    ττ       
     ムーラン ナ ヴァンのベイクドチーズケーキ  

  1コ   1,665円  （税込1,798円） 

1672    ττ       
  $$   パリブレスト（リングシュークリーム）  

  1コ   1,409円  （税込1,522円） 
 中の特製クリームは生乳100％の生クリームと、バ
ニラが香るカスタードクリームを合わせました。        ■サ
イズ／直径約15cm    λムーラン ナ ヴァン（静岡県
函南町）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1673    ττ       
     ロンドーレのミルクレープ  

  120g(2コ)   500円  （税込540円） 
 加工でん粉や乳化剤などを使わず焼き上げた生地
に、なめらかな口当たりのクリームをたっぷりと塗り
重ねました。            λ丸きんまんじゅう（佐賀県佐賀市）
    θ小麦・卵・乳 

1674    ττ       
     ロンドーレのショコラミルクレープ  

  140g(2コ)   520円  （税込562円） 
 卵、小麦粉、砂糖、マーガリンなどで作ったクレープ
生地に、手作りガナッシュを加えたチョコレートクリ
ームをたっぷり塗りました。            λ丸きんまんじゅう（佐
賀県佐賀市）    θ小麦・卵・乳・大豆 

1675    ττ       
  $$   ネーブルオレンジのケーキ  

  1コ   747円  （税込807円） 
 生地にみかんジュース、トッピングにネーブルオレンジを使
用。しっとりさわやかな風味です。    ※３月頃までの取り扱い
予定。    ■サイズ／上面約11×8×高さ4.5cm    λナチュランド
本舗（東京都多摩市）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1676    ττ       
  $$   ヒロタのシューアイス（チョコ）  

  43ml×6コ   724円  （税込782円） 
 国産小麦粉のシュー皮に、牛乳とココアの風味を生
かしたアイスがたっぷり。大地宅配基準で作ったヒ
ロタのシューアイスです。            λ洋菓子のヒロタ（千葉
県芝山町）    θ小麦・卵・乳 

1677    ττ       
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 
 上品な甘さのあんを、歯ざわりなめらかなよもぎもち
で包みました。    ※解凍は常温でゆっくりと。冷蔵庫に入
れてかたくなった場合は、蒸してお召し上がりください。
        λ平和堂（山梨県甲府市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1678    ττ       
  $$   おはぎ（粒・こし）  

  60g×各3コ   808円  （税込873円） 
 もち米を半つきにして、上品な甘さの粒あんとこしあ
んで包みました。    ※解凍は常温でゆっくりと。        λ平
和堂（山梨県甲府市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1680    ττ       
     はちみつカステラ  

  5コ   462円  （税込499円） 
 新鮮な鶏卵を使用し、人の手でていねいに作っています。
甘さ控えめにしっとりと焼き上げました。    ※原料にはちみ
つを使用していますので、1歳未満の乳児には食べさせな
いでください。        λたんばや製菓（山形県酒田市）    θ小麦・卵 

限定 500

1681    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   どら焼き（十勝産契約栽培小豆の小倉餡）  

  5コ   498円  （税込538円） 
 シンプルな原材料で作った生地に、大地を守る会の
生産者が栽培した小豆で作った小倉あんがマッチ。
    ※６月頃までの取り扱い予定。        λたんばや製菓（山
形県酒田市）  δお届け後10日保証  θ小麦・卵 

限定 300

1682    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   和菓子屋さんのあんドーナツ（つぶあん）  

  5コ   605円  （税込653円） 
 和菓子店・平和堂が、あんの風味を引き立てるよう
に仕上げました。大地を守る会の生産者の小豆使
用。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ平和堂（山梨
県甲府市）  δお届け後4日保証  θ小麦・卵・乳 

1683    ττ       
     芋ようかん  

  200g   425円  （税込459円） 
 さつまいもに砂糖のみを加え、しっとり練り上げた
上品な甘さの和菓子。    ※２月頃までの取り扱い予
定。        λ海老屋（山梨県甲府市）  δお届け後45日保証   

1684    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   信州名産・市田柿（無くん蒸干し柿）  

  200g   924円  （税込998円） 
 表面に白く吹き出した粉が美しく、自然な甘さは和
菓子のよう。無くん蒸仕上げで、味の良い干し柿で
す。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ信州有機農法
研究会（長野県飯田市）  δお届け後30日保証   

限定 2000

1679    ττ       
  $$   うぐいすもち（きな粉別添え）  
  もち4コ、青大豆きな粉10g   949円  （税込1,025円） 
 京都の和菓子屋・松屋の、うぐいすの姿を模したも
ち菓子。もちもちの生地に、別添の青大豆きな粉を
かけてどうぞ。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ松屋
（京都府城陽市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1685    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
      王
おういんどう

隠堂農園のあんぽ柿（無くん蒸干し柿）  
  200g(4玉以上)   693円  （税込748円） 

 生柿と干し柿の中間のソフトタイプの干し柿。とろ
けるようなゼリー状のやわらか～い果肉です。    ※２
月頃までの取り扱い予定。        λ王隠堂農園（奈良県五
條市）  δお届け後7日保証   

1686        
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 
 茨城県産の和栗で作った程よい甘さの甘栗。薄渋皮
ごとやわらかく仕上げています。    ※５月頃までの取り
扱い予定。        λ丸成商事（東京都練馬区）     

ムーラン ナ ヴァン
加藤 祥

さ ち え

恵さん

あんこときな粉の風味があんこときな粉の風味が
やわらかいもちにぴったりやわらかいもちにぴったり

38 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど

イメージイメージ

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

自然で上品な甘さに、つい
つい口に運んでしまいま

す。淡いピンクとグリーンの色も
かわいらしく、中の大豆もカリッと
していて、砂糖衣と口の中で合わ
さったときに大豆の自然な甘さと
相まって、濃い豆乳のようなおい
しさです。体にやさしいおやつと
いう感じです。      （ポニョさん）

着色料や合成甘味料等の
食品添加物は原則不使用

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

揚げ油は非遺伝子
組み換え原料を使用

菓子
ドライフルーツなど

                      

 酪農家を限定した低温殺菌牛乳と生クリーム、平飼卵、
寒天を使ったプリン。  2点以上注文すると1点あたり7ポイン
ト付与します。  ※カラメルソースは付いていません。        λ函南
東部農協（静岡県函南町）  δお届け後7日保証  θ卵・乳 

1687    υυ   NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
 国産大豆100％の自家製豆乳に香り高い黒練りご
まを加えてプリンを作りました。やさしい甘みと黒
ごまのこくが好相性。            λおとうふ工房いしかわ（愛
知県高浜市）  δお届け後21日保証  θ卵・大豆 

1688    υυ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     豆乳ぷりん（黒ごま）  

  80g×4コ   328円  （税込354円） 

 フェアトレードで取り引きされた確かな原材料のチョコレート。マイルド
なミルクは定番品。    ※３月頃までの取り扱い予定。    ■原産国／スイス    λフ
ェアトレードカンパニー（東京都世田谷区）  δお届け後60日保証  θ乳 

1700        
     ＦＴチョコレート・ミルク  

  50g   350円  （税込378円） 

 香料に頼らず、温州みかんの果汁をしっ
かり使った、一口サイズのゼリーです。
    ※凍らせて食べないでください｡         λフル
ーツバスケット（静岡県函南町）     

1689    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ミニカップゼリー（みかん）  

  22g×12コ   350円  （税込378円） 
 八ヶ岳南麓で育った乳牛の生乳と練乳、
砂糖、いちご、寒天のみで作りました。食
べやすい小さめサイズ。            λ海老屋アイス
工房フェリーチェ（山梨県甲府市）    θ乳 

1690    ττ       
     アイスキャンディ（いちごミルク味）  

  60ml×4本   596円  （税込644円） 
 イタリアで食前などによく食べられる細長い
クラッカーのようなパン。北海道産小麦と北
海道産チーズを使用。            λサラ秋田白神（東京
都八王子市）  δお届け後10日保証  θ小麦・乳 

1691        
     グリッシーニ（チーズ）  

  5本   379円  （税込409円） 

 丹那の低温殺菌牛乳
用の生乳を使った乳
脂肪分約47％の生
クリーム。くせが少な
く、とてもまろやか。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  εお届
け後5日保証  θ乳 

1384    υυбб   NN 1/30お届け週1/30お届け週        
     丹那の純生クリーム（乳脂肪分47％）  

  200ml   472円  （税込510円） 
 平飼卵、北海道のてんさい糖を使った、
たまごボーロ。食べきりサイズの7袋入
り。            λ田中屋製菓（東京都品川区）    θ小
麦・卵・乳 

1692    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   たまごボーロ（食べきりパック）7袋入り  

  20g×7袋   350円  （税込378円） 
 国産大豆のおからと国産小麦粉を使った生
地を揚げ、黒糖で味付け。かたい食感が特
徴です。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県高
浜市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1693        
     きらず揚げ（黒砂糖）  

  160g   291円  （税込314円） 
 原料は小麦粉とバター、洗双糖、天塩の
み。さくさくの食感でリッチな味わいのパ
イ。            λマリーレン（埼玉県本庄市）  δお
届け後40日保証  θ小麦・乳 

1694    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     マリーレンのパルミエパイ  

  60g   370円  （税込400円） 

限定 1000

 オーガニックココア、
沖縄県産のさとうき
びで作った加工黒糖
「きび太郎」にサンゴ
カルシウムを加えま
した。            λ海邦商事（沖
縄県うるま市）     

1746    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     黒糖ココア  

  190g   600円  （税込648円） 

 国産小麦粉を使ったハードクッキー。レ
ーズンやカレンツ、レモンピールがたっぷ
りです。            λげんきタウン（大阪府豊中市）
  δお届け後45日保証  θ小麦 

1695        
     フルーツ・バー（ハードクッキー）  

  10枚   380円  （税込410円） 
 節分に欠かせない福豆。大地を守る会の生産者
の新大豆を煎って作りました。調味料は不使用。
大豆の味を楽しめます。    ※２月頃までの取り扱
い予定。        λ川原製粉所（東京都練馬区）    θ大豆 

1696    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   福豆（煎り大豆）  

  100g   303円  （税込327円） 

節
分
節
分

 大豆を焙煎し、味噌・きな粉・砂糖で香ば
しく味付けした大豆菓子。食物繊維やカ
ルシウムなどがたっぷり。            λ宮本邦製菓
（佐賀県武雄市）    θ大豆 

1698        
     煎り大豆ソイ美－ン（味噌・きな粉）  

  78g   350円  （税込378円） 

節
分
節
分

 北海道産大豆を煎っ
て、てんさい糖を蜜が
けしました。緑色は国
産抹茶、紫色はクチナ
シの色です。    ※クチナ
シ色素使用。        λ共成
製菓（北海道旭川市）
    θ小麦・大豆 

1697        
     三色福豆  

  80g   300円  （税込324円） 

節
分
節
分

 クルミの香ばしさとほろ苦さに、沖縄県産黒
糖のこくのあるやさしい甘みがマッチ。            λ第
3世界ショップ（プレス・オールターナティブ）
（東京都目黒区）  δお届け後60日保証   

1699    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     黒糖くるみ  

  110g   600円  （税込648円） 
1702        
     エクストラチョコレート（カカオ71％）  

  100g   650円  （税込702円） 

 なめらかな口どけとカカオ
本来の香りと苦味が特徴。
大人の味わいです。    ※２月頃
までの取り扱い予定。    ■原
産国／スイス    λ第3世界シ
ョップ（プレス・オールター
ナティブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証  θ乳 

カカオの香りと苦味が楽しめますカカオの香りと苦味が楽しめます

                      2113        
     お魚チップス あおさ（小麦不使用）  

  40g   199円  （税込215円） 
               δお届け後60日保証   

2119        
  $$   黒糖かりんとう（神谷製菓）  
  100g   274円  （税込296円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦 

2125      
     れんこん生姜飴  

  80g   260円  （税込281円） 
                  

2131        
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   540円  （税込583円） 
               δお届け後50日保証   

2108      
     つぶ子ちゃん（サクッと一口ようかん）  

  80g   342円  （税込369円） 
                  

2114        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2120        
  $$   白蜜の胡麻かりんとう  
  100g   274円  （税込296円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦 

2126        
  $$   大地を守る会のひとくちせんべい（醤油味）  
  2枚×6袋   259円  （税込280円） 
                 θ小麦・大豆 

2132        
     古代ペルシャの宝物 乾燥デーツ（ピアロム種）  

  110g   450円  （税込486円） 
                  

2109    υυ      
     和らぎ濃厚豆乳プリン  
  100g×2コ   255円  （税込275円） 
               δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

2115        
     きらず揚げ（しお）  
  160g   291円  （税込314円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2121        
     麩菓子  
  12本   250円  （税込270円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2127        
     小丸揚げせんべい  
  14枚   379円  （税込409円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

2133        
     第3世界ショップのくるみ  

  65g   600円  （税込648円） 
               δお届け後60日保証   

2110    υυ     
     和らぎ抹茶豆乳プリン  
  100g×2パック   259円  （税込280円） 
               δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

