
         ■漁場／千葉県    λ千葉県漁業協同組
合連合会（千葉県木更津市）  δお届け後
45日保証   

1317    ττ       
     江戸前はまぐり  

  220g   958円  （税込1,035円） 

         ■セット内容／イクラ50g、エビ35g、ズワイガ
ニフレーク35g、味付人参・しいたけ45g、すし酢
50g    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45
日保証［生食可］  θえび・かに・小麦・大豆 

1298    ττ       
     海鮮ちらし寿司セット  
  具材165g、酢50g(2合用)   1,886円  （税込2,037円） 

     ※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。※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45日保証   

1681    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   さくらもち（道どうみょうじ明寺）  

  5コ   782円  （税込845円） 

     ※紅麹色素使用。※次回取り扱いは来年２月
頃予定。        λ三駒屋（岐阜県高山市）  δお届け
後45日保証   

1707        
     雛
ひな

あられ  
  80g   252円  （税込272円） 

1001    τ       
     ひな祭りわくわく豪華5点セット  

  1セット   4,403円  （税込4,756円） 
     ※ちらし寿司33＋雛あられ5＋はまぐり5＋さくらもち13＋甘酒10＋
セット149で合計215ポイント。お届け時の納品書にはそれぞれに記
載。    ■セット内容／海鮮ちらし寿司セット具材165g・酢50g(2合用)、
雛あられ80g、江戸前はまぐり220g、さくらもち（道明寺）5コ、木曽の
手造り甘酒350g      δお届け後45日保証  θえび・かに・小麦・大豆 

1745    υυ       
     木曽の手造り甘酒  

  350g   525円  （税込567円） 
             λ小池糀店（長野県木曽町）  δお届け後
45日保証   
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厳
選
し
た
食
材
で
祝
い
の
食
卓
を
華
や
か
に

春
の
訪
れ
を
感
じ
る
季
節
。

ひ
な
祭
り
に
は
、

吟
味
し
た
確
か
な
食
材
で
、

桃
の
節
句
に
ふ
さ
わ
し
い

食
卓
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

白色のもち生地は無着
色の証。もち米のつぶ
つぶ感、上品な甘さの
こしあん、ほのかに塩
味を感じる桜の葉のバ
ランスが絶妙です。

仲の良い夫婦を表す二
枚貝。女の子の将来の
幸せを願って、貴重な
江戸前ハマグリをお吸
い物に。身厚でうまみ
もしっかりしています。

北海道産イクラ、エビ、
ズワイガニに、味付人
参としいたけ、すし酢
のセット。お好みの具
材を加えれば、彩り豊
かな一品に。

創業130年の小池糀
店が、米麹と米だけで
丹念に手造りした甘酒。
甘味料は使わず、米の
でんぷんによる自然な
甘みを生かしました。

ぽん菓子には大地を
守る会の生産者の白
米を使用。紅麹色素と
モロヘイヤで色付けし
ました。砂糖蜜を絡め
た、やさしい甘さです。

1

2017年

号109
2/27 お届け週

お届けカレンダー

注文書
提出

お届け

火 水 金月 木

21202/ 23 2422

2827 2 3

未 来 を は ぐくむ 、お い し さ が あ る

お
知
ら
せ

今週は
「ひなまつり」に
おすすめの商品を
ご紹介しています。

今週は「干物」（P17）、
「飲料(ジュース類）」（P34）、
「スナック菓子」（P32～33）が
全品ポイントです。「惣菜」（P24～26）、
などもポイント多数。どうぞお見逃しなく！

3/

このマークが
目印

ひな
まつり

お買い物サイトでは、お得な
「雛あられ付き海鮮ちらし寿司
セット」など、お買い物サイト
限定品をご紹介しています。
ぜひご覧ください。
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春
の
訪
れ
を
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げ
、子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
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願
う
ひ
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り
。

お
も
て
な
し
の
逸
品
や
家
族
団
ら
ん
の
ご
ち
そ
う
で
、

お
い
し
い
春
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

ハレの日など、祝いの食卓に
ふっくらお赤飯を

縁起物の二枚貝に願いを込め、
一椀で味も香りも楽しんで

クックパッドの「大地宅配のキッチン」にて
お赤飯や小豆のレシピを公開中
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ご
ち
そ
う

家族の
集いにちらし寿司＆手巻き寿司

お祝いの日はお赤飯

家家家族族族ののの家家家族族
集いに集集 ＆＆＆

香り豊かなお吸い物香り香り豊か豊かなな香 おおお吸吸吸いいい物物物物物 お祝お祝いのいの日は日はおおお赤赤赤飯飯飯

ひな
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     ※次回取り扱いは12月頃予定。        λ成清
海苔店（福岡県柳川市）     

1361        
     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） 
     ※４月頃までの取り扱い予定。        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   NN 3/13お届け週    
  $$   ちらし寿司の素（2合混ぜ込み用）  

  200g   627円  （税込677円） 

         ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北海道斜里
町）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1299    ττ       
     オホーツク産 海鮮宝漬  

  130g   680円  （税込734円） 
     ※原料高騰のため、値上げします。        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 

1340    ττ       
  $$   徳用いくら醤油漬け  
  70g×2パック   2,238円  （税込2,417円） 

         ■漁場／北海道    λ中村商店（北海道函館
市）  ［生食可］   

1295    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     いかソーメン  

  100g   480円  （税込518円） 
         ■漁場／境港    λ福栄（鳥取県境港市）  ［生
食可］  θかに 

1316    ττ       
     紅ずわいかに肉（バラ身）  

  100g   610円  （税込659円）      ※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 

1312    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

         ■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］   

1288    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     めばちまぐろ赤身（刺身用・不定形）  

  150g   799円  （税込863円） 
         ■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］   

1296    ττ       
     刺身用真だこ  

  150g   822円  （税込888円） 
         ■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］   

1290    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   797円  （税込861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、石川県     

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

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）  δお届け後
30日保証   

1489    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     しょうがの甘酢漬  

  100g   360円  （税込389円） 

         ■漁場／千葉県
    λ千葉県漁業協同
組合連合会（千葉
県木更津市）  δお
届け後45日保証   

1317    ττ       
     江戸前はまぐり江戸前はまぐり    

    220g 220g     958958円円    （（税税込込1,0351,035円）円）  

         ■セット内容／有機もち米（白米）2kg、金井さ         ■セット内容／有機もち米（白米）2kg、金井さ
んの大納言小豆250g         んの大納言小豆250g         

1002        
     北海道・金井さんの大納言小豆お赤飯セット北海道・金井さんの大納言小豆お赤飯セット    

    1セット 1セット     2,0702,070円円    （（税税込込2,2352,235円）円）  

                          λλ無／金井 修一無／金井 修一
／北海道／北海道          

1191    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     北海道江別・金井さんの大納言小豆  

  250g   540円  （税込583円） 

                          λλ有機、無／栗峰園四万十クラブ、南伊豆太陽苑生産者グ有機、無／栗峰園四万十クラブ、南伊豆太陽苑生産者グ
ループ、大地と自然の恵み、他／高知県、静岡県、鹿児島県ループ、大地と自然の恵み、他／高知県、静岡県、鹿児島県          

1079    υυ             菜花  
  150g   238円  （税込257円） 

     ※電子レンジ専用品
です。    ■漁場／千葉県
    λ千葉県漁業協同組合
連合会（千葉県千葉市）
  δお届け後30日保証   

1337    ττ       
     レンジでレンジで簡単蒸し焼き風はまぐり簡単蒸し焼き風はまぐり    

    200g(2コ) 200g(2コ)     640640円円    （（税税込込691691円）円）  

         ■原産国／ボリビア、パラグアイ    λ和田萬商店
（大阪府大阪市）     

1654    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

          ※予定品種：こが※予定品種：こが
ねもち、他。ねもち、他。                λλ有有
機／あきた原人機／あきた原人
／秋田県     ／秋田県     

1189    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機もち米  
  白米 2kg   1,530円  （税込1,652円） 

限定 1000

             λ大一食品工業（福岡県八女市）  δお届け後
30日保証   

1204    NN 3/13お届け週    
     和竹（竹の子水煮・カット）  

  200g   442円  （税込477円） 

             λ日東醸造（愛
知県碧南市）
    θ小麦 

1625    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     白だし  

  400ml   890円  （税込961円）              λ山清（香川県綾川町）     

1196    NN 3/13お届け週    
     有機小豆水煮セット（お赤飯二合用）  
  210g（小豆煮汁140g、小豆煮豆70g）   320円  （税込346円） 

                          λλポーラスターポーラスター
（石川県白山市）（石川県白山市）          

1562    ττ       
  $$   赤飯おにぎり  

  360g(6コ)   531円  （税込573円） 
限定 500

2 109号 ● 焼く、ゆでる、揚げるなど調理が必要なもの  大地宅配の配送とは別に、宅配便・郵送でお届け  配送でパッケージを回収している商品  限定0000 ご注文多数の場合、抽選でお届け

セットで
お得！
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大人向けの新食感マシュマロ。
日本酒の上品な香りがふわっ♪

合成着色料不使用の
有機もち米あられ

心も華やぐ老舗・福田屋の桜の和菓子 白玉粉で作った、もちもちの生地が自慢 上品な甘さのあんとよもぎの香りが魅力

ふわふわのスポンジ生地に、
有機いちごのクリームがたっぷり

有機純米酒入りのマシュマロとオーガニッ
クチョコレートを重ねた上に、それぞれ
オーガニックのいちご、有機ゆず、国産抹
茶味のマシュマロをのせました。

平飼卵を使用したスポンジ生地に有機い
ちごシロップをしみ込ませ、色鮮やかな有
機いちごクリームをたっぷり使用した、か
わいい春色のケーキです。

「
桃
の
節
句
」に
お
い
し
さ
満
開

 3月3日(金)
「「「「「「
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」」」」」」」」

節節節節節節節節節節

ににににににに
おおおおお
いいいいいいいい
しししししししし
ささささささささささささささささ
満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満満
開開開開開開開開開

ひ
な
祭
り
の

みんなで
囲む パーティー料理

笑顔広がるお菓子

みみみんんんなななでででみみみ で
囲む囲

笑顔笑顔広が広がるる顔広 おおお菓菓菓子子子
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     ※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 3/13お届け週3/13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） 
     ※次回、値上げします。    ■原産国／ベルギ
ー    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1506    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     オーガニックフレンチフライポテト  

  300g   300円  （税込324円） 

1238    υυ   NN 3/13お届け週3/13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   

1271    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）     

1232    ττ       
     冷凍短角牛モモブロック（500g）  

  500g   3,690円  （税込3,985円） 
             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   

             λ小倉水産食品（鳥取県境港市）    θかに・
小麦・乳 

1536    ττ       
     紅ずわいがにグラタン（パーティーサイズ）  

  500g   1,895円  （税込2,047円） 
         ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札幌
市）  ［生食可］   

1354    ττ       
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626円） 
             λ木次乳業（島根県雲南市）  δお届け後5
日保証  θ乳 

1398    υυ       
     木
き す き

次モッツァレラチーズ  
  100g   460円  （税込497円） 

     ※お届け後、なるべくお早めにお召し上がりくだ
さい。        λ8～7割減／戸村 弘一／栃木県     

1020    υυ       
      栃木のとちおとめ（いちご）  

  200g   658円  （税込711円） 
             λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1730    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   箱売・アップルジュース（30缶）  
  195g×30缶   4,071円  （税込4,397円） 

1679    ττ       
         和酒マロ3種 和酒マロ3種（苺、柚子、抹茶のマシュマロ）（苺、柚子、抹茶のマシュマロ）    

    3種各1コ 3種各1コ     988988円円    （（税税込込1,0671,067円）円）  
                  ■セット内容／苺・柚子・抹茶各1コ■サイズ／1■セット内容／苺・柚子・抹茶各1コ■サイズ／1
コ当たり約10×4.5×3.5cmコ当たり約10×4.5×3.5cm        λλパスティーフーズパスティーフーズ
（栃木県さくら市）（栃木県さくら市）    δδお届け後30日保証お届け後30日保証    θθ卵・乳卵・乳  

1008    ττ       
     ムーラン ナ ヴァンのムーラン ナ ヴァンの
苺のモンブラン苺のモンブラン    

    1コ 1コ     2,3522,352円円    （（税税込込2,5402,540円）円）  
         ■サイズ／直径約12cm             ■サイズ／直径約12cm    λλムーラン ムーラン 
ナ ヴァン（静岡県函南町）  ナ ヴァン（静岡県函南町）  δδお届け後お届け後
15日保証  15日保証  θθ小麦・卵・乳 小麦・卵・乳 

          ※次回取り扱いは※次回取り扱いは
来年２月頃予定。来年２月頃予定。
                λλ精華堂霰総本舗精華堂霰総本舗
（東京都江東区）（東京都江東区）
    δδお届け後80日お届け後80日
保証保証    θθ小麦・大豆小麦・大豆  

1708        
     精華堂霰総本舗のひなあられ  

  60g   360円  （税込389円） 

限定 1500

          ※４月頃までの取り※４月頃までの取り
扱い予定扱い予定。。                λλ福田福田
屋（島根県松江市）屋（島根県松江市）
    δδお届け後7日保証   お届け後7日保証   

1685        
     季節の上用饅頭 桜  

  3コ   690円  （税込745円） 

限定 1000

          ※４月頃までの取り扱※４月頃までの取り扱
い予定。い予定。                λλ松屋（京都松屋（京都
府城陽市）府城陽市）    δδお届けお届け
後45日保証後45日保証    θθ大豆大豆  

1683    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） 

          ※解凍は常温でゆっくり※解凍は常温でゆっくり
と。冷蔵庫に入れてかたくと。冷蔵庫に入れてかたく
なった場合は、蒸してお召なった場合は、蒸してお召
し上がりください。し上がりください。                λλ平和平和
堂（山梨県甲府市）堂（山梨県甲府市）    δδお届お届
け後45日保証け後45日保証    θθ小麦小麦  

1682    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 

3109号● 通常より1週遅れのお届け（送料通常通りご請求）。お休み時にもお届け  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  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」
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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

                      

冬から春にかけてのトマトは、外気温が低く、
日差しが強過ぎない、という気象条件もあ
り、ゆっくりと生育がすすみます。時間はかか
りますが、その分じっくりと養分を蓄え、甘み
と程よい酸味のおいし
いトマトになります。ど
うぞ生食でお召し上が
りください。