2116        
     豆乳ドーナツ（白蜜）  
  170g   280円  （税込302円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダー使用          δお届け後30日保証  θ小麦・乳・大豆 

2122      
     第3世界ショップの珈琲豆チョコ  

  50g   440円  （税込475円） 
               δお届け後60日保証  θ乳 

2128      
     島醤油せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

2134        
     第3世界ショップのカシューナッツ（食塩不使用）  

  70g   600円  （税込648円） 
               δお届け後60日保証   

2111        
  $$   ミニカップゼリー（りんご）  
  22g×12コ   330円  （税込356円） 
               δお届け後60日保証   

2117        
     マリーレンのプレーンクッキー（ダイヤ型）  

  80g   384円  （税込415円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

限定 1000 2123      
     ナチュラルチョコレート・スイート  

  60g   360円  （税込389円） 
                 θ乳 

2129        
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  
  150g   760円  （税込821円） 

               δお届け後60日保証   

2135        
     第3世界ショップのマカデミアナッツ（食塩不使用）  

  65g   580円  （税込626円） 
               δお届け後60日保証   

2112      
     岡林農園の小夏っ娘ゼリー  
  100g×2コ   443円  （税込478円） 
               δお届け後60日保証   

2118      
     シリアル・バー（ハードクッキー）  
  10枚   360円  （税込389円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2124        
     ＦＴチョコデザートバーミルキー  
  1本(33g)   390円  （税込421円） 
               δお届け後60日保証  θ乳 

2130      
     ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   520円  （税込562円） 
               δお届け後60日保証   

2136      
     北海道産焼するめ足  

  52g   456円  （税込492円） 
               δお届け後60日保証   

本格トリュフが簡単に♪本格トリュフが簡単に♪
手作りチョコにいかがですか？手作りチョコにいかがですか？

沸騰直前まで温めた生クリーム
50ccに刻んだチョコレート60gを
加えて混ぜ合わせます。冷やしなが
ら混ぜて一口大に丸め、ココアパウ
ダーを振りかければ完成です。

自然で上品な甘さ。自然で上品な甘さ。
大豆と砂糖衣がよく合います大豆と砂糖衣がよく合います

39104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき1ポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

菓　

子

飲　

料

青　

果

米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

肉

ハ
ム
・
卵

魚
介
・
海
苔

乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

健
康
応
援
食
品

酒

雑
貨
・
住
ま
い

大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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大地宅配の

飲 料定番

 ミルクチョコ（カカオ含有
32％以上）に、カシューナ
ッツとレーズンを加えまし
た。    ※３月頃までの取り扱
い予定。    ■原産国／スイス
    λフェアトレードカンパニ
ー（東京都世田谷区）  δお
届け後60日保証  θ乳 

1701        
     ＦＴチョコレート・レーズン＆カシューナッツ  

  50g   350円  （税込378円） 

 塩入りのビターチョコレート
にキャラメルクランチをちり
ばめました。ザクザクした食
感がアクセント。    ※２月頃ま
での取り扱い予定。        λ第３世
界ショップ（プレス・オールタ
ーナティブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証  θ乳 

1703        
     第3世界ショップのソルト＆クランチチョコレート  

  100g   650円  （税込702円） 

 スイスの伝統的な製法で作っ
た、なめらかな口どけとさわやか
な後味が楽しめるミントチョコ
レートです。    ※２月頃までの取
り扱い予定。    ■原産国／スイス
    λ第３世界ショップ（プレス・オ
ールターナティブ）（東京都目黒
区）  δお届け後60日保証  θ乳 

1704        
     第3世界ショップのミニチョコミントクリスプ  

  40g   350円  （税込378円） 

 クランベリーのさわやかな甘酸っぱさと、口どけのよいミ
ルクチョコレートが織りなす至福の味わいです。    ※３月頃
までの取り扱い予定。        λ第3世界ショップ（プレス・オール
ターナティブ）（東京都目黒区）  δお届け後60日保証  θ乳 

1705        
     クランベリーチョコ  

  40g   370円  （税込400円） 
 王隠堂農園の梅肉エキスを使用し、甘酸
っぱくてどことなく懐かしさを感じる素
朴な味わいです。            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1706    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     梅肉エキス飴  

  80g   260円  （税込281円） 

 大地を守る会の生産者の米を使った生地
を、だし醤油や黒こしょうで味付け。割れ
せん入りでお得。            λ松崎米菓（埼玉県深
谷市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1707        
     黒胡椒せんべい 無選別（割れ含む）  

  90g   331円  （税込357円） 
 無茶々園の新鮮なシラスを練り込み、サ
クサクと食感の良いおかきにしました。
あっさりとした味わいです。            λ富士見堂
（東京都葛飾区）  δお届け後45日保証   

1708        
     しらす揚げおかき  

  50g   320円  （税込346円） 
 大地を守る会の生産者のきな粉やお米
で仕上げた一品。お米の甘みときな粉の
香ばしさが絶妙です。            λ松崎米菓（埼玉
県深谷市）  δお届け後60日保証  θ大豆 

1709        
     きな粉せんべい  

  80g   331円  （税込357円） 

 アメリカの提携農場の
プルーンを使用。食べ
やすい種抜きタイプ。そ
のままでも、お菓子作り
にも。        ■原産国／アメ
リカ    λ第３世界ショップ
（プレス・オールターナ
ティブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証   

1710    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     第3世界ショップのドライプルーン（種抜）  

  150g   580円  （税込626円） 

 グリーンレーズンを天
日で乾燥させました。
オイルコーティングを
していないので、自然
の甘みと酸味を楽し
めます。        ■原産国／
イラン    λバイオシード
（東京都台東区）     

1712    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     古代ペルシャの宝物 グリーンレーズン  

  100g   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

1711   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ノヴァの有機レーズン  

  350g   800円  （税込864円） 

 アメリカ産オーガニッ
クレーズン。たくさん
使う方向けの大袋入
りです。        ■原産国／
アメリカ    λノヴァ（埼
玉県北本市）  δお届
け後60日保証   

料理やお菓子にアレンジ自在料理やお菓子にアレンジ自在
 イタリア産オーガニッ
クアーモンド。甘みと
香ばしさを生かすオリ
ジナルロースト。おつ
まみ、お菓子作りなど
にどうぞ。        ■原産国／
イタリア    λノヴァ（埼
玉県北本市）  δお届
け後60日保証   

1713    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ノヴァの有機ローストアーモンド  

  90g   720円  （税込778円） 

 ピスタチオ、アーモン
ド、カシューナッツ、く
るみの4種類をミック
ス。ナッツ本来のおいし
さが楽しめます。      ■原
産国／アメリカ、カンボ
ジア、スリランカ      λ第
３世界ショップ（プレ
ス・オールターナティブ）
（東京都目黒区）  δお
届け後60日保証   

1714        
     よくばりナッツミックス（油・食塩不使用）  

  80g   600円  （税込648円） 

 国産小麦と国産バター、食塩だけで432層に折り上
げたパイシート。パイ料理も簡単に。    ※３月頃まで
の取り扱い予定。    ■サイズ／約20cm角    λリボン食
品（大阪府大阪市）  δお届け後60日保証  θ小麦・乳 

1715    ττ   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍パイシート  

  4枚   1,505円  （税込1,625円） 

限定 300
イメージイメージ

ジュース：原料は国産契約栽培や
海外産オーガニックを優先

合成甘味料、酸味料、香料等の
食品添加物は原則不使用

お茶：有機または
農薬不使用が原則

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

                      

 りんごを加えて飲み
やすくしました。人
参は濃縮還元汁を使
用。    ※原料のほうれん
そうの黒っぽい繊維
質が沈殿する場合が
あります。        λフルーツ
バスケット（静岡県函
南町）     

1718   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）10缶  
  160g×10缶   1,771円  （税込1,913円） 

1719    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）  
  160g×30缶   5,219円  （税込5,637円） 
 りんごを加えて飲みやすくしました。人参は
濃縮還元汁を使用。    ※原料のほうれんそう
の黒っぽい繊維質が沈殿する場合がありま
す。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

¼  週 9332

1720    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   箱売・キャロットジュース30本  
  125g×30本   3,500円  （税込3,780円） 
 さんぶ野菜ネットワークの人参を使用。
くせがなくて飲みやすい濃縮還元汁。人
気の飲みきりサイズ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

¼  週 9335

1722        
  $$   箱売・アップル＆キャロット混合飲料30本  
  195g×30本   4,400円  （税込4,752円） 
 大地を守る会の生産者の人参を搾り、
りんご果汁を合わせて飲みやすくしまし
た。人参は濃縮還元汁使用。            λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

1721    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ＦＢ有機トマトジュース・無塩（20缶）  
  190g×20缶   4,400円  （税込4,752円） 

 栽培期間中農薬不使
用の新鮮な北海道産
トマトを使用。食塩不
使用のストレートタイ
プです。            λフルーツ
バスケット（静岡県函
南町）     

北海道産完熟トマトの濃厚な甘み北海道産完熟トマトの濃厚な甘み

 有機栽培や農薬不使
用で栽培された野菜
と果物を使用。砂糖・
食塩は不使用で、フ
ルーティーな味わい。
            λ光食品（徳島県徳
島市）     

1723    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機フルーティーＭｉｘジュース＋野菜15本  
  195g×15本   2,550円  （税込2,754円） 

 新農業研究会のりん
ごを搾った、混濁タイ
プ・果汁100％のスト
レートジュースです。
            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1724        
  $$   りんごジュース1000ml  

  1000ml   570円  （税込616円） 

 りんごの華やかな香
りと甘みがいっぱい
に詰まった、果汁100
％ストレートジュー
ス。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1725    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,429円  （税込1,543円） 

1716    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル10缶  
  160g×10缶   2,390円  （税込2,581円） 
 大地宅配の野菜と「日本デルモンテ
（株）」の技術を合わせた自信作。1缶当
たり290gの野菜を使用。            λ日本デルモ
ンテ株式会社（長野県千曲市）     

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 国産契約栽培の温州
みかんを旬の時季に
シーズンパック。生ジ
ュースのようなおいし
さ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1726    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
  $$   みかんジュース（缶）10缶  
  190g×10缶   1,600円  （税込1,728円） 

1727        
     箱売・有機ぶどうサイダー＋レモン（無加糖）  
  250ml×30缶   4,200円  （税込4,536円） 
 有機白ぶどうと有機赤ぶどうをブレンド。
砂糖を使わず、ぶどうの風味を生かした
甘さです。            λ光食品（徳島県徳島市）     

 希少な有機「やまか
い」種を使用。深蒸し
により独特な清涼感
ある香りとやさしいう
まみを引き出した煎
茶です。            λ日本農産
（静岡県浜松市）     

1728    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     樽井さんの有機 特上煎茶  

  100g   1,293円  （税込1,396円） 

1717    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
             λ日本デルモンテ株式会社（長野県千
曲市）     

¼  週 9329

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 京都府宇治産の有
機栽培茶葉を使用し
た、有機ほうじ茶。昔
ながらの釜煎り焙煎
方法で仕上げました。
冬はホット、夏はアイ
スで。            λ堀田勝太郎
商店（京都府宇治市）     

1729    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  

  200g   600円  （税込648円） 

 農薬・化学肥料を使わ
ずに栽培したべにふ
うきを粉末加工しま
した。1包を熱めのお
湯でとかしてどうぞ。
    ※4月頃までの取り扱
い予定。        λ北村製茶
（長崎県佐々町）     

1730    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     べにふうき茶（粉末スティックタイプ）  
  0.5g×30包   1,000円  （税込1,080円） 

1731    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     まるごと粉末茶 有機煎茶  

  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
 有機栽培された一番摘みの茶葉を丸ご
と微粉末にしました。水にも比較的溶け
やすく、飲みやすいお茶です。            λエコワン
（神奈川県横浜市）     

ドライフルーツなど

40 104号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵冷蔵  凍冷凍　■取り扱い頻度…бб 毎週　■ε消費期間、δ賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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水
登録すると

で

1%お得
隔週0000
毎週0000

注文書表面の特別注文欄で
ご注文ください。冷えや花粉など

季節のケアに

美味
レシピ

                      

 契約農家が農薬を使
わずに栽培した茶葉
を使用。アミノ酸を多
く含む一番茶のため、
うまみがしっかり。
            λ水車むら農園（静
岡県藤枝市）     

1732    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     水車むらの五月紅茶  

  100g   780円  （税込842円） 

1733        
  $$   徳用・職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  

  10g×48包   537円  （税込580円） 

 栽培期間中農薬不使
用の国産六条大麦を
使用。強火で二度焙
煎し、香ばしく仕上げ
ました。水出しもでき
ます。            λ川原製粉所
（東京都練馬区）     