   トマト            
 1111       400g    488円    （税込527円）   毎週 9038      

 1112       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

ゆっくり育ち、養分を蓄えましたゆっくり育ち、養分を蓄えました

1111

イメージイメージ

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

甘みが強く、果汁たっぷりで美味甘みが強く、果汁たっぷりで美味

             λ有機、無～6割減／ブレス、肥後あゆみの会、南伊
豆太陽苑生産者グループ、他／熊本県、静岡県     

1036              しらぬい（柑橘）  
  450g   398円  （税込430円） 

「デコポン」（登録商標）
で知られている柑橘。果
汁が多く、ジューシー。
薄皮ごと食べられます。

有明海で養殖され、若芽のうちに摘み取っ
たやわらかくうまみ成分の多い「秋芽一番
摘み」の新海苔。「かみごたえがありながら、
さくっと歯切れが良く、口の中でふわっと溶
けるのが秋芽一番の特
徴」と語る成清海苔店
の店主・成清忠さん。お
にぎりや手巻き寿司に
して味わって。

香り高い新海苔をまずはおにぎりで香り高い新海苔をまずはおにぎりで

     ※次回取り扱いは12月頃予定。        λ成清海苔店（福
岡県柳川市）     

1359        
     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） 

効率よりおいしさ優先で品種を選択し、健
康的な飼育を行っている仙台黒豚会から。
いろいろな料理に使えて出番の多い豚小間
切を、バラ凍結でお届けします。チャック付
き袋入りなので、使いたい分だけ取り出せ
て便利。肉のう
まみが料理を一
層こく深く仕上
げます。

使い勝手抜群！ 常備品に便利使い勝手抜群！ 常備品に便利

イメージイメージ
           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   

1259    ττ       
     冷凍豚小間切・バラ凍結  

  400g   907円  （税込980円） 

ローストチキンにぴったりな、半羽の少量規
格です。自然に近い開放型鶏舎でじっくりと
育てた鶏肉は、身が締まって弾力があり、う
まみもたっぷり。テーブルに並べるだけで、
食卓が一層華やかになります。桃の節句の
ごちそうにおす
すめです。

小家族向けの1／2羽です小家族向けの1／2羽です

イメージイメージ 限定 288

     ※今週は通常の2倍ポイントです。※解凍には冷蔵
庫で約2日かかります。        λまほろばライブファーム
（山形県高畠町）     

1266    ττ       
     鶏1／2羽・生冷凍（まほろば）  

  800g以上   1,389円  （税込1,500円） 

大ぶりの天然エビに衣を付けて、急速冷凍。
ぷりぷりとした身には甘みがしっかりのっ
て、食べごたえも十分です。冷凍のまま揚げ
るだけで、お子さんの
大好きなごちそうメ
ニューが簡単に作れ
ます。ひな祭りのス
ペシャルメニューに。

大ぶりの身でごちそうエビフライ大ぶりの身でごちそうエビフライ

イメージイメージ

ひな
まつり

             λ札幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証
  θえび・小麦・卵 

1334    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     えびフライ  

  150g(5尾)   847円  （税込915円） 

ミャンマー北西部のザガイン管区産のひまわり
のはちみつ。藤井養蜂場は現地の養蜂家と交流
し、厳しい品質管理のもとで高品質なはちみつ
を輸入しています。本品の売
上の一部は、現地の養蜂家
支援に役立てられます。柑
橘を思わせるさわやかな風
味をお楽しみください。

柑橘類を思わせるさわやかな風味柑橘類を思わせるさわやかな風味

     ※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）     

1434    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ミャンマー産ひまわりハチミツ 1kg  

  1kg   1,680円  （税込1,814円） 

人数に合わせて無駄なく使える3規格
必要な分だけお買い求めいただけるよう、2枚、3枚、
5枚と、3つの規格をご用意しました。ご家族の人数
や、用途に合わせてご利用ください。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

豚肉自体のおいしさに定評あり
黒豚バークシャー種に一般的な豚を掛け合わせた、
仙台黒豚会オリジナルの豚肉。赤身と脂身のバラン
スがトンカツやソテーにぴったりの、ロース肉を使
っています。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

ジューシで食べごたえ十分な厚切り
厚さ約15mmにスライスしました。1枚でもしっか
り満足できるボリュームです。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

かむごとにあふれるうまみとかむごとにあふれるうまみと
抜群の食べごたえで大人気の厚切り肉抜群の食べごたえで大人気の厚切り肉

イメージイメージ
仙台黒豚会
豚ロースソテー・トンカツ用

イチオシ

創業300年以上の老舗・庄分酢が伝統的な
静置発酵法で、じっくり発酵させた純米酢
に、国産のきび糖や醤油、昆布だしなどを合
わせました。酢めしは1
合に20ccが目安。ちら
し寿司や手巻き寿司は
もちろん、酢の物やピク
ルスなどにも使えます。

昔ながらの製法で老舗が造るすし酢昔ながらの製法で老舗が造るすし酢

イメージイメージ

ひな
まつり

             λ庄分酢（福岡県大川市）    θ小麦・大豆 

1619    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     職人さんのすし酢  

  360ml   515円  （税込556円） 

   豚ロースソテー・トンカツ用            
 1247    υυб б     

 200g(2枚)    600円    （税込648円）      
 1248    υυб б     

 300g(3枚)    886円    （税込957円）

           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   

1247

 1249    υυ   
 徳用   500g(5枚)    
 1,454円    （税込1,570円）

ь       

ь                                                              

4 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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。

tsuci17_109_p04_04A.indd   4 2017/02/06   13:09:33



ブロッコリーに、刻んだゆで
卵などをさっと盛り付けるだ
けととても簡単。卵の黄身を
ミモザの花に見立てた華や
かサラダで、ひと足早く春の
訪れを感じてください。味付
けはマヨネーズやドレッシン
グなどお好みでどうぞ。

ミモザサラダ

メレンゲを混ぜたさくっと
軽い衣の中から、ほくっと
したブロッコリーの甘み
が口いっぱいに広がりま
す。ミニトマトなど色とり
どりの野菜と一緒に揚げ
れば、パーティーメニュー
にもぴったり。

彩り野菜の
フリッター

オリーブオイルとにんに
くで煮込むアヒージョは、
ビールやワインのおつま
みにおすすめです。ほくほ
くのブロッコリーに肉厚な
マッシュルームやぷりぷり
のエビを合わせれば食感
豊かな一皿に。

アヒージョ

             λ有機、無～7割減／天恵グルー
プ、黒沢グループ、岡村グループ、他
／愛知県、埼玉県、長崎県、神奈川
県、静岡県、茨城県、千葉県     

1099    υυ             ブロッコリー  
  1コ   318円  （税込343円） 

※丸い品種か細長い品種のどちらかをお届けします。        λ8
～7割減／長崎有機農業研究会、高生連、やさい耕房伊勢
崎、他／長崎県、徳島県、群馬県、熊本県、高知県、沖縄県     

1114              ミニトマト  
  200g   398円  （税込430円） 

毎週 9039

     ※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     

1133    υυ             ブラウンマッシュルーム  
  100g   248円  （税込268円） 

1366    υυбб   NN 3/6お届け週    
     平飼卵  

  10コ   518円  （税込559円） 
 風通しが良く運動できる環境と、抗生物質に頼らず育てた鶏の卵で
す。    ※卵の総重量は 550g以上です。※生産者は「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）です。          δお届け後6日保証  θ卵 

毎週 9066

     ※お買い上げ代金の
うち7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 1313    ττ       

     下処理済エコシュリンプ（Ｌ）  
  140g（7尾以上）   896円  （税込967円） 

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

                      

 香りも甘みもぎゅっと
凝縮。うれしい驚きの
声を毎年いただく、大
好評のおいしさです。
    ※お届け後、なるべくお
早めにお召し上がりくだ
さい。        λ8～7割減／戸
村 弘一／栃木県     

1020    υυ             栃木のとちおとめ（いちご）  
  200g   658円  （税込711円） 

ひな
まつり

ひな祭りのデザートにいかが？ひな祭りのデザートにいかが？

     ※予定品目・量目は、生育状況により変更になる場
合があります。    ■セット内容／（予定）新玉ねぎ2コ、
ブロッコリー1コ、小松菜1パック、トマト2コ、グリー
ンアスパラガス100g、ピーマン150gなどの野菜6
品目、しらぬい2コなどの果物1品目。[1019] 熊本
県産・有機米（白米）「森のくまさん」300g         

   お日さま育ちの九州＆沖縄野菜・果物セット            
 1018       1セット   2,280円    （税込2,462円）      
 1019     米つき   1セット   2,580円    （税込2,786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     

1023              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） 

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

   ふじ（りんご）            
 1021       450g（2コ）    388円    （税込419円）      
 1022       800g(2コ以上)    628円    （税込678円）                                                                               

1021

イメージイメージ

人気の品種から、希少品種まで。人気の品種から、希少品種まで。
いろいろな味をお楽しみくださいいろいろな味をお楽しみください

個性豊かな柑橘を2～4種類お届
けするセット。「いろいろな柑橘を
食べてみたい」という方におすすめ
です。組み合わせを変えてお届け
するので、何が届くかはお楽しみ！

     ※品種を紹介したリーフレット付き。    ■セット
内容／伊予柑、ぽんかん、はっさく、しらぬい、
などの中から2～4種類。         

1039              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） 

イメージイメージ

1024             留
とどめ

目さんの特別なりんご（ふじ）  
  1kg   1,280円  （税込1,382円） 

 留目さんがこだわりに
こだわった、栽培期間
中農薬不使用のきわめ
て希少なりんごです。
今号までの取り扱い。
ぜひご賞味ください。 
   ※保存する場合は冷蔵庫
へ。        λ無／留目 昌明／
青森県     

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ5割減／新農
業研究会／青森県     

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。        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） 

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

ブロッコリーが、最もおいし
い時季はまさに今！ 寒さを
乗り越えるために栄養と糖
分をしっかり蓄えた濃い甘み
は食卓で主役にもなれるお
いしさです。サラダはもちろ
ん、煮込み料理や炒め物、お
弁当にも活躍します。

旬旬ののほくほくほくほく
ブロッコリーブロッコリー

芯までしっかり濃い甘み

暖かな九州・沖縄のお日さまを暖かな九州・沖縄のお日さまを
たっぷり浴びてじっくり育ちましたたっぷり浴びてじっくり育ちました

イメージイメージ

九州・沖縄で育った、野菜や果物をセッ
ト。いずれも農薬を極力抑え、ていね
いに栽培しています。温暖な気候でじ
っくり、ゆっくり育まれた野菜と果物の
おいしさを、ぜひお試しください。

口いっぱいに広がるさわやかな香り。口いっぱいに広がるさわやかな香り。
大人気の「ふじ」をたくさんどうぞ大人気の「ふじ」をたくさんどうぞ

数あるりんごの品種のなかでも、
不動の人気を誇る「ふじ」。豊富な
果汁と強い甘み、シャキシャキと
した歯ごたえやさわやかな香りが
特徴です。そのままはもちろん、サ
ラダにしても。

留目昌明さん留目昌明さん

留目さんの「特別な」りんご留目さんの「特別な」りんご

5109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。 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　
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1027    υυ            もったいナイ・規格外りんご  
  1kg   598円  （税込646円） 

     ※形の悪いもの、傷あり、小さいものなど。品種はふじ、王
林などです。ご注文多数の場合は、「ふじ（りんご）770g」
を646円（税込）でお届けします。※保存する場合は冷蔵
庫へ。        λ6～5割減／新農業研究会、他／青森県、長野県     

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。    ■セット内容／
ふじ、王林、こうこう、他のなかから2種以上お
届けします。         

1028              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

                      

 たっぷりの果汁とこくのある
甘みが魅力で、人気の柑橘
です。旬の季節、存分にご堪
能ください。
            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            
 1030       450g    298円    （税込322円）      
 1031       800g    468円    （税込505円）                                                                               

ぷりぷりの果肉にたっぷりの果汁ぷりぷりの果肉にたっぷりの果汁

1030

 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。
            λ8～7割減／ブレス・波村 郁夫／熊本県     

   達人 熊本・波村さんのぽんかん            
 1033       500g    378円    （税込408円）      
 1034       1kg    678円    （税込732円）                                                                               

1033

 一般では「デコポン」（登録商標）で知られている人気の柑橘です。甘
み・酸味のバランスが絶妙で、みかんのように薄皮ごと食べられます。
            λ有機、無～6割減／ブレス、肥後あゆみの会、南
伊豆太陽苑生産者グループ、他／熊本県、静岡県     

1036              しらぬい（柑橘）  
  450g   398円  （税込430円） 

             λ有機、無～7割減／肥後あゆみの会、南伊
豆太陽苑生産者グループ／熊本県、静岡県     

1037              はるか（柑橘）  
  450g   378円  （税込408円） 

 宝石のように輝く果
肉のぷちぷちと弾け
る食感が魅力。清ら
かな香りとさっぱりと
した甘みが上品なお
いしさ。
            λ無～6割減／肥後あ
ゆみの会、ブレス、高生
連／熊本県、高知県     

1032              ぶんたん（土佐ぶんたんまたはパール柑）  
  700g   588円  （税込635円） 

ぷちぷちと弾ける食感が人気ぷちぷちと弾ける食感が人気

 樹上で熟成したはっ
さくは、酸味の中にも
しっかりとした甘みが
あり、さわやかな香り
とサクサクした食感
が魅力です。
            λ9割減／川端 敬グル
ープ／和歌山県     

1029              和歌山・川端グループのはっさく  
  1kg   398円  （税込430円） 

冬の樹上で完熟、甘みを蓄えました冬の樹上で完熟、甘みを蓄えました

 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／宮崎アグリアート、高生連／宮崎県、高知県     

1038              きんかん  
  300g   358円  （税込387円） 

 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            
 1043       500g    
388円    （税込419円）   毎週 9018      

 1044       1kg    
678円    （税込732円）   毎週 9019                                                                               

シナモントーストでカフェ気分♪シナモントーストでカフェ気分♪

イメージイメージ

1043

 ラ・フランスから生まれた比較的大玉の洋
梨。とろける果肉と香りが魅力の品種です。
    ※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     