六条大麦を香ばしく二度焙煎六条大麦を香ばしく二度焙煎

 滋賀県産有機大麦
を、有機JAS認定の工
場で焙煎しました。煮
出しも水出しもOK。
            λムソー（大阪府大
阪市）     

1734    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機麦茶ティーバッグ  

  10g×20包   400円  （税込432円） 

 特定農場の有機栽培茶葉
のみが原料。ミネラル豊
富で飲みやすく、１包で約
１．８L作れます。    ※売り
上げの1％は「大地を守る
会ルイボス基金」として積
み立て、南アフリカの子ど
もたちの支援のために寄
付しています。    ■原産国
／南アフリカ    λルイボス
製茶（香川県三豊市）     

1735   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,250円  （税込2,430円） 

 赤いルイボス茶に比べて淡い
味わい。煮出しても、急須で
お茶のように淹れても美味。
    ※売り上げの1％は「大地を守
る会ルイボス基金」として積み
立て、南アフリカの子どもたち
の支援のために寄付していま
す。 ※茶葉は緑色ですが、若
干赤みをおびた色が出ます。
    ■原産国／南アフリカ    λルイ
ボス製茶（香川県三豊市）     

1736        
     みどりのルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,300円  （税込2,484円） 

1737        
     ムーンピーチ 月桃茶＜実＞20g  

  20g   1,800円  （税込1,944円） 
 古来より沖縄で、体調を整えるために
食されてきた月桃をお茶にしました。亜
鉛や銅などの必須ミネラルが豊富です。
            λレセラ（東京都国分寺市）     

 沖縄では生薬や暮ら
しの道具としても愛
されてきた月桃。ポリ
フェノールを多く含
む葉をお茶にしまし
た。            λレセラ（東京都
国分寺市）     

1738        
     ムーンピーチ 月桃茶＜葉＞24g  

  24g   1,600円  （税込1,728円） 

 ネパール・カトマンズの遠隔の村々で、栽
培されたスパイスとハーブを使用しまし
た。        ■原産国／ネパール    λネパリ・バザ
ーロ（神奈川県横浜市）     

1739        
     ホットワインマサラ  

  20g   400円  （税込432円） 

イメージイメージ

 高知県産ゆず皮に有機
ゆず果汁、砂糖、本葛粉
などを加えました。お湯
や水に溶かして飲むか、
ジャムのように使っても
◎。    ※同時配布チラシを
ご覧ください。        λプロス
ペリティ（大阪府大阪市）     

1740    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  

  520g   1,600円  （税込1,728円） 

 国産もち赤米と米を
発酵させた薄紅色の
甘酒。米の味わいを生
かした自然な甘さで
す。            λベストアメニティ
（福岡県久留米市）     

1741        
     赤米甘酒  

  775g   838円  （税込905円） 

 ペルー豆とメキシコ
豆を７：３でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらいの中細挽き
で仕上げ。            λオルタ
ー・トレード・ジャパン
（東京都新宿区）     

1742   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 ペルー豆とメキシコ
豆を7：3でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらい。挽きたての
香りを楽しみたい方
に。            λオルター・トレ
ード・ジャパン（東京
都新宿区）     

1743    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 苦味とこくが特徴で、カ
フェ・オ・レにぴったり。
生豆原産国東ティモー
ル。    ※売り上げの一部を
「大地を守る会東ティ
モールこども基金」とし
て積み立て、現地の子ど
もたちの支援のために
寄付しています。        λオ
ルター・トレード・ジャ
パン（東京都新宿区）     

1744        
     東ティモール・コーヒー（粉）  

  200g   770円  （税込832円） 

2137        
     赤紫蘇ドリンク（3倍希釈）  
  500ml  
 1,100円  （税込1,188円） 

             λ熊野鼓動（和歌山県田辺市）     

2140      
     しょうが湯  
  20g×5袋  
 379円  （税込409円） 

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

2138      
     緑茶べにふうき粉末  
  50g  
 632円  （税込683円） 
             λ水車むら農園（静岡県藤
枝市）     

2149      
     国産有機 温・感・生・姜
（生姜パウダー）  
  15g（500mg×30包）  
 1,886円  （税込2,037円） 
             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

 オーガニックココア、
沖縄県産のさとうき
びで作った加工黒糖
「きび太郎」にサンゴ
カルシウムを加えま
した。            λ海邦商事（沖
縄県うるま市）     

1746    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     黒糖ココア  

  190g   600円  （税込648円） 

 コロンビア・サンタマ
ルタで有機栽培した
良質な豆だけを使用
した、味わい深いイン
スタントコーヒーで
す。        ■原産国／コロ
ンビア    λむそう商事
（大阪府大阪市）     

1745        
     有機インスタント珈琲（袋）  

  85g   1,000円  （税込1,080円） 
1454    
  $$   大地を守る会の豆乳         

あわせてどうぞ
2139        
     まるごと粉末茶
有機べにふうき  
  0.5g×30包  
 908円  （税込981円） 
             λエコワン（神奈川県横浜市）     

2155      
     緑の杜仲茶（粉末タイプ）  
  0.5g×30袋  
 1,300円  （税込1,404円） 
     ※お腹がゆるくなることがあり
ます。        λ沖友（静岡県藤枝市）     

1747   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     箱売・雲仙島原の天然水（2Ｌ×8本）  

  2L×8本   2,841円  （税込3,068円） 

毎週 9336 隔週 9337

 長崎県島原市の名峰雲仙山麓の伏流水です。加
熱殺菌済み、pH7.3で硬度は96mg/Lの軟水。
            λ山崎本店酒造場（長崎県島原市）     

 富士山特有の玄武岩層でろ過されたミネラル豊富な地下
水。バナジウム含有量55μg/L。硬度35mg/L。pH7.7。
加熱殺菌タイプ。            λ富士麗水（山梨県富士吉田市）     

1752   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9348 隔週 9349

 カルシウム分を多く含んだ、弱アルカリ（pH7.6）で
非加熱のミネラルウォーターです。            λ岩泉産業開
発（岩手県岩泉町）     

   龍泉洞の水            
 1749         2L    247円    （税込267円）   毎週 9342     隔週 9343    

 1750   б  б    箱売   2L×6本  

  1,429円    （税込1,543円）   毎週 9345     隔週 9346                                                                             

1750

 世界遺産・摩周湖より、地下水脈から外気に触れ
させずに採水した、硬度17.4mg/L、非加熱製法
の水です。            λマンテンヤ（北海道弟子屈町）     

1748   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     箱売・摩周湖の水（2Ｌ×6本）  

  2L×6本   1,808円  （税込1,953円） 

毎週 9339 隔週 9340

 秩父山系の湧水。弱
アルカリのミネラルウ
ォーターです。硬度
35mg/L。加熱殺菌
タイプ。            λヤマキ（埼
玉県神川町）     

1751   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 

カルシウム含有量が多い、人気の水 日本名水百選にも選ばれた雲仙島原の名水

甘みと丸みを感じる、まろやかな味わい 災害時の備えにもなる、ミネラル豊富な地下水
富士山系

（山梨県富士吉田市）
硬度

35mg/L
摩周湖

（北海道弟子屈町）
硬度

17.4mg/L

秩父山系
（埼玉県神川町）

硬度
35mg/L

龍泉洞
（岩手県岩泉町）

硬度
96.8mg/L

島原湧水群
（長崎県島原市）

硬度
96mg/L

豆
乳
コ
ー
ヒ
ー

プ
リ
ン

低カロリーで栄養あるおやつに。低カロリーで栄養あるおやつに。
おもてなしにぴったりですおもてなしにぴったりです

作り方
①ボウルに卵・卵黄を入れ、泡立て器
でよく混ぜる。
②鍋にAを入れて火にかけ、沸騰直
前で火を止め、インスタントコーヒー
を入れて溶かす。
③②の鍋に①を少しずつ加えてよく
混ぜる。
④ストレーナー（なければ茶こしな
ど）でこし、耐熱容器に注ぐ。
⑤④をお湯を張った鉄板にのせ、
160℃のオーブンで30分焼いてでき
上がり。

材料（3～4コ分）
インスタントコーヒー  ·········小さじ1
卵  ·········································· 1コ
卵黄 ·····································1コ分
A【 豆乳（125cc）、生クリーム（50cc）、
砂糖（大さじ2.5）】

41104号毎週 0000 隔週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると1点につき販売価格（税抜）の1%相当のポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。

大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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健康応援
食品

トレースできる
主原料を原則使用

増量剤等の
余計な食品添加物不使用

主原料は国産・海外産
オーガニックを優先

登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1753    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     国産有機青汁 四重奏  
  3g×30包   2,838円  （税込3,065円） 
 有機JAS認証取得の原料のみを使用した粉末青
汁。有機大麦若葉、有機ケールなど4種類の素材を
合わせて、飲みやすくしました。    ※同時配布チラシ
をご覧ください。        λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

¼  週 9302

1754    ττ       
     有機ケールの青汁  
  90ml×7パック   1,314円  （税込1,419円） 
 契約栽培した有機ケールを100％使用
したジュースです。苦味が少なくさっぱ
りとした味です。            λフジワラ化学（愛媛
県西条市）     

2141        
     有機ケールの青汁（粉末タイプ）イプ）    
  3g×30包    3g×30包    3,2383,238円  円  （（税税込込3,4973,497円）円）  
                  

2147      
     マヌカはちみつＮＰＡ7＋  
  180g   1,714円  （税込1,851円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2142        
     新ビルベリー＋メグスリノキ（粒）  
  18g（150mg×120粒）   1,886円  （税込2,037円） 
                  

¼  週 9305 2148        
     ウエダ家の自然発酵乳酸菌 30包  
  1g×30包   3,420円  （税込3,694円） 
                  

2143        
     九鬼黒ごまセサミン・圧搾ごま油100％  
  44.1g（490mg×90粒）   3,700円  （税込3,996円） 
                  

¼  週 9308 2151        
     ファイトケミカルプラス  
  30g(3g×10包)   3,000円  （税込3,240円） 
                  

1755    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ＤＨＡ・ＥＰＡ（清水港水揚げまぐろ使用）  
  81g(450mg×180粒)   2,000円  （税込2,160円） 

¼  週 9314

 日本船籍の漁船が漁獲し、静岡県清水港
に水揚げしたマグロの脂が原料。１日６粒
が目安です。    ※同時配布チラシをご覧くだ
さい。        λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

1756        
     有機桑葉つぶ  
  72g（約360粒）   3,800円  （税込4,104円） 
 カルシウムと食物繊維が豊富な桑の葉
を粒状にしました。1回3～4粒を目安に
どうぞ。            λ桜江町桑茶生産組合（島根県
江津市）     

1757    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     オーガニックビタミンＣ  
  60g（240粒）   3,500円  （税込3,780円） 

¼  週 9317

 ビタミンCの宝庫・アセロラ、ポリフェノー
ルを含むブルーベリーと煎茶が原料のビ
タミンCサプリメント。1日8粒が目安。            λマ
イクロフーズジャパン（群馬県高崎市）     

2144        
     ヒアルロン酸＆コラーゲン  
  71.4g（約420粒）   14,200円  （税込15,336円） 
                  

¼  週 9320 2152        
     お試し・森川酵

こうそ

甦（植物発酵食品）ペースト  
  3.5g×10包   3,200円  （税込3,456円） 
                 θ乳 

2145        
     コラーゲン  
  90g（約360粒）   4,762円  （税込5,143円） 
                  

2153        
     なつめエキス  
  220g   4,286円  （税込4,629円） 
                  

2146        
     瀧の酵母 30包  
  66g(2.2g×30包)   4,700円  （税込5,076円） 
                 θ大豆 

¼  週 9323 2154      
     ブルガリア産オーガニックプロポリス液  
  30ml   4,762円  （税込5,143円） 
     ※お子さんは飲用不可。             

1758    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     お試し・瀧の酵母 14包  
  30.8g（2.2g×14包）   2,593円  （税込2,800円） 

 清酒用天然酵母（蔵
付き酵母）とパン発酵
用酵母が腸へ。さらに
約100種の植物によ
る発酵エキスを配合。
            λなごみコーポレー
ション（神奈川県横浜
市）    θ大豆 

腸内環境を健やかに育てます腸内環境を健やかに育てます

1759    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     マヌカロゼンジ（はちみつ凝縮ドロップ）  
  22.4g（8コ）   1,700円  （税込1,836円） 

限定 200

 抗菌性の高いニュージーランド産のマヌカはちみつとプロポリスのみを
凝縮させたドロップ。のど飴や、口内ケアにも。    ※1歳未満の乳児には食べ
させないでください。※溶けやすいため20℃以下で保存を。※５月頃までの
取り扱い予定。    ■原産国／ニュージーランド    λおもちゃ箱（東京都大田区）     

1760    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     オーガニック マヌカハニーＴＡ15＋  

  250g   6,000円  （税込6,480円） 
 マヌカの花から採れるはちみつは優れた殺菌・抗菌効果があるとさ
れています。そのままはもちろん、ヨーグルトやパンケーキにかけて
お召し上がりください。    ※1歳未満の乳児には食べさせないでくだ
さい。    ■原産国／ニュージーランド    λおもちゃ箱（東京都大田区）     