1040              シルバーベル（洋梨）  
  800g   780円  （税込842円） 

 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            
 1045       500g    
375円    （税込405円）   毎週 9020      

 1046       1kg    
648円    （税込700円）   毎週 9021                                                                               

1045

野菜の8割以上は、有機または
栽培期間中農薬不使用（2016年実績）
　　土壌消毒・除草剤は
原則不使用

野菜

すべて産直

                      

     ※昨年９月の台風・日照不足の影響のため、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、熊本県、鹿児島県、広島県、宮崎県     

1048              有機人参  
  800g   348円  （税込376円） 

     ※昨年９月の台風・日照不足の影響のため、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～5割減／さんぶ野菜ネットワー
ク、千葉畑の会、黒沢グループ、他／千葉県、埼玉県、茨城県、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     

1049              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／平譯 優、早坂 清彦、金井 
修一、他／北海道     

1050              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     

1051              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     

1052              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。また、いろいろな品種をお届けし
ます。        λ無／金井 修一／北海道     

1053              北海道・金井さんのとうや（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／どらごんふらい、モグラ会、大作 
幸一、他／北海道     

   北海道の玉ねぎ            
 1054       1kg    
378円    （税込408円）   毎週 9027      

 1055     徳用   3kg    890円    （税込961円）                                                                               

1054

     ※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

果肉にぎゅっと詰まった甘酸っぱさ。果肉にぎゅっと詰まった甘酸っぱさ。
ビタミンCや食物繊維も豊富ですビタミンCや食物繊維も豊富です

甘みと酸味のバランスが絶妙なキ
ウイフルーツ。さっぱりとした味
わいは、朝食にぴったりです。ビタ
ミンCや食物繊維も多く含まれて
いるので、たくさん食べて毎日を
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／甘楽町有
機農業研究会、松永 剛行、舘野 文雄、他／群馬
県、静岡県、栃木県、神奈川県、石川県、和歌山県     

   キウイフルーツ            
 1041       180g    258円    （税込279円）      
 1042       500g    488円    （税込527円）                                                                               

1041

 季節に合わせて、旬
の果物2～4種類を
お届けします。何が届
くかはお楽しみ。食べ
比べて“お気に入り”
を見つけてください。
        ■セット内容／りんご、
キウイフルーツ、みかん
などのなかから2種以上
をお届けします。         

イメージイメージ
1047              果物セット  

  2種以上   980円  （税込1,058円） 

旬の味覚を少しずつ楽しめます旬の味覚を少しずつ楽しめます

味わいも香りも品種によってさまざま。早春の柑橘をお楽しみください味わいも香りも品種によってさまざま。早春の柑橘をお楽しみください

6 109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。 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　
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西川卓治さんの主な商品

存在感あふれる濃い味ピーマン シャキッと心地よい食感が魅力

ほっと
Story

産地の

西川 卓治
（沖縄県宮古島市）

 煮物やおでんでじっくりと味
をしみ込ませて、やわらかさ
と甘みをご堪能ください。
    〔1058〕※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、大中農友会、天恵グルー
プ、他／神奈川県、滋賀県、愛知県、埼
玉県、千葉県、茨城県、鹿児島県     

   大根            
 1058       1/2本    
158円    （税込171円）   毎週 9029      

 1059       1本    
218円    （税込235円）   毎週 9030                                                                               

大根おろしを添えてあっさりと大根おろしを添えてあっさりと

イメージイメージ

1058

イメージイメージ

 煮物や浅漬けで。や
わらかい葉は、ぜひお
ひたしやお味噌汁で
どうぞ。
    ※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、堀田 辰郎、岡村グル
ープ、他／茨城県、埼玉
県、福島県、千葉県、神
奈川県     

1060              かぶ  
  400g   218円  （税込235円） 

マリネやサラダで甘みを満喫してマリネやサラダで甘みを満喫して

     ※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、
三里塚酵素の会、常総センター、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） 

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

1063              里芋  
  600g   388円  （税込419円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1064              長芋（脱気パック）  
  250g   318円  （税込343円）              λ無／常総センター、大牧農場／茨城県、北

海道     

1065              長芋  
  500g   478円  （税込516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     

1066              ねばトロ大和芋  
  500g   484円  （税込523円） 

             λ有機、無／野原 茂治、常総センター、千葉
畑の会、他／茨城県、千葉県、北海道     

   ごぼう            
 1067       少量150g    158円    （税込171円）      
 1068       300g    265円    （税込286円）                                                                               

1067

     ※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     

1069    υυ             岩国れんこん（洗い）  
  220g   398円  （税込430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、石川県     

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

ひな
まつり

 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／さんぶ野菜ネットワーク、三里
塚酵素の会、福島わかば会、他／千葉県、福
島県、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     

1073    υυ             小松菜  
  200g   208円  （税込225円） 

毎週 9031

イメージイメージ

 早春だけの味覚、掘
りたての島らっきょう
を南国沖縄県からお
届けします。炒めて絶
品、塩もみしてカツオ
節で和えれば◎。
            λ無／真南風の会、他
／沖縄県     

1072              島らっきょう  
  130g   328円  （税込354円） 

清涼感のある辛みを天ぷらにして清涼感のある辛みを天ぷらにして

             λ有機、無／三枝 晃男、つくば中根グルー
プ、深田 友章、他／埼玉県、茨城県、千葉県、
鹿児島県、長崎県、島根県、東京都、広島県、
群馬県、福島県、神奈川県     

1074    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 9032

                      

             λ有機、無／鳥次 耕市、つくばの風、NPO法
人 ゆうきの里東和、他／茨城県、福島県     

1075    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、寺岡有機、大和
田 忠／高知県、広島県、茨城県     

1076    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   218円  （税込235円） 

             λ有機／寺岡有機／広島県     

1077    υυ             有機ベビーケール  
  20g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／いわみ地方有機野菜の会、さん
ぶ野菜ネットワーク、福島わかば会、他／島
根県、千葉県、福島県、鹿児島県、東京都、広
島県、群馬県     

1078    υυ             水菜  
  200g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／栗峰園四万十クラブ、南伊豆太
陽苑生産者グループ、大地と自然の恵み、他
／高知県、静岡県、鹿児島県     

1079    υυ             菜花  
  150g   238円  （税込257円） 

ひな
まつり

             λ有機、無／福島わかば会、小野寺 孝一、か
ごしま有機、他／福島県、茨城県、鹿児島県、
宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県     

1080              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     

1081    υυ             チンゲンサイ  
  200g   188円  （税込203円） 

 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。                 

1082              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、新潟県     

1083              長ねぎ  
  300g   226円  （税込244円） 

毎週 9034

             λ有機、無～8割減／宮崎アグリアート、真
南風の会、西川 卓治、他／宮崎県、沖縄県     

1118              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

ッと心地よい食感が

     ※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、西
川 卓治、沖縄畑人村、他／沖縄県     

1120              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

宮古島に入植して15年。
有機JAS栽培のピーマンに取り組み中
西川卓治さんは農業を志し、新規就農者の研修施設で学んだ後、お
つれあいの真衣子さんの故郷である宮古島に入植。今年で15年目
を迎えます。入植当時から、同じ宮古島で有機農業に取り組む生産
者グループ・真南風（まはえ）の会の先輩生産者にアドバイスを受
けながら栽培を続けてきました。そして、3年前に真南風の会から独
立し、有機JAS認証も取得。島の若い生産者たちに影響を与えたい
と張り切っています。

西川さんより、今年の収穫状況と意気込みが届きました！
「12月は例年より格段に暖かく、年が明けてもまるで初夏のような
天気だったので、ピーマンもいんげんも一気に収穫量が増えました。
昨年はアブラムシなどの害虫に悩まされ、予定より1カ月ほど早く収
穫が終わってしまったので、今年はそうならないよう管理に気を付
けています。有機JAS栽培で使える資材は多くないので、害虫対策
として天敵を取り入れるなど、畑の環境作りに力を入れて、害虫や
病気に対応していきたいと思っています」 農産担当：市川 泰仙

西川卓治さんとおつれあいの
真衣子さん（写真上）

畝
うねま

間に木くずを敷いて、微生物の
活性化を促します。（写真下）

7109号毎週 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。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。
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幸せレシピ
野菜がおいしい Vol.34 （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。著書に
「100歳までサビない栄養レシ
ピ」など。

堀知佐子さん
レシピ提供

お得な野菜セット「ベジタ」
季節の野菜が届く、大地宅配の人気№1野菜セットです。料理家・堀 知佐子さんのレシピや
産地情報をご紹介するリーフレット付きで、“野菜のある食卓”が一層楽しくなります。 

畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めてある日の「ベジタ」は

単品で購入するよりも 
5％（※1）お得になることも！

                      

   お届け時期注意３／６（月）週か３／１３（月）週のお届けとなります。本品のみ
のお届けでも、配送手数料がかかります。          λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

1134    υυ             予約 ジャンボマッシュルーム（ブラウン）  
  1コ   460円  （税込497円） 

限定 300

 豚肉に塩・香辛料を直
接すり込む乾塩法で漬
け込んでスモーク。深み
のある味わいをどうぞ。
            λファイン（山形県高畠
町）  δお届け後7日保証   

1210    υυ   NN 3/13お届け週    
     ベーコンスライス（ファイン）  

  90g   411円  （税込444円） 

 こくのある本格的な味わい。スラ
イスしてサンドイッチやサラダ、ト
ーストやピザなどにどうぞ。    ※外
側のろうははがしてお召し上がり
ください。        λ木次乳業（島根県雲
南市）  δお届け後30日保証  θ乳 

1397    υυ   NN 3/13お届け週    
  $$   大地宅配のゴーダチーズ  

  180g   931円  （税込1,005円） 

限定 360

                      

1～2人用

ベジタ

S
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

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）

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

イメージ

● 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

（※1）2016年1～12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）に対する充当率が、平均105%以上でした。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。

イメージ

葉菜 葉物2種
各1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）

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

3～4人用

ベジタ

L
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

イメージ

2～3人用

ベジタ

M
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＋

べジタMお届け目安（9品目）

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

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

畑の応援登録
旬の果物が
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。

日本各地に伝わる
珍しい在来品種豊作の野菜が

通常価格より
10％以上お得

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 1009
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 1012

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 1010
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 1013

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 1011
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 1014

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

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9012 2104

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

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9013 2105

              
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）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9014 2106

【作り方】
①玉ねぎとベーコンはみじん切りにして、よ
く混ぜ合わせる。
②マッシュルームのかさに①を詰めてチー
ズをのせ、電子レンジで約1分加熱する。
③オーブントースターで焼き色が付くまで
焼き、仕上げにこしょうを振る。

【材料（2人分）】
ジャンボマッシュルーム ····················· 2コ
玉ねぎ ··········································1/6コ
ベーコン ··········································· 4枚
チーズ（溶けるタイプ） ······················ 80g
こしょう ··········································· 少々

大きく肉厚なマッシュルームでジューシーに♪

ジャンボマッシュルームと玉ねぎのチーズ焼き

ポットベラ（PORTA BELLA）と呼ばれるジャン
ボマッシュルーム。かさの内側が開いていて、肉
詰めなどにすればメインディッシュができ上が
り。肉厚な食べごたえとうまみをご堪能ください。

今週は

ジャンボ
マッシュルーム

玉ねぎとベーコンを細かく刻み、よく混ぜ合わせておくのがポイント。
ベーコンのうまみが玉ねぎに移り、全体に味と香りがしみ込みます。

イメージイメージ イメージイメージ イメージイメージ

8 109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。 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　
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コンセプト野菜セット

【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。

■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

■セット内容／（予定）人参、さつまいも、白菜、
葉物、りんごなど

■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。

             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、新潟県     

   ムキねぎ            
 1084       少量100g    168円    （税込181円）      
 1085       200g    246円    （税込266円）                                                                               

1084

             λ有機／大地と自然の恵み、いわみ地方有
機野菜の会／高知県、島根県     

1086              有機葉ねぎ  
  100g   198円  （税込214円） 

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

1087    υυ             ニラ  
  100g   168円  （税込181円） 

毎週 9033

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

1088              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     

1089    υυ             あさつき  
  130g   189円  （税込204円） 

 早春の美味、酢味噌でぬた和えがなんといっても
おすすめ。サラダや煮付け、卵とじなどにもどうぞ。
    ※青葉が長い場合は、葉先をカットしてお届けする場合があります。
        λ有機、無／長崎有機農業研究会、もっこす倶楽部／長崎県、熊本県     

1090              葉玉ねぎ  
  300g   288円  （税込311円） 

 山形県の伝統野菜で、雪の下から掘り出
した野の香りが魅力です。さっと湯にく
ぐらせ、酢味噌和えやおひたしでどうぞ。
            λ無／月山パイロットファーム／山形県     

1091              日本むかし野菜 月山のひろっこ  
  130g   298円  （税込322円） 

             λ有機、無／大地と自然の恵み、ケレスファ
ーム／高知県     

1092              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     

1094              青森のにんにく  
  100g   378円  （税込408円） 

イメージイメージ

 にんにくができる前
の若い茎葉。にんにく
の香りが食欲をそそ
ります。葉にんにくの
レバー炒めに。
            λ有機／かごしま有機
／鹿児島県     

1095              鹿児島の有機葉にんにく  
  100g   238円  （税込257円） 

香ばしく、やわらか。四川料理に香ばしく、やわらか。四川料理に

             λ有機／ひさまつ農園、矢澤園芸／茨城県     

1096              有機青じそ  
  10枚   238円  （税込257円） 

             λ有機／矢澤園芸／茨城県     

1097              有機スイートバジル  
  15g   218円  （税込235円） 

             λ有機／ハーブスマン’ｓ／茨城県     

1098              有機パクチー  
  30g   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～7割減／天恵グループ、黒沢グ
ループ、岡村グループ、他／愛知県、埼玉県、
長崎県、神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県     

1099    υυ             ブロッコリー  
  1コ   318円  （税込343円）  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／飯塚 一実、農事組合法人 丸和、さん
ぶ野菜ネットワーク、他／茨城県、千葉県、愛知県     

1101              サニーレタス  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ有機、無／飯塚 一実、小野寺 孝一、農事
組合法人 丸和、他／茨城県、千葉県     