限定 300

 必須アミノ酸やオメ
ガ3・6系脂肪酸を含
むスーパーフード。サ
ラダやアイスにかけ
たり、お菓子作りにも
使えます。        ■原産国
／カナダ    λニュー・エ
イジ・トレーディング
（東京都世田谷区）     

1761    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機麻の実ナッツ  

  180g   1,780円  （税込1,922円） 

¼  週 9326

 ポリフェノールの他、
アミノ酸やクエン酸
など、黒大豆をそのま
ま食べるだけでは摂
れない栄養分も摂取
できます。    ※同時配
布チラシをご覧くださ
い。        λ堤酒造（熊本県
あさぎり町）    θ大豆 

1762    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  
  720ml   2,200円  （税込2,376円） 

1763        
     有機梅干番茶ペースト（スティックタイプ）  
  8g×20袋   1,500円  （税込1,620円） 

 有機の梅肉、醤油、生
姜、番茶をミックスし
て1杯分ごとに個包
装。100mlのお湯を
注ぐだけです。            λ無
双本舗（奈良県奈良
市）    θ小麦・大豆 

手早く作れる個包装タイプ手早く作れる個包装タイプ

1764        
     柿の葉茶  
  2g×30包   1,000円  （税込1,080円） 

 農薬を使わず育てた
島根県特産の「西条
柿」の葉を、ビタミン
Cを壊さないように加
工。500ccで1包を目
安に蒸らしてどうぞ。
            λ桜江町桑茶生産組
合（島根県江津市）     

冬はビタミンＣの豊富な柿の葉茶を冬はビタミンＣの豊富な柿の葉茶を

酒類
醸造アルコールや酸味料等の
食品添加物不使用
国産ワイン：酸化防止剤
不使用を優先
海外産ワイン：
オーガニックを優先

20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売しません。

                      

1765        
     南
な ん ぶ わ ぐ ら

部和蔵  
  720ml   1,398円  （税込1,510円） 

 栽培期間中農薬不使
用のひとめぼれを使
った、ふくらみのある
味わい。昔ながらの手
法で造る月の輪酒造
店から。        ■原料米／ひ
とめぼれ■日本酒度
／＋3～5■アルコー
ル度数／15度以上
16度未満    λ月の輪酒
造店（岩手県紫波町）     

 毎年、1回しか取り扱
わないにごり酒。繊
細で上品な味わいを
どうぞ。        ■原料米／
五百万石■日本酒度
／＋7■アルコール度
数／15度    λ天鷹酒造
（栃木県大田原市）     

1766        
     有機純米酒天

てんたか

鷹 にごり酒  
  720ml   1,650円  （税込1,782円） 

節
分
節
分

 苦味や渋みが少なく、
さわやかな酸味が肉
料理によく合う辛口
の赤ワインです。酸化
防止剤不使用。        ■ア
ルコール度数／12
％    λ林農園（長野県
塩尻市）     

1767        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 

 下草を残して育てる
草生栽培のセイベル
9110を使用。やや甘
口ですっきりとした味
わい。酸化防止剤不
使用。        ■アルコール
度数／12％    λ林農園
（長野県塩尻市）     

1768    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     五一わいん 草生栽培セイベル9110  
  720ml   1,473円  （税込1,591円） 

 肉料理に合う、やわ
らかい渋みとさわや
かな酸味が特徴。酸
化防止剤は不使用で
す。        ■アルコール度数
／12.5％    λ井筒ワ
イン（長野県塩尻市）     

1769    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     井筒ワイン マスカットベリーＡ（赤やや辛口）  

  720ml   1,277円  （税込1,379円） 限定 360

 ぶどうの果実と酵母
の働きの余韻が残る、
さわやかでフルーティ
ーな味わい。    ※次回取
り扱いは11月頃予定。
    ■アルコール度数／
12.5％    λ井筒ワイン
（長野県塩尻市）     

1770    υυ       
     井筒無添加生にごりワイン（白）  
  720ml   1,477円  （税込1,595円） 

1772    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     いわて蔵ビール・くろくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 

 ロースト香と濃厚な
口当たりが魅力の力
強い味わいのビール
です。チョコレート
など甘い物とも好相
性。        ■アルコール度
数／7％    λ世嬉の一
酒造（岩手県一関市）
    θ小麦 

 世嬉の一酒造が仕込
んだ琥珀色のビール。
香ばしい焙煎大麦の
香りとほのかなキャ
ラメル香が魅力です。
        ■アルコール度数／
5.5％    λ世嬉の一酒造
（岩手県一関市）     

1771    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     いわて蔵ビール・あかくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 

1773    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     有機農法ビール 24缶  
  350ml×24缶   5,774円  （税込6,236円） 
 ドイツ産の有機麦芽とホップを使用。マス
カットを思わせるほのかな香りとふくよか
でバランスの良い苦味。        ■アルコール度
数／5％    λ日本ビール（東京都目黒区）     

 プリン体ゼロ、ビール
のカロリー62.5％カ
ット、アルコール分0
％。微細な泡とキレの
ある辛口で添加物不
使用です。            λ日本ビ
ール（東京都目黒区）     

1774    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  

  350ml×6缶   660円  （税込713円） 

2156      
     五一わいん 塩尻メルロ（赤）  
  720ml   1,407円  （税込1,520円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2159        
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・シャルドネ（白）  
  750ml   1,800円  （税込1,944円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2157        
     井筒ワイン コンコード（赤甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2160        
     有機農法ビール 6缶有機農法ビール 6缶    
   350ml×6缶   350ml×6缶    1,4881,488円  円  （（税税込込1,6071,607円）円）  
                  

2158        
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・カベルネ（赤）  
  750ml   1,800円  （税込1,944円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2161      
     箱売・ノンアルコールビール龍馬1865・24缶  
  350ml×24缶   2,587円  （税込2,794円） 
                  

恵方呑みにいかが？恵方呑みにいかが？

ワイナリーでしか飲めなかった味ワイナリーでしか飲めなかった味

イメージイメージ

42 104号 ¼  週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると1点につき販売価格（税抜）の1%相当のポイントが付きます。登録方法は47ページをご覧ください。
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石油由来原料、合成着色料、合成香料、合成界面活性剤不使用。天然由来の原料を使用した基礎化粧品。大地宅配のオリジナル化粧品シリーズ

オリザレート
大地宅配オリジナルの日本酒を主原料とした、
自然派化粧品です。豊富なアミノ酸が肌に
潤いを与え、きめの整った状態へと近づけます。
天然水や国産原料をふんだんに使用しました。

使用感さっぱりでも
潤いたっぷり
アミノ酸、ビタミン、有機酸類
を豊富に含む日本酒を主原料
に、ヒアルロン酸を配合。「さっ
ぱりするのにしっとりする」と
好評です。

スキンローション
（化粧水）

肌の上でなめらかにのびる
乳液タイプ
メイクの汚れをやさしく取り除
く、石けん乳化のクレンジング
です。余計な刺激を与えず、乾
燥して荒れたお肌にもなめらか
にのびます。

クリーミィークレンジング
（メイク落とし）

きめ細かな泡立ちで
やさしく汚れをオフ
植物油由来の脂肪酸をメイン
に使用。細やかな泡が肌をやさ
しく包み、クリアに洗い上げま
す。すっきりしつつ、つっぱり感
を残しません。

クリアウォッシュ
（洗顔料）

肌のきめとハリが
気になる方に
濃縮された保湿成分をたっぷ
り配合。ふっくらとハリのある
肌へ導きます。ひんやりとした
使い心地。乾燥が気になる部
分や目元のケアに。

ルーセントジェル
（美容ジェル）

二層の成分で
お肌もしっとり
合成界面活性剤を使わない、
セパレートタイプの乳液。しっ
とりとハリのある肌に仕上げま
す。べたつかないと人気です。

エッセンスミルク
（乳液）

使いやすい
軽めのテクスチャー
石けん乳化の保湿クリーム。軽
くみずみずしい感触でなめらか
になじみ、化粧水や美容液で与
えた水分をしっかり肌にとどめ
てくれます。

モイスチャークリーム

クリーミィークレンジング・クリアウォッシュ共通：※冷蔵保存しないでください。　オリザレート全商品共通：■使用の目安／開封後2カ月λ創薬研究所（東京都千代田区）

雑貨 注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。

お買い物サイトで、同時配布チラシを画面で見ながら
購入できる「WEBカタログ」もご利用ください。

   お届け時期注意1／30（月）～2／3（金）に通常配送でお届けおよび
ご請求します。    ※プレート…火にかけないでください。  ■セット内容／
ボウル・丸ざる各1コ、プレート1枚■サイズ／〔2168〕ボウル：外径15.9×7.2cm 
丸ざる：外径15.9×7.5cm プレート：直径16.3×1.7cm、重さ128g〔2169〕
ボウル：外径22.4×10.3cm 丸ざる：外径22.4×9.1cm プレート：直径22.9
×1.8cm、重さ247g〔2170〕ボウル：外径29.3×11.8cm 丸ざる：外径29.2×
11.1cm プレート：直径29.4×1.9cm、重さ390g    λ和平フレイズ（新潟県燕市）     

イメージイメージ

   ラバーゼ ステンレスボウル3点セット            
 2168       小   1セット   
 5,900円    （税込6,372円）      
 2169       中   1セット   
 7,500円    （税込8,100円）      
 2170       大   1セット   
 10,400円    （税込11,232円）                                                             

   お届け時期注意 お届け予定日1／28（土）にヤマト便でお届けいたしま
す。      ■サイズ／〔2171〕セットサイズ：53×21.8×14cm、重さ2kg〔2172〕セ
ットサイズ：45×30×14cm、重さ2.2kg    λ和平フレイズ（新潟県燕市）     

   ラバーゼ 水切り3点セット スリム            
 2171     横置タイプ   1セット   

 14,400円    （税込15,552円）      
 2172     縦置タイプ   1セット   

 15,600円    （税込16,848円）                                                                               

ヘルス＆
ビューティー

一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

                      

2173    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     Ｄエクストラ ガッスールソープ  

  100g   1,450円  （税込1,566円） 

 吸着力と洗浄力に優れた天然クレイ（粘
土）とアルガンオイル配合の洗顔ソープ。
ダブル洗顔が面倒な方には、クレンジン
グとしてもおすすめ。            λガッスールジャ
パン・ジャミーラ（東京都杉並区）     

2174    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パックスナチュロンフェイスクリアソープ（洗顔石けん）  

  95g   820円  （税込886円） 

 はちみつなどの保湿成分の配合によりき
め細かい泡でやさしい洗い上がり。            λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

 無香料の透明石けんです。グリセリン、ス
クロースを加え、保湿効果を高めていま
す。            λ暁石鹸（三重県四日市市）     
2175        
     オリブローヤル化粧石けん  
  100g×3コ   1,000円  （税込1,080円） 

 沖縄県産のくちゃとモロッコ溶岩クレイ
で作りました。弾力のある泡で、毛穴の
汚れまですっきり洗顔できます。            λクル
ード（大阪府大阪市）     

2176    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ちゅらなちゅら 海泥フェイシャルスパ（泡立てネット付）  

  60g   1,680円  （税込1,814円） 

 ビワ葉のエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。きめ
を整え健やかな肌へ。
肌トラブルにも。      ■使
用の目安／開封後2
カ月      λアマナクラ（神
奈川県鎌倉市）     

2177    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     びわ葉水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 スギナのエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。豊富
なミネラルが毛穴を
引き締めハリのある肌
へ。肌トラブルにも。
      ■使用の目安／開封
後2カ月      λアマナクラ
（神奈川県鎌倉市）     

2178    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     すぎな水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 国産オールドローズ
を蒸留し、水は使わず
アロエベラ液汁やは
ちみつを配合。ハリと
潤いのある肌へ。ノン
アルコールで、やさし
い使い心地。      ■使用
の目安／開封後2カ
月      λアマナクラ（神奈
川県鎌倉市）     

2179        
     ローズ＆ローズ（化粧水）  
  100ml   3,300円  （税込3,564円） 

                      

   お届け時期注意1／30（月）～2／3（金）に通常配送でお届けおよびご請求
します。      ■原材料／18-8ステンレス鋼■サイズ／〔2165〕幅29.7×奥行7×高
さ5.1cm、重量70g〔2166〕幅31.5×奥行9.3×高さ6.3cm、重量90g〔2167〕
幅28.6×奥行10.8×高さ5.8cm、重量95g    λ和平フレイズ（新潟県燕市）     

   ラバーゼ ステンレスおたま            
 2165     小   1本    2,800円    （税込3,024円）      
 2166     大   1本    3,000円    （税込3,240円）      
 2167     よこおたま   1本    3,500円    （税込3,780円）                                                             

料理料理を　 楽しくするキッチンツール

届け時期注意 お届け予定日 ／

2180        
     ウブスナ フィトリュクス 
ソープソープ（洗顔用枠練石けん）（洗顔用枠練石けん）    
  80g   2,500円  （税込2,7002,700円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2181        
     ウブスナ フィトリュクス 
ローション（化粧水）  
  100ml   4,000円  （税込4,320円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2182        
     ウブスナ フィトリュクス 
セラム（美容液）  
  30ml   6,000円  （税込6,480円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2183        
     ウブスナ フィトリュクス
クリーム（保湿クリーム）  
  30g   5,000円  （税込5,400円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