1102              グリーンリーフ  
  1コ   208円  （税込225円） 

イメージイメージ

シャキシャキとした歯ざわりはシャキシャキとした歯ざわりは
チャーハンに入れてもおいしいチャーハンに入れてもおいしい

みずみずしく、パリッとした歯ざわ
りが楽しいレタス。サラダの他、炒
め物やスープなど、いろいろな料
理に使えます。チャーハンにすれ
ば、シャキシャキとした食感がアク
セントになり一層美味に。

             λ有機、無～5割減／すけむねレタスグルー
プ、長崎有機農業研究会、ユニオンファーム、
他／静岡県、長崎県、茨城県、宮城県、千葉県     

1100    υυ             レタス  
  1コ   298円  （税込322円） 

毎週 9035

             λ8割減／澤島 一弘、岡安 平之／静岡県、
愛知県     

1105              芽キャベツ  
  200g   388円  （税込419円） 

             λ無～6割減／福井 
忠雄、岡村グループ、信
末農場グループ、他／
埼玉県、栃木県、長崎
県、茨城県、千葉県     

   白菜            
 1106       少量1/4コ    126円    （税込136円）      
 1107       1/2コ    208円    （税込225円）      
 1108       1コ    348円    （税込376円）                                                             

1106

             λ有機、無／天恵グル
ープ、沖縄畑人村、鳥越
農園ネットワーク、他／
愛知県、沖縄県、福岡
県、鹿児島県     

   グリーンセロリ            
 1109       200g    318円    （税込343円）      
 1110       徳用800g    498円    （税込538円）                                                                               

1109

             λ有機、無～8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     

1113              九州・沖縄のトマト  
  400g   548円  （税込592円） 

                      

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

   キャベツ            
 1103    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037      

 1104       1コ    
278円    （税込300円）   毎週 9036                                                                               

1103

     ※丸い品種か細長い品種のどちらかをお届
けします。        λ8～7割減／長崎有機農業研究
会、高生連、やさい耕房伊勢崎、他／長崎県、
徳島県、群馬県、熊本県、高知県、沖縄県     

1114              ミニトマト  
  200g   398円  （税込430円） 

毎週 9039

             λ無／千葉畑の会／千葉県     

1093              かおる三州生姜  
  200g   239円  （税込258円） 

1017        
      有機ＪＡＳ
認証野菜セット  
  1セット(7品)   2,000円  （税込2,160円） 

毎週 9009

1016        
      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） 

毎週 9008

1015        
      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） 

毎週 9007

中華料理の定番、ホイコーロー。中華料理の定番、ホイコーロー。
甘いキャベツを堂々の主役にして甘いキャベツを堂々の主役にして

イメージイメージ

甘みとうまみがぎゅっと詰まった
キャベツ。豚肉、ピーマンと合わせ
て、ホイコーローにしてどうぞ。キ
ャベツは手早く炒めてシャキシャ
キ感を残すのが、おいしく仕上げ
るこつです。

北海道や甲信越、愛知より
西の産地からお届け

希少な有機栽培の
野菜のみに限定

食べることが産地の
応援につながります

イメージ

イメージ

イメージ

9109号毎週 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。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。
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     ※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     

   きゅうり            
 1115       少量180g    245円    （税込265円）      
 1116       300g  

  348円    （税込376円）   毎週 9040                                                                               

1115

 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     

1117              九州の長なす  
  300g   368円  （税込397円） 

     ※サイズは300g～550g・価格は388円～
711円（税込）の間でお届け。サイズのご指定
はできません。※白皮かぼちゃをお届けする
場合があります。        λ有機、無～6割減／真南
風の会、かごしま有機／沖縄県、鹿児島県     

1119              かぼちゃ  
  カット（1/4コ以上）   658円  （税込711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、西
川 卓治、沖縄畑人村、他／沖縄県     

1120              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

イメージイメージ

相性の良い挽肉を詰めて相性の良い挽肉を詰めて
家族が喜ぶメインおかずのでき上がり家族が喜ぶメインおかずのでき上がり

ビタミン豊富な緑黄色野菜の代
表・ピーマン。独特の香りと、料理
にアクセントを加えるほのかな苦
味が特徴です。チンジャオロース
などの炒め物や、みんなが好きな
肉詰めにして。

             λ有機、無～8割減／宮崎アグリアート、真
南風の会、西川 卓治、他／宮崎県、沖縄県     

1118              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円）              λ無～8割減／真南風の会／沖縄県     

1121              いんげん（びっくりジャンボ）  
  100g   298円  （税込322円）  大地を守る会の生産者の小粒大豆を地

下水だけで育てました。            λ飯塚商店（埼
玉県深谷市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1122    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     大地宅配の国産大豆もやし  

  200g   184円  （税込199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   

1123    υυ   NN 3/6お届け週3/6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

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     

1124    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   298円  （税込322円） 

毎週 9042

イメージイメージ

 肉厚が自慢の「とっと
り115」。焼いても煮
てもそのうまみと食
べごたえに大満足な
逸品です。たっぷりご
堪能ください。冬季限
定商品。
            λ無／菌興椎茸協同組
合／鳥取県     

1125    υυ             肉厚食べごたえ生しいたけ（原木栽培）  
  150g   458円  （税込495円） 

「山のアワビ」といわれるほど肉厚「山のアワビ」といわれるほど肉厚

             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     

1126    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

 清流最上川支流域の
鮭川村で栽培。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     

1127    υυ             洗いなめこ  
  100g   198円  （税込214円） 

つるんとしてコシのある歯ざわりつるんとしてコシのある歯ざわり

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     

1128    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     

1129    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     

1130    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     

1131    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     

1132    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     

1133    υυ             ブラウンマッシュルーム  
  100g   248円  （税込268円）    お届け時期注意３／６（月）週か３／１３（月）

週のお届けとなります。本品のみのお届けで
も、配送手数料がかかります。          λ無／舟形マ
ッシュルーム／山形県     

1134    υυ             予約 ジャンボマッシュルーム（ブラウン）  
  1コ   460円  （税込497円） 

限定 300

         ■セット内容／タモギタケ、ヒラタケ、トキイ
ロヒラタケ、ヤナギマツタケ、エノキダケのな
かから3～4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     

1135    υυ             きのこセット  
  1セット(200g)   358円  （税込387円） 

イメージイメージ

2003      
     葉付大根  

  1本   258円  （税込279円） 
             λ有機、無～8割減／黒崎有機栽培研究会、大中農友会、天恵グルー
プ、他／神奈川県、滋賀県、愛知県、埼玉県、千葉県、茨城県、鹿児島県     

2005    υυ     
     西のニラ  
  100g   182円  （税込197円） 
             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連／高知県     

2008    υυ     
     有機レタス  

  1コ   348円  （税込376円） 
             λ有機／ユニオンファーム／茨城県     

2010      
     フルーツトマト  

  200g   398円  （税込430円） 
             λ有機、無／肥後あゆみの会／熊本県     

2001      
     ピンクレディー®（りんご）  

  350g（2コ以上）   458円  （税込495円） 
             λ5割減／農事組合法人増野／長野県     

2004      
     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     

2006      
     有機パセリ  

  30g   146円  （税込158円） 
             λ有機／大地と自然の恵み／高知県     

2009      
     西のキャベツ  

  1コ   298円  （税込322円） 
             λ有機、無／天恵グループ／愛知県     

2011    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ホワイト）  
  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 1002002      
     沖縄の新玉ねぎ  
  600g   338円  （税込365円） 

             λ有機、無／真南風の会／沖縄県     

2007    υυ     
     西のブロッコリー  

  1コ   338円  （税込365円） 
             λ無～8割減／天恵グループ、長崎有機農業研究会／愛知県、長崎県     

イメージイメージ

色鮮やかでみずみずしいおいしさを色鮮やかでみずみずしいおいしさを
サラダやカルパッチョにしてどうぞサラダやカルパッチョにしてどうぞ

料理を一段と華やかにしてくれる
トマトは、みずみずしくさわやかな
味わいが魅力。お好みの野菜や、
肉・魚介と合わせて、サラダやカル
パッチョにしてお召し上がりくだ
さい。

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

   トマト            
 1111       400g    
488円    （税込527円）   毎週 9038      

 1112       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1111

10 109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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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） 1136 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,270円（税込2,452円） 1163 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,300円（税込2,484円） 1164 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,100円（税込2,268円） 1165 毎週 9290 隔週 9291 ¼  週 9292

有機秋田あきたこまち
λ有機／浅野 雄祐、他／
秋田県

白 米

5kg

3,455円（税込3,731円） 1137 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1138 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1139 毎週 9281 隔週 9282 ¼  週 9283

有機宮城ササニシキ 
λ有機／蕪粟米生産組合、
他／宮城県

白 米

5kg

3,255円（税込3,515円） 1140 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,295円（税込3,559円） 1141 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 2,975円（税込3,213円） 1142 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／おきたま興農舎、他／
山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1146 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1147 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1148 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／竹中池湧水有機生産組合、他／
鹿児島県、熊本県、宮崎県、
大分県、広島県、島根県、
岡山県、滋賀県、福岡県

  無洗米 

5kg

3,660円（税込3,953円） 1143 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,680円（税込3,974円） 1144 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1145 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） 1149 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1150 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1151 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） 1152 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,830円（税込3,056円） 1153 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,640円（税込2,851円） 1154 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） 1155 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1156 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1157 毎週 9257 隔週 9258 ¼  週 9259

北海道ななつぼし 
λ9～7割減／当麻グリーンライフ、
他／北海道

白 米
1.5kg 850円    （税込918円） 1158 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1159 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1160 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1161 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1162 毎週 9272 隔週 9273 ¼  週 9274

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

粘り、甘みの
バランスが良い
北海道米

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。

                      
   有機おきたまコシヒカリ            
 1168     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          

 1169     七分 5kg    3,670円    （税込3,964円）          

 1170     玄米 5kg    3,450円    （税込3,726円）                                                                             
 最上川の上流にあたる清流から水を引き、米作りをして
います。豊かな環境がおいしい米を作ります。            λ有機／
おきたま興農舎／山形県     

   有機信州コシヒカリ            
 1171    無洗米    白米 2kg    1,550円    （税込1,674円）          

 1172      胚芽米  2kg    1,530円    （税込1,652円）                                                                                                   
 四方を山に囲まれた長野県随一の米どころである佐久
平で、健康な米を作りたいと生産者が励んでいます。
            λ有機／ＪＡ佐久浅間臼田有機米部会 ／長野県     

   有機やまろくコシヒカリ            
 1166     白米 2kg    1,180円    （税込1,274円）          

 1167     玄米 2kg    1,080円    （税込1,166円）                                                                                                   
 有機規格が日本で始まる以前から、同等レベルの米作り
を実践。栽培技術は一級品、毎年安定した品質の米作り
が好評です。            λ有機／やまろく米出荷協議会／福島県     

   有機北海道ふっくりんこ            
 1173     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          
 1174     玄米 5kg    3,260円    （税込3,521円）                                                                                                   
 「一粒一粒がふっくらとしておいしそう」というのが名前の
由来。ふっくらとした食感が人気です。    〔1174〕※葉緑素
の残った緑色の玄米（活青米 いきあおまい）が多く混じっ
ている場合があります。        λ有機／金子 英治／北海道     

   有機熊本森のくまさん            
 1175     白米 5kg    3,680円    （税込3,974円）        
 1176     七分 5kg    3,680円    （税込3,974円）                                                                                                 
 熊本で開発されたイチオシの品種。コシヒカリとヒノヒカ
リを親にしているサラブレッド。粘りと甘みが強いお米
です。            λ有機／大和 秀輔、他／熊本県     

                      

   提携米大潟村あきたこまち            
 1177     白米 5kg    2,752円    （税込2,972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。            λ8割減／
ライスロッヂ大潟／秋田県     

                      
   青森あきたこまち            
 1178    無洗米    白米 5kg    2,530円    （税込2,732円）          

 1179      胚芽米  5kg    2,580円    （税込2,786円）                                                                                                   
 やや小粒ですが、コシヒカリの血を受け継ぐ食味の良い
品種。十分に水に浸して、多めの水で炊くのがこつです。
            λ9～8割減／新農業研究会／青森県     

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

 1184     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     

   宮城ササニシキ            
 1180     白米 5kg    2,450円    （税込2,646円）          

 1181     七分 5kg    2,450円    （税込2,646円）          

 1182     玄米 5kg    2,220円    （税込2,398円）                                                                             
 淡白であっさりとした味と食感。和食に代表される薄味
のおかずや寿司めしにとってもよく合います。            λ8割減
／ライスネット仙台、他／宮城県     

ライスネット仙台の皆さんライスネット仙台の皆さん

   北海道ゆめぴりか            
 1185     白米 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1186     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     

   大分にこまる            
 1187    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）          

 1188     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                                                   
 味の良い品種として九州で開発され、秘かな人気のにこ
まる。見ためも良く、甘みと粘りのバランスが良好です。
            λ8割減／豊後の大地、他／大分県     

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

11109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30または45または50ポイント が付きます。 登録方法は40ページをご覧ください。
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ほっと
Story

の産地

豊後の大地の内田俊和さん豊後の大地の内田俊和さん

豊後の大地
（大分県豊後大野市）

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。

             λ8割減／豊後の大地、他／大分県     

   大分にこまる            
 1187        無洗米    白米 5kg  
  2,770円    （税込2,992円）      
 1188         七分 5kg  
  2,680円    （税込2,894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

                      

 「こがねもち」の特徴
は雪のような白さ、粘
りとコシ。最高級ラン
クのもち米で、長年愛
されているロングセ
ラーの商品です。    ※予
定品種：こがねもち、
他。        λ有機／あきた
原人／秋田県     

1189    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機もち米  
  白米 2kg   1,530円  （税込1,652円） 

ひな
まつり

 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。    ※注文数によっては量目を調整し
てお届けします。        λ8割減／神田 長平／新潟県     

1190        
     いろいろ米  
  玄米 2kg   1,886円  （税込2,037円） 

 北海道江別の土、水、豊かな自然で育ち、自
然乾燥で風味良く仕上げました。赤飯はも
ちろん、あんこにしていろいろな甘味をお楽
しみください。            λ無／金井 修一／北海道     

1191    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     北海道江別・金井さんの大納言小豆  

  250g   540円  （税込583円） 
 6,000気圧の超高圧をかけた消化吸収の良い玄米で
す。    ※一般炊飯器で本品120gに対し水1合（180cc）
の割合で、30～60分水に浸してから炊いてください。
        λかどまさや（和歌山県橋本市）  δお届け後60日保証   