   オリザレート            
 2184       クリーミィークレンジング（メイク落とし）   180ml    2,190円    （税込2,365円）      
 2185       クリアウォッシュ（洗顔料）   150ml    2,200円    （税込2,376円）      
 2186       スキンローション（化粧水）   80ml    1,800円    （税込1,944円）      

 2187       ルーセントジェル（美容ジェル）   30g    3,200円    （税込3,456円）      
 2188       エッセンスミルク（乳液）   80ml    1,950円    （税込2,106円）      
 2189       モイスチャークリーム   30g    2,100円    （税込2,268円）       

2171 イメージイメージ 2172 イメージイメージ

2167 イメージイメージ

「メイドインジャパン、上質、基本
の料理道具」がコンセプトのキッチンウェアブラ
ンド。料理研究家、有元葉子さんが考案した機能
美あふれる台所道具がそろいます。

ラバーゼとは

継ぎ目のない美しいデザイ
ンのおたま。柄の部分に、手
の動きに添ったカーブが施
され、すくいやすく、注ぎやす
く、軽く感じる設計です。 「よ
こおたま」は、特に注ぎやす
さを考えた横口タイプ。細い
瓶に注ぐ際にも、“じょうご”
なしでOKです。

すくいやすく、注ぎやすい！
スタイリッシュなおたま

2165 2166 2167

「ボウル」にぴったりサイズの「丸ざる」と「プレート」を組み合
わせたセット。プレートはふたとして使えば、もう一つボウル
を重ねられる上、保存用ラップも不要です。大サイズのざる
は、網目にお米が入りにくく、ボウルと重ねて米とぎにも便利。

重ねてすっきりのボウルセット。
米とぎ・水切り・保存に大活躍

もっと

2171

調理台の狭いキッチンに対応する、スリムタイプのステンレス
製水切りかごです。斜めに傾けられたトレーは、洗い物の水が
シンクに流れ出るデザイン。縁に巻き込みがないので、汚れが
たまらず、洗いやすく清潔です。

狭いキッチンでもおしゃれ＆きれい。
清潔キープの水切りかご

2172

ボウル

丸ざる

プレート

43104号●43～47ページの雑貨の原材料は新商品についてのみ表示しています。 ●サイズは全て約寸です。 ●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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石
け
ん
で
洗
っ
た
衣
類
を

ふ
ん
わ
り
ソ
フ
ト
に

合成界面活性剤、合成殺菌剤、シリコンなどの合成化学物質は使わず、天
然成分のみで作りました。ヒノキチオール配合により雑菌の繁殖を防ぎ、
気になる生乾きのにおいと黄ばみを抑え、洗濯物をふんわり仕上げます。
石けん洗濯の仕上げの際に、最後のすすぎ水に加えてください。フローラ
ルブーケの甘くさわやかな香り。

ククローズ
アップ!

定番品

● 合成化学物質は一切不使用
● におい、黄ばみを抑制

ここに
注目！

 洗顔後の肌を弱酸性
に保ち引き締める化
粧水。植物エキスの
働きにより潤いを保
ち、みずみずしい肌に
導きます。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2190        
     ボトル・パックスナチュロンフェイシャルローション  

  100ml   1,370円  （税込1,480円） 

 洗顔後の肌を弱酸性
に整え、潤いを補給。
トレハロースなど、天
然由来の保湿成分を
配合しました。べたつ
かずしっとりとした使
用感。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2191        
     ボトル・パックスナチュロンモイストローション  

  100ml   1,461円  （税込1,578円） 

 高麗人参、アロエ、ス
ギナ、ドクダミ、ハトム
ギなど19種類の植物
エキスを配合。生き生
きとしたお肌へと導
きます。      ※においに敏
感な方は冷蔵保存を
おすすめします。      λ淀
エンタープライズ（栃
木県大田原市）     

2192    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     いちえ水 自然化粧水  
  120ml   2,800円  （税込3,024円） 

 保湿成分として長崎
県五島産の椿油を配
合。お肌を生き生きと
させ、ハリと潤いを長
く保ちます。合成界面
活性剤などの乳化剤
は使用していません。
            λ淀エンタープライズ
（栃木県大田原市）     

2193    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     いちえ液 保湿美容液  

  50ml   3,700円  （税込3,996円） 

2194        
     ＥＧＦディープパワーエキス  

  20ml   2,800円  （税込3,024円） 

 お肌にハリとつやを
与えるEGFを高濃度
で配合した美容液。
洗顔後、適量を顔全
体にやさしくなじま
せた後、普段のお手
入れをしてください。
            λクルード（大阪府
大阪市）     

 ローズ水に白樺の樹
液など保湿成分をた
っぷり配合しました。
      ※製造時期により香
りが異なる場合があ
ります。■使用の目安
／開封後3カ月      λフ
ロンティア蓼科（長野
県茅野市）     

2195        
     オールドローズエッセンス（美容液）  

  30ml   5,200円  （税込5,616円） 

 抗酸化作用を持つビ
タミンEを多く含むア
ルガンオイル。朝や
夜の洗顔後、顔全体
に薄くのばしてくださ
い。ローズの香りで
優雅な気分に。      ■使
用の目安／開封後6
カ月      λフロンティア
蓼科（長野県茅野市）     

2196    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ローズ＆アルガンオイル（美容オイル）  

  30g   3,800円  （税込4,104円） 

 乾燥による肌荒れやエイジングサイン
をケアし、お肌にハリと潤いを与えます。
      ■使用の目安／開封後6カ月      λアーク＆
エコ（東京都中央区）     

2197    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     プラクリティ オーガニックアルガンオイル  

  20ml   2,900円  （税込3,132円） 

 健やかで潤いのある
お肌に整えます。洗
顔後の保湿や、入浴
後の全身マッサージ
オイルとしてご使用く
ださい。      ■使用の目安
／開封後6カ月      λア
ーク＆エコ（東京都中
央区）     

2198    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     プラクリティ オーガニックホホバオイル  

  35ml   2,171円  （税込2,345円） 

2199        
     ローズ＆ハニーシアバター（保湿クリーム）  

  30g   3,800円  （税込4,104円） 

 ローズエキスとシアバターに、保湿成分のホホバオイル
とはちみつを加えました。髪からかかとのかさつきまで
ケア。      ※3歳未満のお子様へのご使用はお控えください。
※高温の場所では液状になる場合があります。■使用の
目安／開封後1年      λフロンティア蓼科（長野県茅野市）     

2200    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パックスナチュロンハンドクリーム  

  70g   720円  （税込778円） 

 合成界面活性剤、合
成防腐剤不使用。石
けんで乳化した手肌
になじむハンドクリー
ム。ご家族でご使用
ください。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

アロエエキスなどの天然成分配合アロエエキスなどの天然成分配合

 17種類の植物エキス
を配合。乾燥やかゆ
みが気になるお肌に。
全身用。            λ淀エンタ
ープライズ（栃木県大
田原市）     

2201        
     いちえ水 ボディローション  
  150ml   2,900円  （税込3,132円） 

2202        
     華かみ つ れ ん密恋 ボディミルク  
  150ml   2,800円  （税込3,024円） 

 肌を潤すカミツレエ
キスに、なめらかに整
えるマカデミアナッ
ツ油、シアバターを配
合。ラベンダーとベル
ガモットがさわやか
に香ります。      ■使用
の目安／開封後3カ
月      λカミツレ研究所
（東京都江東区）     

入浴後に使うと一層効果的入浴後に使うと一層効果的

 肌のきめを整え、ファンデーションののりを良くする化粧下地
です。乳液代わりにお使いください。紫外線吸収剤不使用。
      ※ＳＰＦ15、ＰＡ＋＋ ※石けんで洗い流せます。■使用の目安
／開封後6カ月      λナチュラピュリファイ研究所（東京都中央区）     
2203    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     24ｈ ＵＶベースローション  

  30ml   3,791円  （税込4,094円） 

2204    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     24ｈノンナノパウダーファンデーション
セット（ライトオークル（明るい肌色））ケース・パフ付  

  1セット   5,200円  （税込5,616円） 

 天然・自然の成分にこだわ
ったファンデーション。素肌
のように軽い質感でもしっ
かりとカバー。石けんで簡
単に落とせます。      ※石けん
洗顔で洗い流せます。※合

成防腐剤を使用しておりませんのでパフは清潔に
保ち、ファンデーションの上にパフをのせた状態で
の保管は避けてください。■使用の目安／開封後6
カ月      λナチュラピュリファイ研究所（東京都中央区）     

2205    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     24ｈノンナノパウダーファンデーション
セット（ナチュラルオークル（標準の肌色））ケース・パフ付  

  1セット   5,200円  （税込5,616円） 

 天然・自然の成分にこだわ
ったファンデーション。素肌
のように軽い質感でもしっ
かりとカバー。石けんで簡
単に落とせます。      ※石けん
洗顔で洗い流せます。※合

成防腐剤を使用しておりませんのでパフは清潔に
保ち、ファンデーションの上にパフをのせた状態で
の保管は避けてください。■使用の目安／開封後6
カ月      λナチュラピュリファイ研究所（東京都中央区）     

 小ぶりなブラシで根
元から塗りやすい天
然由来成分100％の
マスカラ。生え際か
らしっかりリフトアッ
プすることで、若々し
い表情をつくります。
石けんで落とせます。
            λ日本グリーンパッ
クス（東京都中央区）     

2206        
     エコリュクス ナチュラルマスカラ ブラック  

  7g   2,000円  （税込2,160円） 

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     
   パックスナチュロン衣類のリンス            
 2207       ボトル 
   610ml   540円    （税込583円）      
 2220   б  б    詰替用 
   500ml   340円    （税込367円）                                                                               

2208        
     詰替用・
パックスオリー 
フェイスフォーム  
  140ml   600円  （税込648円）                   

2212      
     詰替用・
パックス
お肌しあわせハンドソープ  
  300ml   300円  （税込324円）                   

2216      
     詰替用・
Ｌａｒネオナチュラル 
ヒーリングコンディショナー  
  500ml   3,000円  （税込3,240円）                   

2220   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
衣類のリンス  
  500ml   340円  （税込367円）                   

2224   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2209        
     詰替用・
パックスナチュロン
フェイシャル ローション  
  100ml   1,200円  （税込1,296円）                   

2213        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2217      
     詰替用・
Ｌｅｕｓ リンス  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2221      
     詰替用・
Ｍ－ｍａｒｋ
台所用液体せっけん  
  280ml   280円  （税込302円）                   

2225        
     詰替用・
ハーブの香り
液体石けん
（洗濯用）  
  2kg   2,000円  （税込2,160円）                   

2210        
     詰替用・
薬用リメイニング
ブラックヘアリペア
（ヘアローション）  
  250ml   6,800円  （税込7,344円）                   

2214   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
シャンプー  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2218        
     詰替用・
ローソンフレッシュと
大地を守る会が一緒につくった。
植物性液状洗濯石けん  
  900ml   440円  （税込475円）                   

2222      
     詰替用・
米ぬか台所用
液体せっけん  
  400ml   250円  （税込270円）                   

2226      
     ＳＯＭＡＬＩ
台所用石けん
（詰替え用）  
  1000ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2211   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
ハンドソープ  
  450ml   500円  （税込540円）                   

2215        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2219   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
洗濯用液体石けん  
  780ml   440円  （税込475円）                   

2223   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
400番液状台所石けん  
  900ml   630円  （税込680円）                   

2227   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
お風呂洗い石けん  
  450ml   370円  （税込400円）                   

2207 2220

詰替用・日用品など

44 104号 ●43～47ページの雑貨の原材料は新商品についてのみ表示しています。 ●サイズは全て約寸です。 ●商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

トイレットペーパー、生理用品など

 

 

2228        
     パックスナチュロン トリートメント  

  180g   1,200円  （税込1,296円） 

 アルガンオイルやツバ
キオイルを配合し、パ
サついて広がりがち
な髪をしっとりまとま
る髪に整えます。      ※天
然成分を使用してい
ますので時間の経過
とともに色や原料臭
が強くなることがあり
ます。      λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

 天然由来成分だけで
作った育毛ケア剤。
頭皮を健やかな状態
に導き、強く美しい髪
を育てます。ベタつ
きのない軽い付け心
地。            λクルード（大阪
府大阪市）     

2229        
     玉の髪 薬用養毛エキス  
  120ml   3,800円  （税込4,104円） 

 国産の精製度が高い
ツバキ油を使用。シャ
ンプーやドライヤー
の前に使えばしっと
り感がアップします。
            λムサシ堂（東京都
八王子市）     

2230    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2231        
     薬用リメイニング ブラックヘアリペア（ヘアローション）  