1192    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   スーパー玄米（手軽に炊けるおいしい玄米）  

  1kg   1,314円  （税込1,419円） 

限定 1000
イメージイメージ

 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）     

1193   б б   NN 3/6お届け週3/6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

イメージイメージ

1194        
     七福豊穣米の素  

  500g   1,200円  （税込1,296円） 

 厳選された国産の大麦
（押し麦）・黒米・赤米・
あわ・きび・ひえ・アマラ
ンサスを使用。雑穀を手
軽に摂取できます。    ※炊
飯時、お好みの量を加え
て炊いてください。  ■内
容／大麦（押し麦）、黒
米、赤米、あわ、きび、ひ
え、アマランサス      λマゴ
メ（東京都八王子市）     

7種の雑穀はいずれも貴重な国産7種の雑穀はいずれも貴重な国産

イメージイメージ

1195        
     熊本ゆのまえ産もち麦  

  350g   1,100円  （税込1,188円） 

 お米と一緒に炊飯器
で炊くだけ。ぷちぷち
とした食感を楽しめ
ます。ゆでてサラダや
スープにも。            λベス
トアメニティ（福岡県
久留米市）     

限定 800

水溶性食物繊維、β-グルカンが含まれています水溶性食物繊維、β-グルカンが含まれています

冷凍野菜
水煮など

原料は国産を原則とし、
国内工場で製造

海外製品はオーガニック

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

                      

 赤飯が炊飯器で簡単に炊ける水煮セッ
ト。もち米100％やうるち米とのブレン
ドなど、お好みの炊き方でお召し上がり
ください。            λ山清（香川県綾川町）     

1196    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     有機小豆水煮セット（お赤飯二合用）  
  210g（小豆煮汁140g、小豆煮豆70g）   320円  （税込346円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

イメージイメージ

1197    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

さっと一品作りたいときに便利さっと一品作りたいときに便利

 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）     

1198    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1199    ττ   NN 3/6お届け週3/6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 3/13お届け週3/13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） 
 旬の時季に収穫した枝豆を、うす塩味で
ゆでて急速冷凍しました。解凍してその
ままどうぞ。            λニッコー（神奈川県大和
市）    θ大豆 

1201    ττ       
     おきたま興農舎の冷凍枝豆  

  250g   684円  （税込739円） 

限定 500

 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 

1202    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大豆の水煮  

  150g   359円  （税込388円） 

 新潟県産の大豆・青
大豆、北海道産の金
時豆・白いんげんをミ
ックス。冷蔵品なので
サッと使えます。            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大豆 

1203    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     4種のミックスビーンズの水煮  

  150g   228円  （税込246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2
倍ポイントです。        λケレ
ス沖縄（沖縄県石垣市）     

1205    ττ   NN 3/6お届け週3/6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 3/13お届け週3/13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       
     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）     

1208    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     オーガニックミックスベリー（冷凍）  

  200g   650円  （税込702円） 
 有機栽培されたストロベリー、ブルーベリー、ラズベリーを
旬の時季に収穫し、そのまま冷凍しました。ヨーグルトなど
にどうぞ。      ■原産国／ストロベリー：トルコ、ブルーベリー：
カナダ、ラズベリー：トルコ      λむそう商事（大阪府大阪市）     

ひな
まつり

限定 1000

 国産の孟宗竹を水煮
加工し、使いやすくカ
ットしました。歯ごた
えと風味が良く、煮物、
天ぷらなどにすぐ使
えます。            λ大一食品
工業（福岡県八女市）
  δお届け後30日保証   

1204    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     和竹（竹の子水煮・カット）  

  200g   442円  （税込477円） 

ひな
まつり

温泉だけではない！ 米もおいしい大分県
大分県といえば、由布院や別府が温泉地として有名ですが、豊後の大
地がある豊後大野市は、県の南西部にあり、農耕が盛んな地域として
全国に知られています。同市を流れる大野川とその支流による豊かな
水を利用した水田地帯、そして基盤設備の整った畑作地帯は、県下で
も有数の規模。さらに、ホタルやマツモムシなどの貴重な生き物が見
られるほど、豊かな生態系も特徴の一つです。この環境を生かし、温
暖化による気温が上昇するなかでも品質が安定している「にこまる」
を作っています。甘みと粘りのバランスの良さをお楽しみください。

豊後の大地の皆さん

本コラムは、今号で終了となります。栽培から品種の情報まで、米に
関係するさまざまなテーマを取り上げてきました。特に生産現場への
影響が大きい、国の農業政策や今後見込まれる変化については、会
員様へお知らせすべきテーマだと考え、減反政策や耕作放棄地の問
題、飼料米の拡大など、ちょっと堅いテーマも多かったと思います。そ
のなかでもお知らせできなかったの
が、後継者の問題。紙面も限られて
いるので一言……、大地を守る会
の米生産者は、若い後継者が育っ
ています！ 今後とも、大地宅配のお
米をよろしくお願いいたします。
 農産担当：佐々木 克哉

連載終了にあたってのごあいさつ

「安心できるものを食べてほしい」という思い
で米作りに取り組むJA佐久浅間臼田有機米
部会も、着実に若い後継者が育まれています

12 109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。  ■取り扱い頻度… б б 毎週　■加工品の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

ハム・
ソーセージ

定番

イメージイメージ イメージイメージ イメージイメージ

忙しい春の日は、簡単調理の丼メニューでまんぷく♪忙しい春の日は、簡単調理の丼メニューでまんぷく♪
里芋の里芋の
そぼろ煮丼そぼろ煮丼

親子丼親子丼  塩麹豚丼  塩麹豚丼 

 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   

1215    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

2週目

お試し
ポイント

4週連続

 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   

1212    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575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   

1209    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   535円  （税込578円） 

毎週 9061

1260    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1267    ττ       
     うまか赤鶏モモ肉  

  200g   545円  （税込589円） 
 適度な歯ごたえがあり、ジューシーな部
位。            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1278    υυ       
     豚ロース塩こうじ漬（中津）  

  200g（2枚）   680円  （税込734円） 
 豚ロースを神奈川県産の米から造った
塩麹に漬け込みました。豚肉のうまみが
ぐっと引き出されています。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  εお届け後3日保証   

ハム・
ソーセージ

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

                      

 豚肉に塩・香辛料を直接すり込む乾塩法
で漬け込んでスモーク。深みのある味わ
いをどうぞ。            λファイン（山形県高畠町）
  δお届け後7日保証   

1210    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ベーコンスライス（ファイン）  

  90g   411円  （税込444円） 
 長い時間をかけて熟成、スモークし、豚肉のうま
みを最大限に引き出したショルダーベーコンで
す。    ※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6日保証   

1211    υυ       
     厚切りショルダーベーコン（益子手づくりハム工房）  

  80g   436円  （税込471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   

1213    υυ       
     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） 
 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   

1214    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ボンレスハムスライス（中津）  

  100g   453円  （税込489円） 

イメージイメージ

1216    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456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   

肉の味が生きたシンプルな味付け肉の味が生きたシンプルな味付け

 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   

1217    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1218    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ファインの5種ソーセージ  

  135g   597円  （税込645円） 
 ぷりっとした食感と濃いうまみ。バーベ
キューやおつまみにぴったりです。            λフ
ァーマーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1220    ττ       
     北海道放牧豚骨付きソーセージ  

  90g   545円  （税込589円） 

イメージイメージ

1219    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     北海道放牧豚ボロニアミニソーセージ  

  180g   778円  （税込840円） 

 北海道放牧豚を粗挽
きにして、こしょうな
ど7種類の香辛料を
きかせたソーセージ
にしました。            λファ
ーマーズファクトリー
（北海道恵庭市）     

軽く焼くと一層風味が増して美味軽く焼くと一層風味が増して美味

 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   

1221    υυ       
     フランクフルト  

  180g   587円  （税込634円） 
 パセリをはじめ5種類の香辛料を加えて
焼き上げました。冷蔵庫で自然解凍後、
スライスして軽く焼いてどうぞ。            λファ
ーマーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1222    ττ       
     北海道放牧豚パセリケーゼ  

  200g   739円  （税込798円） 

1276    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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   

イメージイメージ

1275    ττ       
     えばらハーブ豚セット  
  880g(5パック)   2,718円  （税込2,935円） 

 抗生物質無投薬で育てた豚肉で
す。ハーブ飼料の効果でくさみが
なく脂身もあっさり。        ■セット内
容／ローススライスまたはカタロ
ーススライス160g、バラスライス
120g、モモしゃぶしゃぶ用・切り落
とし・挽肉各200g    λ江原養豚（群
馬県高崎市）  δお届け後60日保証   

くせがなく食べやすいハーブ豚くせがなく食べやすいハーブ豚

1277    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ロース豚漬（味噌漬）（中津）  

  200g（2枚）   680円  （税込734円） 
 豚ロースを特製ピリ辛味噌ダレに漬け込み
ました。1枚100gとステーキのようなサイズ
で食べごたえあり。            λ中津ミート（神奈川県
愛川町）  εお届け後3日保証  θ落花生・大豆 

1279    ττ       
     豚ロースステーキ香味パン粉焼用  

  160g（2枚）   635円  （税込686円） 
 ロースに６種類のハーブ、スパイスとパ
ン粉をまぶしました。少し多めの油で冷
凍のまま焼いてください。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）    θ小麦 

 のびのびと育った豚のロース肉を、甘辛
ダレに漬け込みました。やさしい味わいに
ごはんがすすみます。            λファーマーズファ
クトリー（北海道恵庭市）    θ小麦・大豆 

1280    ττ       
     北海道放牧豚ロース漬込み豚丼用  

  160g   700円  （税込756円） 

イメージイメージ

1281    ττ   NN 3/6お届け週3/6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 

厚切りとは一味違うやわらかな食感厚切りとは一味違うやわらかな食感

 無投薬、非遺伝子組み換え飼料で育てた
若鶏のムネ肉を、特製ダレに漬け込みま
した。野菜と炒め合わせても。            λ秋川牧
園（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1282    ττ       
     フライパンで簡単 若鶏生姜焼き用  

  200g   444円  （税込480円） 

イメージイメージ

 秋川牧園の鶏ササミにチーズとバジルなど
3種のハーブが入った衣を付けました。やや
多めの油をひき、フライパンで揚げ焼きに。
            λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵・乳 

1283    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     フライパンで簡単 ささみハーブカツ  

  200g   461円  （税込498円） 

イメージイメージ

 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 

1284    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

セットもの・簡単調理

イメージイメージ

13109号●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。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆

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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にんにくやパン粉の香ばしさとブロッコリーの甘みが食欲をそそる一皿。オリーブオ
イルでカリカリに炒めたにんにくとパン粉に、塩ゆでしたブロッコリーと刻んだパセリ
を炒め合わせるだけと手軽。旬ならではのおいしさをぜひ料理の主役にどうぞ。

ブロッコリーのパン粉焼き アーリオオーリオ風

家族で食べたい手巻き寿司は、
海鮮の代わりに焼き肉風に味付
けした肉を巻いても。海苔の上
に酢飯、レタス、肉の順に置いて
クルッと巻けば完成です。食欲
をそそる香りに、シャキシャキ食
感が美味。一緒にパプリカや人
参を巻き込めば、見ためも華や
かに。

焼き肉のサニーレタス
手巻き寿司

ミートパイを作るなら、「合挽
（短角牛：豚＝1：1）」がお
すすめ。二度挽きしているの
で、なめらかな食感に仕上
がります。特別な日は、ハー
ト形にしてかわいらしく。

ミートパイ

お好みの具材を敷き詰め
てオーブンでこんがりと焼
き上げれば、色鮮やかなメ
イン料理に。味付けは塩と
オイル、香草だけで十分。
オーブンの天板ごと食卓
に並べてどうぞ。

野菜たっぷり
オーブン焼き

1230    υυ   NN 3/13お届け週    
     短角牛焼肉用  
  180g   1,282円  （税込1,385円） 

 モモ肉が中心で脂が少なめ。炒め物や煮物に
もどうぞ。牛脂付。          約5mm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    υυбб   NN 3/6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

1263    ττбб   NN 3/6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

1237    υυбб   NN 3/6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

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

                      

1223    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1224    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1225    υυ       
     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   

1226    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1227    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     短角牛ロースしゃぶしゃぶ用  

  180g   1,727円  （税込1,865円） 
 肉質がきめ細かでやわらかく、しゃぶしゃ
ぶに適しています。          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   

1228    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     短角牛モモサイコロステーキ用  

  180g   1,332円  （税込1,439円） 
 脂が少なめで、うまみが濃いモモ。お子
さんでも食べやすいです。牛脂付。          20～
25mm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   

1229    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1231    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1233    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1234    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     短角牛挽肉  

  180g   815円  （税込880円） 
 いろいろな部位を混ぜました。こくがあ
り、ミートソース、ハンバーグなどに。          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   イメージイメージ

1235    ττ       
     冷凍徳用阿蘇あか牛カルビ焼用  

  250g   2,265円  （税込2,446円） 

 適度に脂ののったい
ろいろな部位を焼肉
用にスライスしまし
た。たっぷり食べられ
るお徳用。          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   

放牧で健康においしく育ちました放牧で健康においしく育ちました

1236    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     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   

1238    υυ   NN 3/13お届け週3/13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   

1239    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   907円  （税込980円） 

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

                      

1241    υυ       
     徳用豚バラスライス  

  300g   822円  （税込888円） 
 さらりと甘みのある脂が多めでやわら
か。徳用規格なので、炒め物や煮物にた
っぷりとどうぞ。          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   

1242    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

イメージイメージ

イメージイメージ
イメージイメージ

1232    ττ       
     冷凍短角牛モモブロック（500g）  

  500g   3,690円  （税込3,985円） 
 ローストビーフや、お好みの厚さに切っ
てステーキに。ボリュームたっぷり。牛脂
付。            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   

ひな
まつり

ひな祭りには、ちょっと特別
なパーティーメニューを。手
巻き寿司にミートパイ、オー
ブン焼き。家族が喜ぶこと間
違いなしの手料理を囲んで、
すてきなひとときをお過ごし
ください。

わいわいわいわい囲む囲む
楽しい食卓楽しい食卓にに♪♪

みんな大好きなメニューをひな
まつり

14 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青　

果

米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
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