  100ml   4,500円  （税込4,860円） 

 髪の色を作るアミノ酸（チロシ
ン）を補う、白髪対策ローション。
養毛・育毛成分も配合しました。
      ※染色を目的としたものではあ
りませんので、多量に塗布して
も瞬時に染まることはありません
（染毛剤ではありません）。※効
果には個人差があり、商品の効
能・効果を確約するものではあり
ません。■医薬部外品      λゲオー
ル化学（大阪府大阪市）     

2232    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     シムカラーＥＸ（8パック） ソフトブラック  
  25g×8パック   2,800円  （税込3,024円） 

 染色成分ローソニアを多く含む高品質のヘ
ナにハーブを配合。短時間で根元までよく
染まります。      ※黒髪は染まりません。  ■セット
内容／シムカラーＥＸ25g×8パック、ケープ
ターバン、手袋    λしむら（神奈川県川崎市）     

2233    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     シムカラーＥＸ（8パック） ブラウン  
  25g×8パック   2,800円  （税込3,024円） 

 染色成分ローソニアを多く含む高品質のヘ
ナにハーブを配合。短時間で根元までよく
染まります。      ※黒髪は染まりません。  ■セット
内容／シムカラーＥＸ25g×8パック、ケープ
ターバン、手袋    λしむら（神奈川県川崎市）     

2234   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が一緒につくった。浴用石けん  

  140g×3コ   315円  （税込340円） 

 香料や着色料、防腐剤は一切不使用の
浴用石けん。140gと大きめ。3コ入りの
お徳用です。        ■サイズ／24×13×2.5cm
    λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2235    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     よもぎせっけん（植物油脂使用）  

  98g×4コ   900円  （税込972円） 

 植物性油脂から作られた化粧石けん。お
肌に潤いを与えるよもぎエキス配合・無
香料。      ※石けんの表面にメーカーの想い
を込めた文字が刻印されています（「クリ
ーン幸」）。      λ地の塩（熊本県山鹿市）     

2236        
     お風呂のせっけん 柿渋  

  100g×3コ   460円  （税込497円） 

 さっぱりとした使用感で、体のにおいが
気になる方に人気の柿渋入り。            λまるは
油脂化学（福岡県久留米市）     

 天然ハーブエキス、緑
茶エキス、甘草エキス
を配合。ほのかな甘
みでさわやかな使用
感。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2237    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   630円  （税込680円） 

2238    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パックスソルティーはみがき  

  80g   270円  （税込292円） 

 塩化ナトリウムの働きで、歯槽膿漏、歯
肉炎を予防します。      ■医薬部外品      λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

2239    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     薬用なた豆はみがき（塩）  

  110g   1,886円  （税込2,037円） 

 歯槽膿漏・口臭対策
におすすめの歯みが
き。赤穂の天日塩使
用と、鹿児島県産の
なた豆を使用してい
ます。      ■医薬部外品
      λアイワ（大阪府大
阪市）     

 口臭を予防し、口内を
清潔に保ちます。い
やみのない自然な甘
み。携帯できるコンパ
クトサイズ。      ■使用の
目安／開封後6カ月
  ■原産国／オースト
ラリア    λたかくら新
産業（東京都港区）     

2240        
     メイドオブオーガニクス マウスフレッシュナー（洗口液）  

  25ml   1,000円  （税込1,080円） 

2241    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     マスティマストくちゅぺ（液体歯みがき）  
  300ml   2,000円  （税込2,160円） 

 細菌の侵入・増殖を
防ぎながらすみずみ
まですっきり洗浄す
る液体歯みがき。辛
みが少ないマイルド
タイプです。            λまある
（大阪府高石市）     

 10種類の漢方生薬を
配合した入浴剤。血液
の循環を改善し、健康
な体へ導きます。      ■医
薬部外品      λほんの木
（東京都千代田区）     

2242        
     長寿元入浴剤  
  50g×10包   3,800円  （税込4,104円） 

 「入浴剤 微笑みの郷」お得な5
本セットです。米発酵エキス98
％のスキンケア入浴液で、お肌
しっとり。      ※翌日以降残り湯を
沸かしての入浴はお避けくださ
い。■医薬部外品 ■使用の目安
／200Lに対し50ml      λ日本グリ
ーンパックス（東京都中央区）     

2243        
     入浴剤 微笑みの郷 5本組お得セット  
  600ml×5本   5,700円  （税込6,156円） 

2244    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     アロマトライアル5本セット  

  1セット   1,800円  （税込1,944円） 

 5種類のセサミオイルを、ミニボトルのセットにしました。美
容液・メイク落とし・マッサージオイルとしてお使いいただけ
ます。        ■セット内容／セサミピュアオイル・セサミビューティ
オイル・セサミシトロンオイル・セサミリフレッシングオイル・
セサミローズオイル各15ml    λしむら（神奈川県川崎市）     

2245    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パーフェクトポーション ブリーズイージー マスクスプレー  

  25ml   1,350円  （税込1,458円） 

 レモンやユーカリ、テ
ィーツリーなどの精
油をブレンド。マスク
にひと吹きすれば、す
っきりとした香りが広
がります。        ■原産国／
オーストラリア    λパ
ーフェクトポーション
（京都府京都市）     

2246    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パーフェクトポーション ブリーズイージーバーム  

  30g   2,400円  （税込2,592円） 

 すっきりとした香り。
デコルテやのど、鼻の
周りに塗ってくださ
い。        ■原産国／オー
ストラリア    λパーフ
ェクトポーション（京
都府京都市）     

2247        
     ＨＰブレンド精油 昼夜2本セット  

  1セット   3,000円  （税込3,240円） 

 オン／オフのスムーズな切り
替えを助けてくれる、2種類
のブレンド。昼用は気分がす
っきりするさわやかな香り、
夜は落ち着いた香りでゆった
りと。      ※原液の肌への直接塗

布、飲用不可。※妊娠中の方や3歳以下のお子様はご使
用をお控えください。  ■セット内容／ハイパープランツ 
ブレンドエッセンシャルオイル お昼のさわやかアロマ・
ハイパープランツ ブレンドエッセンシャルオイル 夜の
ゆったりアロマ各10ml    λ彩生舎（滋賀県近江八幡市）     

 コンパクトな自然加湿器モイスカードの交換フィルタ
ー。上下をひっくり返して差し替えられます。      ※アロマ
オイル（精油）などはフィルターの揚水機能を妨げる
ため、ご使用になれません。  ■セット内容／加湿フィ
ルター×7■サイズ／縦15×横8.4×厚さ0.1cm（フィ
ルター1枚当たり）    λ宮地楽器（東京都小金井市）     

イメージイメージ    自然加湿ルームミスト・モイスカード 交換フィルター      
  1セット   900円  （税込972円）

 2248     草緑              

 2249     花桃              

 2250     ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ                                                                     

電気を使わず水だけで加湿！電気を使わず水だけで加湿！

2248

アトピー肌
ケア商品

一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

                      
 濃厚な保湿ローションです。
大豆から抽出したPGAのはた
らきによりNMF（保湿因子）
の産生がアップ。かさかさ肌
を潤い肌へ導きます。顔・全身
に。      ※お肌に合わないときは、
ご使用をおやめください。※製
品がお手元に届いて以降は冷
蔵庫で保存してください。■使
用の目安／開封後3カ月      λア
トピーラボ（福岡県福岡市）     

2251    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ＰＧＡローション（保湿ローション）330ml  

  330ml   4,950円  （税込5,346円） 

2252        
     シアバターライト（保湿クリーム）100ml  

  100ml   3,300円  （税込3,564円） 

 高い精製度のオーガニックシアバターとスク
ワランをブレンド。乳化剤、保存料は加えて
いないのでデリケートなお肌にも安心です。
      ※お肌に合わないときは、ご使用をおやめく
ださい。      λアトピーラボ（福岡県福岡市）     

ホーム&
キッチン

国内製造・
国内メーカーを優先

地場産業の商品を応援

                      

2253        
     ママクック ツナ缶油切り  

  1コ   800円  （税込864円） 

 力が入りやすく、使いやすい仕様
です。ツナ缶の油切りやポテトマ
ッシャーとしても使えます。  お届
け時期注意1／30（月）～2／3
（金）に通常配送でお届けおよび
ご請求します。      ■サイズ／外径
7×高さ13cm、穴径0.5cm、重量
66g    λ下村企販（新潟県燕市）     

手作り手作り ツナ缶の油切りやマッシャーとしてツナ缶の油切りやマッシャーとして
                      2262   б  б     

     トイレットペーパー（茶・芯有り）  
  ダブル12ロール   615円  （税込664円） 
       ※お1人様1点まで           

2257   б  б     
     ナチュラムーン おりもの専用シート  
  40コ   570円  （税込616円） 

                  

2263   б  б     
     トイレットペーパー（白・ピュアコアレス）  
  シングル6ロール   580円  （税込626円） 
       ※お1人様1点まで           

2258   б  б     
          ナチュラムーンナチュラムーン生理用ナプキン夜用生理用ナプキン夜用（羽なし）（羽なし）    
   12コ×2パック   12コ×2パック    760760円  円  （（税税込込821821円）円）  
       ※羽なし           

2264        
     再生紙100％ティッシュペーパー・モーリ  

  5箱   480円  （税込518円） 
       ※お1人様1点まで           

2259        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の昼用（羽なし）  
  18コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ※羽なし           

2265        
     みんなでリサイクル（箱なしティッシュ）  
  6パック   430円  （税込464円） 
       ※お1人様1点まで           

2260        
     ナチュラムーン生理用ナプキン昼用（羽なし）  
  24コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ※羽なし           

2266        
     ペーパータオル  

  1コ   215円  （税込232円） 
                  

2261   б  б     
     トイレットペーパー（白・中芯無し）  
  シングル6ロール   580円  （税込626円） 
       ※お1人様1点まで           

2267        
     ガーゼロール（不織布タイプ）20ｍ  
  20m   980円  （税込1,058円） 
                  

2248

2249 2250

 魚焼きグリルで本格的なピザが焼けるプレート。柄が短く、そのまま食卓に出すこともでき
ます。15種類のレシピ付き。  お届け時期注意1／30（月）～2／3（金）に通常配送でお届
けおよびご請求します。    ※直火・オーブン・ＩＨ200Ｖ対応、食器洗い乾燥機不可。※グリル
入口幅20.5cm、焼き網からグリル入口の高さ4cm、奥行27cm以上の魚焼きグリルに適応
します。※表面のシリコン塗装はご使用前に剥がせます（商品同封の用紙をご参照くださ
い）。  ■サイズ／全長28×幅20×高さ3.5cm、重さ590g    λオークス（新潟県三条市）     
2256        
     グリルピザプレート  

  1コ   1,800円  （税込1,944円） 

 酸やにおいに強い、ほうろう製の保存容器。味噌や梅干しなど
におすすめです。21cmは大豆1kg、24cmは大豆1.5kgでの
味噌作りに。      ※原料高騰により、今号より値上げします。※端
は釉薬がのりにくいため、特有の黒い筋が残ります。また焼成
の際に生じる針穴が数カ所開いています。  ■サイズ／〔2254〕
内径21×深さ21cm、高さ21.5cm（ふた含）、重さ1.75kg、容量
7L〔2255〕内径24×深さ24cm、高さ24.5cm（ふた含）、重さ
2.2kg、容量10Ｌ    λ野田琺瑯（東京都江東区）     
   ほうろうラウンドストッカー            
 2254     21cm   1コ  
  5,000円    （税込5,400円）   限定 80     
 2255     24cm   1コ  
  5,700円    （税込6,156円）   限定 60                                                                              

味噌作りにぴったり！味噌作りにぴったり！

2254 2255

2254 イメージイメージ

45104号●フェアトレード商品は、発展途上国の生産者の支援を優先としています。現地で調達可能な原材料から製造するため、大地宅配の取り扱い基準を満たしていない場合があります。
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2268        
     フィトンα結露吸水テープ  
  90cm×4本   1,800円  （税込1,944円） 

 窓ガラスの下に貼り、結露を吸
水させるテープ。波形カットの吸
水面が効率良く吸水します。表
面はフィトンチッド効果を利用
した抗カビ加工済み。      ※熱線反射
（吸収）ガラス、網入りガラス、真
空二重ガラス、有機ガラス（アク
リル等）など特殊なガラスは使用
不可。  ■サイズ／4×90cm、重量
13g（1本当たり）    λタジマヤオ
ービス事業部（東京都荒川区）     

 虫よけ作用のあるオイルをスギ間伐材にしみ込ませま
した。さわやかで甘い柑橘系の香りも楽しめます。消
臭・脱臭効果も。      ■使用の目安／開封後約6カ月 ■使
用量の目安／引き出し約50Ｌ（83×40×15cm程度）に
2コ、ふた付衣装ケース約100Ｌに2コ  ■サイズ／7.5×
7.5×0.5cm    λ日本グリーンパックス（東京都中央区）     
2269    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ナチュラプラス衣類用防虫剤タンス用  

  6コ   950円  （税込1,026円） 

2270        
     フィトンα虫よけ吊り下げタイプ  

  2コ   1,320円  （税込1,426円） 

 植物から抽出した、虫
が苦手な芳香成分を
たっぷり配合。室内や

ベランダ、ベビーカーなど、虫が気になる
場所に吊してお使いください。農薬成分
は一切不使用。効果は30～40日。        ■セッ
ト内容／2コセット■サイズ／縦15.7×
横10×厚さ1cm    λタジマヤオービス事業
部（東京都荒川区）     