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_109_p14_04.indd   14 2017/02/06   13:12:45



1243    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1244    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1245    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     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

1247    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1246    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   

やや厚めでこくがあり、食べごたえ十分やや厚めでこくがあり、食べごたえ十分

1248    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   イメージイメージ

1249    υυ   NN 3/13お届け週3/13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   

家族みんなで食べられる徳用規格家族みんなで食べられる徳用規格

1250    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1251    ττ   NN 3/13お届け週3/13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   

1252    ττ   NN 3/6お届け週3/6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   

1253    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     冷凍豚ロースしゃぶしゃぶ用  

  200g   600円  （税込648円） 
 程よく脂を含みます。ゆでたり炒めたり、
煮物に入れても。          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   

1254    ττ       
     うまか黒豚ローススライス  

  200g   816円  （税込881円） 
 きめが細かいロースを使いやすいようス
ライス。炒め物や煮物などに。          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   

イメージイメージ

1255    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     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   

野菜を巻いてお弁当のおかずに野菜を巻いてお弁当のおかずに

1256    ττ       
     北海道放牧豚切り落とし・バラ凍結  

  250g   709円  （税込766円） 
 赤身の多いモモ・ウデ肉が中心。バラ凍
結、チャック付き袋入りで冷凍庫に常備し
ておくと重宝します。          約2mm厚  λ希望農
場（北海道厚真町）  δお届け後60日保証   

1257    ττ   NN 3/6お届け週3/6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   

1258    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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       
     冷凍豚小間切・バラ凍結  

  400g   907円  （税込980円） 
 いろいろな料理に使えて出番の多い豚小
間切をバラ凍結にしました。チャック付
き袋入りで便利。          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   

1261    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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   

1262    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     冷凍豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

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

                      

1264    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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）     

イメージイメージ

1265    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     鶏手羽元・バラ凍結（まほろば）  

  300g   452円  （税込488円） 

 骨付き手羽で肉の割
合が多い部位。煮物
やフライドチキンに。
            λまほろばライブファ
ーム（山形県高畠町）     

煮込み料理にすると良いだしが出ます煮込み料理にすると良いだしが出ます

 開放型鶏舎でじっくり飼育された身の締まりが良い鶏
を、半羽の少量サイズでお届け。ローストチキンに。    ※今
週は通常の2倍ポイントです。※解凍には冷蔵庫で約2日
かかります。        λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1266    ττ       
     鶏1／2羽・生冷凍（まほろば）  
  800g以上   1,389円  （税込1,500円） 

限定 288

1268    ττ       
     うまか赤鶏ササミ  

  150g   389円  （税込420円） 
 やわらかく脂肪分の少ないヘルシーなサ
サミ肉の少量パックです。            λ九州赤鶏の
会（大分県日田市他）     

1269    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     うまか赤鶏手羽先  

  250g   480円  （税込518円） 
 濃いうまみが特徴。煮ても、焼いても、揚
げても美味。            λ九州赤鶏の会（大分県日
田市他）     

1270    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     包丁いらずの鶏ムネ薄切りコマ・バラ凍結  

  350g   680円  （税込734円） 
 鶏ムネ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）     

1271    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）     

ひな
まつり

1272    ττ   NN 3/6お届け週3/6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）     

1273    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     うまか赤鶏挽肉  

  150g   490円  （税込529円） 
 モモ、ムネを同量で挽きました。50gの3
連パックなので、少量使うのに便利です。
            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1274    ττ       
     地鶏・北浦シャモひとくちカット（モモ＆ムネ）  

  150g   637円  （税込688円） 
 モモ肉とムネ肉を一口サイズにカットし
ました。親子丼や煮物にぴったりです。
シャモのうまみで料理がひと味アップ。
            λ北浦シャモ農場（茨城県行方市）     

イメージイメージ

イメージイメージ

15109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40ページをご覧ください。
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希少な「ゲンゲ」をじっくり熟成。希少な「ゲンゲ」をじっくり熟成。
ほんのり甘く、とろけるような味わいほんのり甘く、とろけるような味わい

深海魚特有の外見から敬遠
されていた「ゲンゲ」ですが、
コラーゲンたっぷりの身は、
料亭でも提供されるほどの
おいしさ。本品は、北海道近
海で水揚げされたゲンゲを、
昆布だしなどを加えた自社
製西京味噌に約12時間漬け
込みました。

イメージイメージ

塩タラコよりも奥深いうまみと、すぐ食べられる手軽さが便利塩タラコよりも奥深いうまみと、すぐ食べられる手軽さが便利
一般的な塩タラコはスケトウダラの卵巣（タラコ）
を塩漬けにしたもの。ですが、本品は塩漬けして
いない生のタラコをスチーム。三河みりんと食塩
のみで味付け、調理しました。解凍するだけで食
べられるので、忙しい朝食に便利。パスタと和え
て、タラコスパゲティーにしても。

イメージイメージ

新登場！ ごはんのおともや酒の肴に
                      

1003    ττ       
     味付け焼きたらこ（切子・しお味）  

  120g   645円  （税込697円） 

         ■原材料／スケトウダラ卵、みりん、
食塩    λ知床ジャニー（北海道斜里
町）  δお届け後30日保証   

1004    ττ       
     もったいナイ魚・フライパンで焼くげんげ西京漬け  

  180g(3切)   589円  （税込636円） 
         ■原材料／ゲンゲ、白味噌、酒粕、昆布だし、
発酵調味料、砂糖、食塩■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大豆 

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］   

1285    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

 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］   

1286    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

イメージイメージ

1287    ττ       
     大たいこうまる功丸のめばちまぐろ中トロ（刺身用）  

  150g   1,347円  （税込1,455円） 

 メバチマグロの脂身
（中トロ）部分を使用。
わさびと醤油で刺身や
中トロ丼に。        ■漁場／
太平洋または大西洋
    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け
後10日保証［生食可］   

とろけるような風味と食感が美味とろけるような風味と食感が美味

 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］   

1288    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     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

ひな
まつり

 高品質の国産メバチマグロに、とろける
ように濃厚な天然本マグロを加えたぜい
たくな一品です。            λマストミ（徳島県徳
島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1289    ττ       
     天然本まぐろ入りすき身（ネギトロ用）  

  100g   930円  （税込1,004円） 

イメージイメージ

 オホーツク産のホタテ貝柱と、貴重な「赤
玉」のセット。高い鮮度と、とろけるような
甘みが自慢です。        ■漁場／北海道    λ知
床ジャニー（北海道斜里町）  ［生食可］   

1291    ττ       
     オホーツク産帆立貝柱セット（紅白・刺身用）  
  200g(2パック)   1,350円  （税込1,458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］   

1292    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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

 築地でも評価の高い阿久根の真ダイを昆布〆
に。タイのうまみが引き出され、深みのあるおいし
さ。        ■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］   

1293    ττ       
  $$   天然真鯛昆布〆（刺身用）  
  200g（2本以上）   2,380円  （税込2,570円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

 福井県若狭地方の特産品。新鮮なレンコ
ダイを有機純米酢と塩だけで漬け込み
ました。        ■漁場／日本海    λ上杉商店（福
井県小浜市）  ［生食可］   

1294    ττ       
     小鯛ささ漬  

  65g   820円  （税込886円） 
 函館名物！ イカを薬品処理せずに新鮮
なうちにソーメン状にし、急速冷凍しま
した。        ■漁場／北海道    λ中村商店（北海
道函館市）  ［生食可］   

1295    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     いかソーメン  

  100g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

 手で塩もみし、ボイルした真ダコの足の
部分をカットしました。        ■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］   

1296    ττ       
     刺身用真だこ  

  150g   822円  （税込888円） 

イメージイメージ

 2合分のごはんに合わせるだけ。北海道産のイクラ、ズワイガニ、ホ
ワイトエビ入り。        ■セット内容／イクラ50g、エビ35g、ズワイガニフ
レーク35g、味付人参・しいたけ45g、すし酢50g    λ札幌中一（北海
道札幌市）  δお届け後45日保証［生食可］  θえび・かに・小麦・大豆 

1298    ττ       
     海鮮ちらし寿司セット  
  具材165g、酢50g(2合用)   1,886円  （税込2,037円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

 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 3/6お届け週3/6お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   561円  （税込606円） 
 沖獲り紅鮭を厚めのステーキカットにしました。鮮
やかな紅色が特徴で、華やかなメインディッシュ
に。        ■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   

1301    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     紅鮭ステーキカット  

  200g(2枚)   754円  （税込814円） 

ひな
まつり

1297    ττ     
     ゴマあじ（真あじゴマだれ漬け）  

  90g   528円  （税込570円） 
               δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1309    ττ     
     長崎産天然寒ぶり切身  
  160g(2切)   554円  （税込598円） 
               δお届け後45日保証   

1304    ττ      
     真さばフィレ（三枚おろし）  
  200g（2枚）   475円  （税込513円） 
               δお届け後45日保証   

1319    ττ     
  $$   愛知県産手むき生あさり  

  70g   669円  （税込723円） 
                  

1307    ττ     
     銀だら切身  
  140g(2切)   805円  （税込869円） 
               δお届け後45日保証   

1321    υυ     
     鮮かき「鳴瀬」（加熱用）300g  
  300g   1,695円  （税込1,831円） 
               εお届け後2日保証   

 長崎県沖で漁獲した、適度に脂ののった真
アジの三枚おろし。腹骨をすき取っているの
で食べやすいです。        ■漁場／長崎県    λ荒木
水産（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1303    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     フライパンで焼ける真あじの三枚おろし  
  180g(5枚以上)   499円  （税込539円） 

 ＤＨＡやＥＰＡが豊富といわれるサンマ。やや小ぶ
りな厚岸のサンマの頭と内臓を取って、 すぐに調
理しやすいようにしました。        ■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   

1305    ττ       
     厚
あっけし

岸のさんま（無頭）  
  270g(5尾)   580円  （税込626円） 

 アイスランド産のカラスカレイを切身にしました。
ふっくらやわらかな身とうまみのある脂が魅力。
        ■漁場／アイスランド■原産国／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   

1306    ττ       
     カラスかれい切身  

  140g(2切)   548円  （税込592円） 
 三崎港に水揚げしたマンダイを切身にしまし
た。しっとりとしてくせがなく、骨が少ないので
離乳食にも好評。        ■漁場／太平洋    λシープロ
ダクト（神奈川県三浦市）  δお届け後45日保証   

1308    ττ       
     まんだい切身  

  140g(2切)   315円  （税込340円） 
 淡泊な味わいは、煮物や炒め物、揚げ物
など幅広い料理に活躍します。        ■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   

1310    ττ       
  $$   もったいナイ魚・骨なしまかじき切落し  

  300g   508円  （税込549円） 

ひな
まつり

 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］   

1290    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

ひな
まつり

 オホーツク海の新鮮な魚介を醤油、みりんなどの
特製のタレに漬けました。1パックで約お茶碗2人
前。        ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北海道斜里
町）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1299    ττ       
     オホーツク産 海鮮宝漬  

  130g   680円  （税込734円） 

ひな
まつり

刺身

切身

16 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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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何かと忙しい春に重宝する何かと忙しい春に重宝する
簡単・おいしい♪ 魚の惣菜簡単・おいしい♪ 魚の惣菜もう

今週
の

一品

 バラ凍結で必要な分だけ取り出せます。大
根と煮付けたり、フライや炒め物などに。
        ■漁場／日本海    λ福栄（鳥取県境港市）     

1311    ττ       
  $$   するめいかカット  

  250g   510円  （税込551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 

1312    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 
 調理しやすいように尾を残して、腹部に切れめを入れてバラ
凍結しました。    ※お買い上げ代金のうち7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 

1313    ττ       
     下処理済エコシュリンプ（Ｌ）  
  140g（7尾以上）   896円  （税込967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 

1314    ττ   NN 3/13お届け週3/13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 

1315    ττ       
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 

イメージイメージ

1317    ττ       
     江戸前はまぐり  

  220g   958円  （税込1,035円） 

 千葉県の木更津沖で採
れた内湾性ハマグリを
砂抜きして急速凍結。希
少な国産ハマグリです。
        ■漁場／千葉県    λ千
葉県漁業協同組合連合
会（千葉県木更津市）
  δお届け後45日保証   

ひな
まつり

希少な国産のハマグリです希少な国産のハマグリです

 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   

1318    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622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 3/13お届け週3/13お届け週    
     レンジであじフライ  

  200g(4枚)   603円  （税込651円） 

 やわらかくボイルし、
程よい塩味に仕上げ
たシラスを使いやす
い小分けパックにし
ました。        ■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］   

1341    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

 大きめのものを選別して、砂抜き後、凍
結。凍ったまま熱湯に入れてシジミの味
噌汁に。        ■漁場／宍道湖    λイトハラ水産
（島根県松江市）     

1320    ττ       
     しじみ屋さんの冷凍しじみ（Ｌサイズ）  

  70g×2パック   499円  （税込539円） 

イメージイメージ

 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   

1322    υυ   NN 3/6お届け週3/6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）     

1323    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     広島産冷凍かき（加熱用）  

  200g   598円  （税込646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） 
 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 

1351    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 

原料は刺身・切身と
取り扱い基準
化学調味料（アミノ酸
防止剤等の食品添加物

すべて国内工場で

簡単調理                      

 長崎県内で水揚げされた真アジを使用。
ゲランドの塩を振ることで、濃いうまみを
引き出しています。            λ大畑食品（長崎県
長崎市）  δお届け後45日保証   

1324    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     旬の水揚げ 長崎産真あじの開き（3枚以上）  
  240g(3枚以上)   498円  （税込538円） 

 身厚で脂ののった国産真アジの干物。食品添
加物を使わず、職人が一枚一枚開き加工し、
天日干ししました。        ■漁場／静岡県    λ島源
商店（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1325    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     真あじ天日干し 2枚入（島源）  

  140g(2枚)   430円  （税込464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   

1326    ττ   NN 3/6お届け週3/6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   

1327    ττ       
  $$   真さば一夜干し  

  240g（2枚）   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

1328    ττ       
     北海道産 開きほっけ  

  320g(2枚)   820円  （税込886円） 

 羅臼産の真ホッケを一
夜干しにしました。サイ
ズは小ぶりですが、脂の
りが良く、ジューシーな
皮目はくさみもなく美
味。        ■漁場／北海道    λ知
床ジャニー（北海道斜里
町）  δお届け後45日保証   

脂のりが良く、ジューシーな身質脂のりが良く、ジューシーな身質

 山陰沖で獲れた、脂のりの良いカマスを使
用。あっさりと上品な白身です。グリルで
焼いてどうぞ。        ■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   

1330    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     山陰のかます開き  

  160g（2尾）   455円  （税込491円） 

イメージイメージ

1332    ττ       
  $$   銀だら西京漬（3切）  
  210g(3切)   1,220円  （税込1,318円） 

 やわらかな銀ダラを、
日高昆布のだしを配
合した上品な西京味
噌に一晩じっくりと漬
け込みました。        ■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 

人気No.1漬込魚の3切規格人気No.1漬込魚の3切規格

 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   

1331    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     カラフトししゃも（メス）  

  15尾   508円  （税込549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   

1333    ττ       
     いわしミンチ  
  150g×2パック   598円  （税込646円） 

 大型の太平洋産天然ホワイトエビを、衣
付けして冷凍。ぷりっとした食感と甘み
が魅力です。            λ札幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・卵 

1334    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     えびフライ  

  150g(5尾)   847円  （税込915円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

 ハマグリの身から出るだしだけで蒸すので、濃厚なお
いしさが楽しめます。電子レンジで簡単調理。    ※電子
レンジ専用品です。    ■漁場／千葉県    λ千葉県漁業協
同組合連合会（千葉県千葉市）  δお届け後30日保証   

1337    ττ       
     レンジで簡単蒸し焼き風はまぐり  

  200g(2コ)   640円  （税込691円） 

ひな
まつり

1329    ττ     
     北海道産さんま開き一夜干し  
  180g(2枚)   418円  （税込451円） 
               δお届け後30日保証   

1335    ττ      
  $$   広島産かきフライ  
  160g(8粒)   549円  （税込593円） 
                 θ小麦 

1336    ττ     
  $$   フライパンでやわらかいか竜田揚げ  
  180g   490円  （税込529円） 

                 θ小麦・大豆 

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

簡単調理

盛る
だけ

温める
だけ

温める
だけ

焼く
だけ

イメージイメージ

干物・漬込魚
簡単調理

干物

イメージイメージ

 自社船で漁獲したカニを中心に新鮮なう
ちにボイル。鮮度抜群。本来の風味が味
わえます。        ■漁場／境港    λ福栄（鳥取県
境港市）  ［生食可］  θかに 

1316    ττ       
     紅ずわいかに肉（バラ身）  

  100g   610円  （税込659円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

1週目

お試し
ポイント

4週連続

17109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40ページをご覧ください。

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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青
青　

果　

果
米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
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

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_109_p17M_04.indd   17 2017/02/06   13:15:47



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

                      

1339    ττ       
     北海道産塩たらこ切子  

  150g   850円  （税込918円） 

 北海道産のスケトウ
ダラの卵で作った塩
タラコ。袋に破れがあ
る切子なので、お買得
です。        ■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］   

ぷちぷちっとした粒感がしっかりぷちぷちっとした粒感がしっかり

 最もおいしいといわれる10月初旬に獲れたイクラを、
北海道羅臼産の昆布がベースのだしで味付けしまし
た。    ※原料高騰のため、値上げします。        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 

1340    ττ       
  $$   徳用いくら醤油漬け  
  70g×2パック   2,238円  （税込2,417円） 

ひな
まつり

 やわらかくボイルし、程よい塩味に仕上げ
たシラスを使いやすい小分けパックにし
ました。        ■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］   

1341    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

 酸化防止剤などの添加物を加えず、天日
で干しました。かき揚げや炒め物のアクセ
ントに。        ■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］   

1343    υυ       
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん（大袋）  
  500g   3,124円  （税込3,374円） 

 岩手県重茂産のワカメのメカブです。粘りとコリ
コリとした歯ごたえを、和え物や汁物などでどう
ぞ。        ■漁場／岩手県    λ重茂漁業協同組合（岩手
県宮古市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1345    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     きざみめかぶ  

  50g×4パック   463円  （税込500円） 
 絹のようなきめ細かさが特徴。塩抜き
は軽く熱湯に通すだけなので簡単です。
        ■漁場／石川県    λ大根音松商店（石川県
七尾市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1346    υυ       
     能
の と

登の絹もずく 2パック  
  150g×2パック   500円  （税込540円） 

 すぐに使える便利な戻しヒジキ。芽ヒジ
キを多く選別しています。        ■漁場／九州
    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後
30日保証   

1347    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     戻しひじき2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 

1338    ττ      
     北海道のたらこで造った辛子明太子  

  60g   658円  （税込711円） 
               δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1342    ττ      
     釜あげしらす釜あげしらす（カネモ）（カネモ）    
    100g 100g     420420円円    （（税税込込454454円）円）  

               ［生食可］   

1344    υυ      
     重重
お も えお も え

茂茂産 天然わかめ産 天然わかめ（塩蔵）（塩蔵）    
    90g 90g     559559円円    （（税税込込604604円）円）  

               δお届け後30日保証［生食可］   

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

                      

イメージイメージ

ぷりっとした弾力の良さとぷりっとした弾力の良さと
濃厚なうまみをお楽しみください濃厚なうまみをお楽しみください

加持養鰻場のウナギは弾力があ
り、濃厚なうまみが特徴です。ヤマ
ヒサの再仕込み醤油や「味の母」
を組み合わせた特製のタレとも相
性抜群。解凍後フライパンで焼く
か、冷凍のまま蒸してどうぞ。
     ※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 

1349    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   ささエール四万十うなぎ蒲焼（タレ・山椒付）  
  1尾(160g)   2,421円  （税込2,611円） 

1354    ττ       
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626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］   

ひな
まつり

天然秋鮭の豊かな味わい天然秋鮭の豊かな味わい

 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 

1351    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 
 淡路島の北側「鹿の瀬」海域産の良質な真ダ
コをやわらかく炊き上げました。そのまままた
は湯せんで温めて。            λ武田食品冷凍（兵庫県
洲本市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1353    υυ       
     地たこやわらか煮  

  80g   800円  （税込864円） 

1348    ττ      
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付）（タレ・山椒付）130g130g    
    130g 130g     2,6502,650円円    （（税税込込2,8582,858円）円）  
                 θ小麦・大豆 

1350    ττ     
     弁当用紅鮭西京焼き  
  140g(4切)   737円  （税込796円） 
               δお届け後45日保証  θ大豆 

1352    ττ      
     真いわしの生姜煮真いわしの生姜煮    
    100g（3尾） 100g（3尾）     394394円円    （（税税込込426426円）円）  
               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

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

                      

 食感の良い昆布で北海道産のニシンを
巻き、素材を生かす薄味でじっくり炊き
上げました。            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 

1356    υυ       
  $$   北海道産にしん昆布巻き  

  110g(1本)   698円  （税込754円） 

限定 200
イメージイメージ

ひな
まつり

 チリメンジャコを一度蒸し、自社製だし入り
の調味液に漬け、山椒の実と合わせてさっ
くりと炒り上げました。            λ津乃吉（京都府
京都市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1357    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     京都津乃吉の山椒じゃこ  

  50g   794円  （税込858円） 
 北海道産の昆布のなかでも特にやわらか
い部分を結び、時間をかけて炊きました。
薄味仕立て。            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 

1358    υυ       
  $$   一口結び昆布  

  130g   680円  （税込734円） 

ひな
まつり

1359        
     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。    ※次回取り扱いは12月
頃予定。        λ成清海苔店（福岡県柳川市）     

昆布も鮭も北海道産。昆布も鮭も北海道産。
すっきりとした味付けすっきりとした味付け

北海道産鮭を、おなじく北海道産
昆布で巻きました。砂糖、醤油、み
りんのみとシンプルな味付けで、
飽きのこないすっきりとした甘さ
に仕上げています。

             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 

ひな
まつり

1355    υυ       
  $$   鮭昆布巻き  

  110g（1本）   690円  （税込745円） 

希少な秋芽一番摘みの新海苔。希少な秋芽一番摘みの新海苔。
季節の味わいをお見逃しなく！季節の味わいをお見逃しなく！

新海苔の風味を生かしつつ、特製
の食品添加物不使用の調味液で
味付けした、大地宅配のオリジナ
ル商品です。成清海苔店ならでは
の、ごはんがすすむ味わいが好評
の一品。

     ※次回取り扱いは12月頃予定。        λ成清海
苔店（福岡県柳川市）    θえび・小麦・大豆 

1362        
     新のり・成清さんの有明一番摘み 味付おかず海苔  

  8切20枚×6袋   745円  （税込805円） 

 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。    ※次回
取り扱いは12月頃予
定。        λ成清海苔店（福
岡県柳川市）     

1361        
     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） 

ひな
まつり

1360      
     新のり・成清さんの有明一番摘み 皿垣漁協産焼海苔  
  全形10枚   723円  （税込781円） 
     ※次回取り扱いは12月頃予定。             

1363    υυ     
     知
しれとこ

床ジャニーの鮭フレーク  
  80g   417円  （税込450円） 

               δお届け後30日保証   

1364        
     国産ごまひじきふりかけ  

  45g   474円  （税込512円） 
                  

イメージイメージ

18 109号 ●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。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆
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大地宅配の

牛 乳定番

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

おいしさの秘密は、仙台黒豚会の豚肉にたっ
ぷり混ぜた大地宅配の玉ねぎ。その量は材
料全体の3割以上。お弁当用の常備品にも
便利です。 （加工食品担当　頼 一樹）

商品担当おすすめ！！
目に良いとされる野生種ビルベリーのアント
シアニジン、歴史あるメグスリノキ、ケールの
ルテイン。目を酷使している現代人をサポー
トします。 （加工食品担当　西田 和弘）

商品担当おすすめ！！

                      

 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 

1520    ττ   NN 3/13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） 

1757    NN 3/6お届け週    
     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

 メグスリノキ粉末と、ルテインを含む大分県産有機ケールを配合
しています。    ※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）     

 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）     

1747   б б   NN 3/6お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374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）     

1626    NN 3/6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） 

1208    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     オーガニックミックスベリー（冷凍）  

  200g   650円  （税込702円） 
 有機栽培されたストロベリー、ブルーベリー、ラ
ズベリーを旬の時季に収穫し、そのまま冷凍し
ました。ヨーグルトなどにどうぞ。      ■原産国／ス
トロベリー：トルコ、ブルーベリー：カナダ、ラズ
ベリー：トルコ      λむそう商事（大阪府大阪市）     

                      

 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 

毎週 9073

1369    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1370    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

牛乳：非遺伝子組み換え穀物
飼料を使用、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

卵・乳製品

卵：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

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。            λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後4日保証
  θ乳 

1371    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1372    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

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 

1373    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     低温殺菌の低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

 群馬県嬬恋村の松
本牧場から。65℃
30分の低温殺菌、ホ
モジナイズの牛乳。
            λタカハシ乳業（群
馬県前橋市）  εお届
け後5日保証  θ乳 

1374    υυ       
  $$   松本さんちの低温殺菌びん牛乳（有機生乳100％）  

  720ml   370円  （税込400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 

1375    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1376    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1377    υυ   NN 3/13お届け週3/13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） 

 島根県奥出雲で育っ
た牛の新鮮な生乳を
ホモジナイズ。生乳の
甘みとさらりとした飲
み口。            λ木次乳業（島
根県雲南市）  εお届
け後3日保証  θ乳 

1378    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     木
きすき

次パスチャライズ牛乳（ｎｏｎ－ＧＭＯ）  
  1000ml   358円  （税込387円） 

 丹那の低温殺菌牛乳
用の生乳を使った乳
脂肪分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 

1379    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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） 

1368    υυбб  NN 3/6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

1365    υυбб  NN 3/6お届け週3/6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        
 1366    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1367    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）     

玉ねぎがたっぷり入って玉ねぎがたっぷり入って
ふわふわの食感ふわふわの食感

テレビや読書の時間が長い方のテレビや読書の時間が長い方の
健康をサポート健康をサポート

自慢の商品をご紹介します自慢の商品をご紹介します

おすすめ加工品おすすめ加工品55選選

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

甘みとこくがあり、搾りたてのような新鮮さ
低脂肪乳

19109号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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。

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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 島根県奥出雲で健や
かに育てた牛の生乳
と、有機コーヒー豆
を使用。甘さ控えめ
ですっきり。            λ木次
乳業（島根県雲南市）
  δお届け後4日保証
  θ乳 

1380    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     木
きすき

次のカフェオレ（有機コーヒー豆使用）  
  1000ml   280円  （税込302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 

1381    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     のむヨーグルト花子ちゃん  

  1000ml   341円  （税込368円） 

1382    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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9日保証  θ乳 

毎週 9078

1383    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     【特保】のむデンマークヨーグルト  

  1000ml   491円  （税込530円） 

 デンマーク産の3種の乳
酸菌と福島県産の新鮮
な生乳で作りました。ビ
フィズス菌FK120（特保
許可菌）がおなかの調子
を整えます。            λ福島乳業
（福島県福島市）  δお
届け後8日保証  θ乳 

腸まで届くデンマークの乳酸菌腸まで届くデンマークの乳酸菌

1384    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1385    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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。くせの少ない
さわやかな酸味です。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  δお届
け後13日保証  θ乳 

1386    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     全乳ヨーグルト（プレーン）  

  500ml   296円  （税込320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 

1387    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     飛騨プレーンヨーグルト  

  400g   265円  （税込286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 

1388    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     低脂肪ヨーグルト（プレーン）  

  405g   227円  （税込245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 

1389    υυ   NN 3/6お届け週3/6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 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 

1390    υυ   NN 3/6お届け週3/6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） 

 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 

1391    υυ   NN 3/6お届け週3/6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） 

1392    υυ   NN 3/6お届け週3/6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

1393    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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9日保証  θ乳 

毎週 9084

1394    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1395    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ノンホモ・ジャージーヨーグルト（加糖）2コ  

  95g×2コ   255円  （税込275円） 
 ジャージー牛乳を使用。ホモジナイズしていないの
で表面にクリームの膜があり、それもまた美味。  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 