 ゴキブリ誘因効果の高いピーナッツを使用。通り道に置く
だけで、姿を見ずに退治できます。      ※本品はホウ酸を使用
した製剤です。食品と区別して、誤って食べることのないよ
うにしてください。※小児の手の届かない場所に保管して
ください。※内容物を容器から取り出して使用しないでく
ださい。■防除用医薬部外品      λタニサケ（岐阜県池田町）     
2271    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ゴキブリキャップＰ1（30コ入）  
  10g×30コ   2,571円  （税込2,777円） 

 天然フルーツ成分配合の
誘引剤でダニを引き寄せ
て捕獲。さらに繊維に配合
した抗アレルゲン加工剤
が、ダニの死がいやフンか
ら発生するアレルゲンを
抑制します。      ※すべてのダ

ニに効果があるわけではありません。※シートを
置く環境によっては捕獲面積、使用期限が異なっ
てきます。  ■サイズ／全長25×幅15cm、重量30g
    λユニチカトレーディング（大阪府大阪市）     
2273    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     抗アレルゲン剤配合ダニ取りシート  

  1枚   1,200円  （税込1,296円） 

 高い除菌力を持つブルーマリー種
のユーカリを使用。さわやかな香
りでヒョウヒダニを弱らせ、忌避し
ます。純度100％で揮発性が高く、
布団や床、クローゼットにも。      ※30
℃以下の所で保管し、直射日光の当
たる場所や、炎・暖房器具のそば・
自動車の中などに置かないでくださ
い。  ■サイズ／5.8×5.8×20.7cm、
重量260g    λはっとり・メディカル・
サービス社（岐阜県岐阜市）     

2274        
     ユーカリプタススプレー天使の霧  
  300ml   3,900円  （税込4,212円） 

2275        
     バイオお風呂のカビきれい  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

 風呂掃除の後、天井
に貼るだけ。バチル
ス菌が抗菌性物質を

揮発し、カビの繁殖を抑えます。      ※交換
目安：約6カ月。  ■セット内容／両面テ
ープ、交換目安シール付■サイズ／ケー
ス：10×10×厚さ1.2cm    λコジット（大
阪府大阪市）     

 天然植物の成分で不
快害虫や雑菌を忌避
し、室内の不快臭を
分解・消臭。化学薬剤
は不使用。お子さん
のいるご家庭、車用
にも安心です。        ■サ
イズ／直径6.5×高さ
8.5cm、内容量200g
    λ生活アートクラブ
（東京都新宿区）     

2276        
     美間ジェル  

  200g   1,800円  （税込1,944円） 

2277    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     善玉バイオ浄ＪＯＥ  

  1.3kg   1,200円  （税込1,296円） 

 酵素の力で少量でもしっかり洗浄し、黄ばみも防ぎ
ます。すすぎは1回でOK。ふんわりとした洗い上が
りです。節水型ドラム式洗濯機にも。      ※この洗剤は
泡立ちません。  ■サイズ／縦9×横15×高さ13cm、
重量1.3kg    λツー・エム化成（大阪府東大阪市）     

2278   б б   NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     パックスナチュロン純粉せっけん  

  1kg   760円  （税込821円） 

 パーム油などの植物性油脂が原料の洗
濯用石けんです。溶けやすく、舞い上がり
にくいタイプ。赤ちゃんの肌着洗いにもお
すすめ。      ※アルカリ剤無配合。絹・ウール
使用可。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 天然ラベンダーとミ
ントがさわやかに香
る、洗濯用粉石けん。
      ※ウール・絹洗い不
可。      λまるは油脂化学
（福岡県久留米市）     

2279    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ハーブの香りの粉石けん（洗濯用）  

  1.8kg   1,200円  （税込1,296円） 

2295        
     ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム  

  25ml   2,800円  （税込3,024円） 

       ※ＳＰＦ30、ＰＡ＋＋      λネイチャーズウェ
イ（愛知県名古屋市）     

 「中和法」で製造した、
洗浄力と低温での溶
けやすさに優れた洗
濯用粉石けん。ふんわ
りとした洗い上がりも
特徴です。粉飛びのな
い顆粒状です。      ■成
分／純石けん分（99
％脂肪酸ナトリウム）
      λエスケー石鹸（埼
玉県川口市）     

2280    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ランドリーソープ（洗濯用粉せっけん）  

  1kg   820円  （税込886円） 

 植物成分を主成分とした
洗濯用消臭・抗菌剤。洗
濯物の雑菌・バクテリア
を除去します。洗濯槽の
雑菌やカビの繁殖を抑え
ます。      ※水洗い不可のデ
リケートな繊維（ウール
やカシミヤ等）にはご使
用にならないでください。
      λタジマヤオービス事業
部（東京都荒川区）     

2281    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ボトル・洗濯用フィトンαグリーン（消臭・抗菌剤）  

  800ml   1,800円  （税込1,944円） 

 洗濯時に衣類と一緒に入れると洗濯槽と衣類を除
菌します。洗剤と一緒の使用可。      ※乾燥機・全自動
洗濯機の乾燥モード時での使用は不可。※漂白剤・
ジェル状洗濯洗剤・柔軟剤の原液が直接本品に触
れると、色移りする場合があります。  ■セット内容／
本体1袋、ネット1枚    λアーク＆エコ（東京都中央区）     
2282    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ヨウ素デクリーンＮＥＯ  

  1セット   1,886円  （税込2,037円） 

 手肌にやさしい植物性洗
濯石けんに炭酸塩（アル
カリ剤）をプラス。合成界
面活性剤などは不使用。
      ※衣料品の取扱表示にし
たがってお洗濯してくだ
さい。アルカリ剤が入って
いるため、絹やウールには
使用できません。      λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     

2283    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が
一緒につくった。植物性液状洗濯石けん  

  1.5L   920円  （税込994円） 

 アルカリと4つの分解
酵素のパワーで、シャ
ツの汗ジミや油汚れ
を落とします。界面活
性剤は不使用です。
            λ地の塩（熊本県山
鹿市）     

2284    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     アルカリウォッシュ プラス  

  600g   680円  （税込734円） 

 洗濯機に入れるだけでマグネシウムが水と反応し、衣類にも洗濯
槽にも消臭・洗浄・除菌の効果を発揮します。      ※液性：弱アルカリ
性／用途：綿・麻・合成繊維用。※まぜるな危険と表示されている
塩素系の洗剤との併用はおやめください。洗濯以外の目的には
使用しないでください。  ■サイズ／三辺11.5×11.5×11cm、高さ
10cm、重量80g（正味量70g）    λ宮本製作所（茨城県古河市）     

イメージイメージ

   ベビーマグちゃん      
  1コ   2,400円  （税込2,592円）

 2285     ブルー              
 2286     ピンク              

 2287     イエロー                                                                     

マグネシウムの力で除菌・洗浄・消臭マグネシウムの力で除菌・洗浄・消臭

2288    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     Ｓｏｆｔｅｎｅｒ （柔軟仕上げ剤） やさしいラベンダーのかおり  

  520ml   980円  （税込1,058円） 

 レシチン（大豆、ひまわり由来）
とオリーブ油を主体とした、洗
濯物の柔軟仕上げ剤です。衣
類やタオルを「ふっくら・やわら
か」に仕上げ、「しっとり」とした
使用感を与えます。天然ラベン
ダー精油のほのかな香り。      ※子
どもの手の届くところに置かな
いでください。  ■サイズ／6.6×
6.6×23cm、重量635g    λアー
ク＆エコ（東京都中央区）     

2289    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     パックス青ざらし（固形洗濯石鹸）3コセット  

  180g×3コ   486円  （税込525円） 

 衿、袖口、運動靴などの頑固な汚れ落と
しに。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2290    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ＳＯＭＡＬＩ トイレクリーナー  
  300ml   1,000円  （税込1,080円） 

 水あかや汚れをさっと
落とし、除菌効果もあ
るトイレ用洗剤。天然
ラベンダーがほのかに
香ります。        ■サイズ／
6.3×6.3×17cm、重量
360g    λ木村石鹸工業
（大阪府八尾市）     

 ドイツ・アウロ社のワッ
クスに重曹電解水を加
えました。汚れを落と
すだけでなく、ワックス
効果もあります。      ※ミル
ク抽出物を含みます。
※水性ペンキ、漆、ニス
塗りされた場所、白木、
桐、皮革、壁面には使用
しないでください。      λボ
ーデン（東京都港区）     

2291    NN 2/6お届け週2/6お届け週    
     ボトル・ＡＵＲＯフローリングワックススプレー  

  350ml   1,500円  （税込1,620円） 

 微生物の力で汚れを
落とす排水管洗浄
剤。ぬめりやにおい対
策には定期的な使用
がおすすめです。      ※強
酸・強アルカリの洗
剤や薬品と一緒に使
用しないでください。
      λコジット（大阪府
大阪市）     

2292        
     バイオ排水管きれい1000ml  
  1000ml   1,980円  （税込2,138円） 

 プルトップやペットボトルなど、15～38mm
のふたを手軽にオープン。持ち運べるミニ
サイズ。  お届け時期注意1／30（月）～2／3
（金）に通常配送でお届けおよびご請求しま
す。    ※耐熱温度：本体70℃、ストラップ200℃。
※食器洗い乾燥機不可。  ■サイズ／5.4×7.5
×2.3cm、重量35g    λマーナ（東京都墨田区）     

イメージイメージ

   らくらくオープナーミニ      
  1コ   680円  （税込734円）

 2293     ピンク              

 2294     ブルー                                                                                       

いつでもどこでも手軽にオープンいつでもどこでも手軽にオープン

 国産原料100％で、ビタミンE以外の添加物は不
使用。7～10mmの粒状です。    ※総合栄養食で
す。※水分含有率が約1.5％と低いため、水を多く
飲むようになり、便通の回数が増える場合があり
ます。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1775    NN 1/30お届け週1/30お届け週    
     ドッグフード（オールステージ）  

  1kg   2,200円  （税込2,376円） 

 ヒバなど、30種類もの
樹木の精油をブレン
ド。森林のさわやかな
香りが広がり、消臭効
果も発揮します。キッ
チンなどの消臭スプ
レーとしてもお使いい
ただけます。      ※葉っぱ
形吊下げカード付き。
      λタジマヤオービス事
業部（東京都荒川区）     

2272        
     お部屋専用虫よけスプレー  
  150ml   1,200円  （税込1,296円） 

2285 2286 2287
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しっかりメイクするほどじゃないけど
……というときに
ファンデーションの厚塗りは嫌だけど、何もつけ
ないのは不安。そんなときにおすすめなのが、こ
ちらのクリームです。ほお、おでこ、あごにちょこ
んとつけて伸ばし、おしろいやフェイスパウダー
をはたけば、天然パールの色ムラ補正効果で、自
然なのにツヤ感のある肌ができ上がります。「近所へ出かけるのに、しっ
かりメイクをするのは疲れる」と言っていた母にこの商品をすすめたら、
「確かにこれ1本で肌がきれいに見える」と驚いていました。

下地に使うのもおすすめ。最近のお気に入りです！
しっかりメイクをしたい方は、下地に使用してもOK。なめらかな土台が
でき、ファンデーションもきれいにのります。私はこのクリームを塗った
上に、ブラシでパウダーファンデーションをのせるのが、最近のお気に入
りです。

肌なじみの良いテクスチャ
ー。柑橘系のさわやかな香
りです

UVケア、保湿美容液、化粧下地、
ライトファンデーションまでを1
本でこなす美肌クリーム

46 104号 ●43～47ページの雑貨の原材料は新商品についてのみ表示しています。 ●上記以外のペットフードはお買い物サイトでお取り扱いしています。
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ご利用のご案内（自社トラックでお届けする「送料お得便」）

ご注文方法 ※注文方法によって締め切り時間が異なります。

● 配送温度帯／無印…常温配送　　　…冷蔵　　　…冷凍
● ε消費期間、δ賞味期間に掲載されている
お届け後の保証日数については、お届け当日を含みます。
また、商品欄に表示のない場合は、一律で90日保証です。

● アレルゲン／θ以下、加工食品に含まれるアレルギー物質を含む
　食品8品目（表示義務7品目と大豆）を右のように表示します。 
● 商品の原材料はお買い物サイトをご参照ください。

マーク内の４桁の注文番号を注文書表面右上の「特別注文
欄」にご記入、またはお買い物サイトからご注文ください。「毎
週お届け登録」は翌週から、毎週自動的に届きます。「定期お
届け登録」は翌週から、登録いただいた頻度で自動的に届き
ます。登録の解除、数の変更も特別注文欄・お買い物サイト
で可能です。

カタログの見方

毎週お届け登録・定期お届け登録

配送手数料について

お問い合わせ

❶お買い物サイト
https://takuhai.daichi-m.co.jp

❶はお届け日の4日前昼12:30まで （例）月曜コースは毎週木曜昼12：30まで
※一部商品は6日前昼12:30まで
　メンテナンス時間（毎週月曜日昼12:30 ～午後1:30）以外いつでもご利用いただけます。
❸はご注文書提出日の翌日昼12:00まで （例）月曜コースは毎週火曜昼12：00まで

記入後、注文書ケースに入れて配送日に配送員にご提出ください。
❷注文書

注文
締め切り

❸サポートセンター／スタッフ受付
0120-158-183

https://takuhai.daichi-m.co.jp/support/

0120-158-183
043-213-2663 FAX

連絡便

ウェブ

スタッフ受付 月～金：午前9:00 ～午後5:00　
土：午前9:00 ～午後1:00
※時間外は留守番電話で承ります。

受付時間

凍蔵

1

2

4

5

6

280円（税込302円）
200円（税込216円）
100円（税込108円）
50円（税込54円）

無料

（税込3,780円）未満
（税込3,780円）～  
（税込4,860円）～  
（税込8,640円）～  
（税込16,200円）～  

3,500円
3,500円
4,500円
8,000円

15,000円

ご注文金額 配送手数料

このマークの商品は、
「毎週お届け登録」が可能です

このマークの商品は、
「定期お届け登録」対象です

※ご注文金額に配送手数料は含みません。
※直送品のみのご注文の場合には、送料
は請求しません。

※共同購入は対象では
ありません。

● お休み……ご注文方法の❶・❷・❸でお手続きを承ります。
● 再開……ご注文方法❶・❸でご注文いただくと、自動的に再開となります。
● ポイント……1ポイント1円で、1ポイントからご利用いただけます。詳しくは納品書のポイント欄をご覧ください。
● 商品の返品について……返品のご希望は、商品到着7日以内に、サポートセンターにご連絡ください。ただし、
食品、消耗品、書籍類、開封済寝具、会員様の過失により汚損、破損した商品、使用・着用済の商品、会員様の
指定による受注生産品につきましては、返品は不可となります。

カタログのマーク
商品ポイント

通常の2倍以上の
ポイント進呈

当社オリジナル商品の中でも、
特においしさ・品質ともに
おすすめの商品です。
大地や海の恵みを無駄なく
いただき、生産者も応援できる
お得な「もったいナイシリーズ」

焼く、ゆでる、揚げるなど
調理が必要なもの

配送でパッケージを
回収している商品

大地宅配の配送とは
別に、宅配便・郵送で
お届けします。

通常より1週遅れのお届けです
（送料通常通りご請求）。
お休み時にもお届けします。

ご注文多数の場合、
抽選でのお届けに
なります。

ジャンル最安値（当社比）
を実現した商品

通常品を複数点買う
よりお得な商品

2コ以上買うと
ポイントが付いてお得に

0000限定

3
00

00

えび、かに、小麦、そば、
卵、乳、落花生、大豆

青果の傷みのご連絡や、お急ぎでない場合は連絡便をご活用ください。連絡便は、毎週配布
の『ほっとでぇた』裏面にあります。お返事は提出日翌週以降の納品書でご確認いただけます。

お問い合わせフォームをご利用ください。ご利用いただけない場合は、
support@takuhai.daichi-m.co.jp へお問い合わせください。

お買い物サイト「ご利用方法」もご覧ください。

毎週0000

毎週0000
隔週0000
¼週0000

「公式アプリ」
も便利です。

ラップ・消耗品など 注文書表面の特別注文欄、または
お買い物サイトでご注文ください。

自然素材を使った新築・リフォームのご相談は
大地を守る会の自然住宅サイト

▲ www.daichi-m.co.jp/housing

                      

住まい

自然素材・国産無垢材を
使用した新築＆リフォーム
安心を優先した各種
暮らしのサービスを提供

                      

2296        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2307        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2297        
     アルミホイル8ｍ 2本組  

  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2308   б  б     
     キッチンペーパー（再生紙100％）  

  3箱   500円  （税込540円） 
       ※お1人様1点まで           

2298      
     コアレス専用芯棒  

  1本   48円  （税込52円） 
                  

2309      
     詰替用・フローラルトイレットクリーニング  

  300ml   838円  （税込905円） 
                  

2299      
     ＳＯＭＡＬＩ 洗濯用液体石けん  
  1200ml   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2310      
     ＳＯＭＡＬＩ バスクリーナー  
  300ml   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2300      
     ＳＯＭＡＬＩ 衣類のリンス洗剤  
  1200ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2311      
     石けんクリームクレンザー  

  180ml   760円  （税込821円） 
                  

2301      
     ソラデースペアブラシ（4本入）標準サイズふつう毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2312        
     ソラデースペアブラシ（4本入）コンパクトサイズ極細毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2302      
     ボトル・ドラム式洗濯機用 洗濯槽快  

  50g   800円  （税込864円） 
                  

2313      
     詰替用・フィトンα消臭ミスト（布製品用）  
  720ml   1,900円  （税込2,052円） 
                  

2303        
     ゴキブリキャップＣ1ａ（30コ入り）  
  10g×30コ   2,160円  （税込2,333円） 
                  

2314      
     交換用エコパワーチップ－8Ｗ 自然にカエル用  
  8L×2袋   4,800円  （税込5,184円） 
                  

2304      
     ボトル・オレンジパワーの液体石けん（台所用）  

  280ml   450円  （税込486円） 
                  

2315      
     ボトル・パックスナチュロンドラム式洗濯機用液状石けん  

  1000ml   705円  （税込761円） 
       ※ウール・絹洗い不可           

2305        
     クリスタルカートリッジ50℃対応兼用Ｃ－ＭＦＨ－502ＤＸ  
  1コ   15,000円  （税込16,200円） 
                  

2316      
     アクアホームカートリッジ石入ＣＫＭＣＷ50  
  1コ   17,000円  （税込18,360円） 
                  

2306      
     ｖｉｋｕｒａビクラ浄水ポット交換カートリッジＶＣ－Ｐ1  
  1コ   2,500円  （税込2,700円） 

                  

2317      
     ピュアストリーム交換カートリッジＣ－ＣＦ－15  
  1コ   2,300円  （税込2,484円） 

                  

8256  自然素材の新築・リフォーム相談申込み
※担当者よりご連絡を差し上げます。

同時配布
チラシも
ご覧ください

大地を守る会が食品の宅配を通じて培って
きた理念を生活の基盤である住まいにも広
め、安心して快適に住める家を提供したい。
そんな想いで自然素材の家づくりに取り組
み、今年で事業開始から14年が経ちました。
これまでにおよそ新築140棟、リフォーム

400棟の自然素材の家づくりをお手伝いして
きています。
大地を守る会では、新築、大小リフォーム、
土地探し、物件の売却など家づくり全般のご
相談を承っております。ウェブサイト、メー
ル、お電話などでお気軽にご連絡ください。

新築もリフォームも、一生に一度の家を本物の自然素材で

食べ物と同じように、
家の空気も大切に
人は1日に2kgの食べ物を摂取するといわれていま
す。一方で、1日に呼吸で体内に取り込む空気の量は
20kg。実に食べ物の10倍の空気を取り続けている
ことになります。日々の生活の大半を過ごす場である
家。その空間の空気は、食べ物と同様に私たちの体
を形作る大切な物です。

新築・リフォームのご相談

47104号●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。 ●サイズは全て約寸です。 ●商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。
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1567    NN 1/30お届け週    
  $$   即席らーめん粋（鶏白湯塩味）5食・ノンフライ麺  

  5食   920円  （税込994円） 

         ■セット内容／（麺80g・スー
プ32g）×5食    λ高橋製麺（埼
玉県鴻巣市）    θ小麦 

             λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小
麦・卵・大豆 

1503    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   980円  （税込1,058円） 

     ※電子レンジ専用品です。        λ山
﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1558    ττ   NN 2/6お届け週    
  $$   徳用ミニアメリカンドッグ  

  300g（12本）   950円  （税込1,026円） 

限定200

1003    υυ       
     徳用煮干し  

  250g   1,000円  （税込1,080円） 

             λ西昆（福岡県古賀市）  δお届け
後30日保証   

1246    ττ   NN 1/30お届け週    
     冷凍少量パックセット豚小間  

  100g×4パック   907円  （税込980円） 

           約3mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大
崎市他）  δお届け
後60日保証   1258    ττ       

     徳用うまか赤鶏モモ唐揚用・
バラ凍結  

  500g   1,399円  （税込1,511円） 

             λ九州赤鶏の会
（大分県日田市他）     

             λ中津ミート（神奈
川県愛川町）    θ小
麦・卵・乳 

1267    ττ       
     徳用 中津ミートの
合挽生ハンバーグ  
  200g（100g×2コ）×4パック   1,625円  （税込1,755円） 

     ※通常規格より40g増え
て価格据え置きです。    ■漁
場／宍道湖東部    λイトハ
ラ水産（島根県松江市）     

1323    ττ       
     徳用宍道湖のしじみ
（冷凍ツインパック）  

  100g×2パック   495円  （税込535円） 

         ■漁場／知床    λ知
床ジャニー（北海道
斜里町）  δお届け
後45日保証   

1301    ττ       
     徳用・知床産 うす塩味鮭切身  
  320g(4切)   1,169円  （税込1,263円） 

             λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・
卵・大豆 
1501    ττ       
  $$   徳用とりのからあげ  

  400g   970円  （税込1,048円） 

             λ日本セントラルキ
ッチン（東京都荒川
区）  δお届け後45日
保証  θ小麦・大豆 
1517    ττ   NN 2/6お届け週    
  $$   徳用ふわふわシュウマイ  
  442g（26コ）   1,175円  （税込1,269円） 

             λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・
卵 
1502    ττбб   NN 1/30お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円） 

             λ王隠堂農園（奈
良県五條市）     
1499        
     もったいナイ・くずれ梅干し  

  800g   1,600円  （税込1,728円） 

             λ宮島醤油（佐賀
県唐津市）    θ小麦・
乳・大豆 
1532        
  $$   平飼い鶏モモ肉のチキンカレー  

  160g   398円  （税込430円） 

限定 1000

1579        
     箱売・江別製粉のパスタ
（スパゲティタイプ）  
  500g×20袋   7,600円  （税込8,208円） 

             λ江別製粉［コルノマカロ
ニ］（群馬県甘楽町）    θ小麦 

1665        
     箱売・ツナフレーク
（水煮・オイル無添加）24缶  
  80g×24缶   5,314円  （税込5,739円） 

             λタイム缶詰（岩手県陸前高田市）                  λ結わえる（東京都台東区）     
1565        
     箱売・もっちもち寝かせ
玄米ごはん  
  180g×24パック   6,360円  （税込6,869円） 

1717    NN 1/30お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュース
ぜいたくベジタブル30缶  

  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 

             λ日本デル
モンテ株式
会社（長野
県千曲市）     3週目

お試し
ポイント

4週連続

¼  週 9329              λ岩泉産業開発（岩手
県岩泉町）     
1750   б б   NN 1/30お届け週    
     箱売・龍泉洞の水（2Ｌ×6本）  

  2L×6本   1,429円  （税込1,543円） 

隔週 9346
毎週 9345

ソースがよく絡む1.7mm 新鮮なメバチマグロを使用 ミネラル豊富な人気の名水赤飯のようなもちもち食感 1缶に緑黄色野菜280ｇ使用

食欲をそそる鶏肉のうまみが自慢

知床産雄鮭を甘口仕上げに

料理やおにぎりに使いやすい

便利なツインパックを徳用規格で

さっと温めてお弁当やおつまみに

焼いてお好みのソースでどうぞ

玉ねぎたっぷりでふわふわ食感

家族みんなが満足の500g入り

化学調味料不使用で美味

100gずつでちょっと使いに便利

濃厚なうまみで後味あっさり♪ ふっくら肉厚、ほんのり塩味 人が集まるときや軽食にぴったり だしはもちろん、おやつにも人気

ポイント付きで断然おトク  箱 売 ＆お買い得飲料

お弁当や簡単ごはんに大活躍！  惣 菜・レトルトなど

使い勝手抜群！ お得な  肉・魚介

買い置きがあると便利な  おすすめ品

単品よりも
392円（税込）

お得

3缶入り
8セットよりも
173円（税込）

お得

単品よりも
59円（税込）
お得

単品よりも
619円（税込）

お得

10缶入り
3セットよりも
205円（税込）

お得

人気のストック品ご自宅まで
お届けで
らくらく♪

まとめて
買っても

イメージイメージ

イメージイメージ イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

●商品の詳細情報（農薬使用状況・賞味期間など）は、各商品ぺージをご覧ください。 

編集•制作•発行／株式会社 大地を守る会             www.daichi-m.co.jp
〒261-8554 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3  幕張テクノガーデンD棟21階 

株式会社 大地を守る会とは、日本の第一次産業を守り育て、人々の生命と健康を守り、持続可能な社会を創造することで
「自然環境と調和した、生命を大切にする社会の実現」をめざす、ソーシャルビジネス（社会的企業）です。
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