1396    υυ   NN 3/6お届け週3/6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 

 こくのある本格的な味わい。スライスしてサンドイ
ッチやサラダ、トーストやピザなどにどうぞ。    ※外
側のろうははがしてお召し上がりください。        λ木次
乳業（島根県雲南市）  δお届け後30日保証  θ乳 

1397    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   大地宅配のゴーダチーズ  

  180g   931円  （税込1,005円） 

限定 360

 生乳の風味が楽しめるフレッシュチーズ。
塩を加えていないので、新鮮なミルクの
味わいが生きています。            λ木次乳業（島
根県雲南市）  δお届け後5日保証  θ乳 

1398    υυ       
     木
き す き

次モッツァレラチーズ  
  100g   460円  （税込497円） 

1399    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     牧
ぼ っ か

家 カチョカヴァロチーズ  
  200g   860円  （税込929円） 

 ひょうたんのような形
が特徴のセミハードタ
イプのチーズ。そのま
までミルクの風味を
味わったら次はフライ
パンで焼いて。            λ牧家
（北海道伊達市）  δお
届け後30日保証  θ乳 

加熱すれば一味違ったおいしさに加熱すれば一味違ったおいしさに

 生乳と自然塩を主原料に作りました。パンに塗ったり、ワ
インのおともやサラダにどうぞ。    ※安定剤を使用していな
いので、ホエイ（乳清）が分離する場合があります。        λタ
カハシ乳業（群馬県前橋市）  δお届け後7日保証  θ乳 

1400    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     おいしいクリームチーズ  

  100g   556円  （税込600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

パン：小麦はすべて国産を
使用。イーストフードなどの
食品添加物不使用

パン・ジャム
バターなど

                      

1402   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   サンワローランの角食パン（6枚切）  

  6枚   311円  （税込336円） 
 九州産小麦粉とホシノ天然酵母でしっとり焼き
上げた食パンです。  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 

毎週 9092

1403   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   サンワローランの角食パン（8枚切）  

  8枚   311円  （税込336円） 
 九州産小麦粉とホシノ天然酵母でしっとり焼き上
げた食パンの8枚スライス。  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 

毎週 9093

1407        
     山型食パン  

  1コ   237円  （税込256円） 
 北海道産小麦を使いマーガリンでふんわ
り仕上げました。少し大きめのサイズで
す。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県高浜
市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳・大豆 

1409    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ブドウ食パン  

  1コ   389円  （税込420円） 
 ホシノ天然酵母で発酵させた生地と、干
しぶどうの甘みが絶妙。トーストしてど
うぞ。            λザクセン（東京都板橋区）  εお
届け後3日保証  θ小麦 

1411        
     11種の雑穀パン  

  1コ   380円  （税込410円） 
 黒米や大麦、青大豆など11種の雑穀を生
地に練り込みました。雑穀の食感をお楽し
みください。            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・大豆 

1412        
     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 

1413        
     サラのドッグパン（5本）  

  5本   455円  （税込491円） 
 白神こだま酵母を使った、やわらかな食感と
北海道産小麦粉の風味が引き立つ味わい。お
好みの具材をはさんで。            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 

     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
1401

  б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
毎週 9091

 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

ひな
まつり

キャロブパンキャロブパン 胡麻カイザー胡麻カイザー

ワンローフきび糖パンワンローフきび糖パン

今週のセット内容
●  ワンローフきび糖パン（1コ）：黒砂
糖を使った、ほんのり香ばしく甘い味
わい

●  キャロブパン（2コ）：卵や乳を使っ
て、ふっくらと食感良く仕上げました

●  胡麻カイザー（2コ）：皇帝がかぶって
いた王冠から名付けられた一品。ご
まの香りが良く合います

今週は今週はアオティアアオティア週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

20 109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40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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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

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：口の中に広がる風味豊かな全粒
粉のおいしさ／小麦：岩手県産・北海道
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

1404   б б   NN 3/6お届け週3/6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

1408   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     全粒粉パン（スライス）  

  6枚   441円  （税込476円） 
             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

1410   б б   NN 3/6お届け週3/6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

1414   б б   NN 3/6お届け週3/6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 

1415        
  $$   ル・ウィズの田舎パンといよかんパン  

  1セット   579円  （税込625円） 
 小麦全粒粉が香ばしい田舎パンと、無茶々園のいよか
んピールがさわやかないよかんパンのセットです。        ■セ
ット内容／田舎パン・いよかんパン各1コ    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 1000

1416        
  $$   ル・ウィズのヴァイツェンとグラハムいちじく  

  1セット   579円  （税込625円） 
 砂糖を配合してやわらかめに仕上げたヴァイツェンと、全粒
粉にいちじくと黒糖を合わせたグラハムいちじくのセット。
        ■セット内容／ヴァイツェン・グラハムいちじく各1コ    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 1000

1417    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン  

  10コ   380円  （税込410円） 
 生地の分割後、形を整えずに焼いたので少
しお得。小麦粉、砂糖、酵母、塩で作った、食
べ飽きない味わいです。            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 

限定 2000

1418    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（おやつミルク味）  

  10コ   380円  （税込410円） 
 平飼卵やバターをたっぷり使った、ほん
のり甘くやさしい味わい。ちょっぴりお得
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・卵・乳・大豆 

1419    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     サラのおやつスティック  

  5コ   362円  （税込391円） 
 練乳と卵を使用し、甘くふんわり、絶妙な食
感。甘い香りに子どもたちはとびつくこと間違
いなしです。            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・卵・乳・大豆 

 国産小麦粉の味わい豊かなパンに、中津
ミートのベーコンとよつ葉乳業のシュレッ
ドチーズをのせました。    ※４月頃までの取
り扱い予定。        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 

1420    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ベーコンチーズパン  

  2コ   397円  （税込429円） 
1421        
     メープルバターブレッド  

  1コ   380円  （税込410円） 
 表面にメープルシュガーとバターをトッピ
ングした、くるみ入りのパンです。    ※４月頃
までの取り扱い予定。        λアオティア（東京
都青梅市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

 白神こだま酵母を使ったメロンパンの冷凍生
地。表面がキツネ色になるまで、オーブンで14
～17分焼いてどうぞ。            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 

1422    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ふくらむ魔法のメロンパン（冷凍）  
  320g(80g×4コ)   559円  （税込604円） 

イメージイメージ

 白神こだま酵母を使った冷凍パン生地。27層に
折り込んだ生地でサクサク感を出しました。    ※４
月頃までの取り扱い予定。        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 

1423    ττ       
     ふくらむ魔法のクロワッサン（冷凍）  
  200g(50g×4コ)   658円  （税込711円） 

イメージイメージ

 自然解凍で楽しめる、さわやかなバジルの
風味ともちもちの食感が魅力のパンです。
            λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦 

1424    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     自然解凍で便利！ママンのふわもちバジルパン  

  140g（4コ）   349円  （税込377円） 

 イタリア・シチリア産
の有機オレンジピー
ルと、エクアドル産有
機カカオ豆から作ら
れたチョコチップ入
りのグラノーラ。            λノ
ヴァ（埼玉県北本市）
    θ小麦 

1425    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ノヴァのチョコオレンジグラノーラ  

  270g   1,400円  （税込1,512円） 

 アメリカ産の有機オ
ートミールに、はちみ
つや粗精糖、メープル
シロップを加え、風味
豊かに焼き上げまし
た。クリスマスのお菓
子のトッピングにも。
            λナチュラルキッチン
（愛知県名古屋市）
    θ小麦 

1426    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ナチュラル素材のグラノーラ（レーズン＆ベリー）  

  300g   970円  （税込1,048円） 

1427    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     パンの恋人 白いマーガリン  

  180g   270円  （税込292円） 
 非遺伝子組み換えのなたね油を主原料に、静岡県丹那の全脂粉
乳と「海の精」（塩）を使ったこだわりの無着色マーガリンです。
    ※「大地を守る会のマーガリン」から商品名・規格が変わりました。
        λ丸和油脂（東京都品川区）  δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

1428    υυ   NN 3/6お届け週3/6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 

1429    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     酪農家限定バター（食塩無添加）  

  120g   431円  （税込465円） 
 原料は新鮮な生乳から作ったクリームの
み。食塩不使用タイプです。            λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）  εお届け後30日
保証  θ乳 

1430        
     ムーランナヴァンのコンフィチュール 苺×ショコラ  

  120g   875円  （税込945円） 
 味も香りも良い有機いちごを煮込み、有機ビ
ターチョコレートをプラス。甘さ、酸味、ビタ
ーな風味がマッチ。            λムーラン ナ ヴァン（静
岡県函南町）  δお届け後46日保証  θ乳 

ひな
まつり

1432        
  $$   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）     

1433        
  $$   すももジャム（ガラリ）  

  140g   410円  （税込443円） 
 奄美大島のすもも（ガラリ）を原材料に
使った、酸味さわやか、甘さ控えめのジャ
ムです。    ※次回取り扱いは７月頃予定。
        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

限定 80

 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。    ※次回、
値上げします。    ■原産
国／カナダ    λむそう
商事（大阪府大阪市）     

1435    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,180円  （税込1,274円） 

2012        
     国産はとむぎグラノーラ（プレーン）  
  250g   800円  （税込864円） 

                 θ大豆 

2015      
     王隠堂農園の梅ジャム  
  150g   500円  （税込540円） 

               δお届け後30日保証   

2013        
  $$   マーマレード  
  140g   284円  （税込307円） 

                  

2016        
     国産落花生のピーナッツクリーム  
  140g   360円  （税込389円） 

                 θ乳・落花生・大豆 

2014        
  $$   温

うんしゅう

州みかんジャム  
  140g   420円  （税込454円） 

                  

2017        
     カンガルー島産オーガニック蜂蜜・220g  
  220g   775円  （税込837円） 

     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

             λザクセン（東京都板橋区）  εお届け後
4日保証  θ小麦 

   ザクセンの食パン
  бб  NN 3/3/66お届け週お届け週  

    299円  （税込323円）
 1405       6枚          毎週 9095     

 1406       8枚          毎週 9096                                                                               

 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）     

1434    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ミャンマー産ひまわりハチミツ 1kg  

  1kg   1,680円  （税込1,814円） 

シリアル

冷凍パン

1431        
     みかんとキウイのミックスジャム  

  140g   660円  （税込713円） 

 国産契約栽培した、み
かんの甘みとキウイフ
ルーツの酸味がマッ
チ。キウイフルーツの
種の食感も美味。            λフ
ルーツバスケット（静
岡県函南町）     

パンやヨーグルトに合うさわやかな味パンやヨーグルトに合うさわやかな味

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

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

国産小麦を丸ごと挽いた全粒粉入り国産小麦を丸ごと挽いた全粒粉入り

1405

ホシノ天然酵母ホシノ天然酵母
ならではのならではの
もっちり感を楽しんでもっちり感を楽しんで

21109号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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。

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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大地宅配の

豆 腐定番

大地宅配の

油揚げ定番

1439    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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。
  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
マキ（埼玉県神川町）  εお届け後4日保証  θ大豆 毎週 9101

 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            
 1441    υυб б    木綿   300g   

 188円    （税込203円）   毎週 9103      

 1442    υυб б    絹   300g 

   180円    （税込194円）   毎週 9104                                                                                               

1440    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1447    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1437    υυ       
     西から豆腐大豆製品セットＡ  

  1セット   712円  （税込769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／
伝匠豆腐きぬ300g、ゆばとろ刺し75g、
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 

さまざまな味と食感が楽しめますさまざまな味と食感が楽しめます

1443    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1444    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1445    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1446    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1448    υυ       
     濃い絹豆腐  
  120g×3パック   220円  （税込238円） 

 豆乳濃度14％で仕上げた濃厚な絹豆腐。
豆乳の甘みや風味などが繊細です。賞味
期間が長いのも便利。            λマルダイ商事（群
馬県前橋市）  δお届け後15日保証  θ大豆 

1449    υυ       
     大豆工房「みや」の焼き豆腐  

  300g   256円  （税込276円） 
 しっかりとしたかたさなので、鍋に入れても崩れに
くく、表面を炙ってあるので香ばしい仕上がりで
す。    ※次回取り扱いは１０月頃予定。        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 

1438    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     北海道大豆の豆腐セット  

  1セット   494円  （税込534円） 

 北海道産大豆で作った、賞味期間長めの
豆腐3種セット。個性豊かな味わいを楽
しんで。            λ椿き家（広島県三原市）  δお
届け後10日保証  θ大豆 

イメージイメージ

1450    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   冷凍コロコロとうふ（ダイスカット）  

  500g   360円  （税込389円） 

 必要な分だけ取り出せ
るさいの目にカットし
た絹ごしタイプの冷凍
豆腐。            λマメックス（岐
阜県関市）    θ大豆 

限定 1000

カット済みで冷凍保存できる便利品カット済みで冷凍保存できる便利品

 大地を守る会の生産
者の大豆で作った棒
状の湯葉。解凍してか
らお刺身で、または煮
びたしなどにどうぞ。
            λあいち研醸社（愛知
県名古屋市）    θ大豆 

1451    ττ       
  $$   さしみ湯葉  

  1本   660円  （税込713円） 

1454    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1452    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会の豆乳  
  200ml×3パック   418円  （税込451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。    ※物
流費高騰のため、21円（税込）値上げします。        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

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。  ※物流費高騰
のため、39円（税込）値上げしま
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 

1453    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     飲みやすい豆乳  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1456    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1455    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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。
  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

 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

毎週 9100

         豆腐屋さんのお楽しみセット 豆腐屋さんのお楽しみセット    
  1セット   638円  （税込689円） 

1436    
υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    

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

「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

1441

1442

豆乳入り豆乳入り
寄せ豆腐寄せ豆腐

北海道大豆北海道大豆
充填豆腐充填豆腐

国産有機生揚げ国産有機生揚げ

今週のセット内容
●  豆乳入り寄せ豆腐（200g）：豆乳を
加えて、クリーミーな口当たりに仕上
げました

●  国産有機生揚げ（2コ）：希少な国産
有機大豆のみを使用した生揚げ

●  北海道大豆充填豆腐（150g×2コ）：
北海道産大豆の甘みを感じる充填
豆腐。賞味期間も長くて便利

今週のセット内容
●  十勝十富（300g）：北海道十勝産丸
大豆を100％使用。大豆の甘みとう
まみを生かした豆腐

●  塩朧（おぼろ豆腐）（300g）：深層海
水で甘みを引き出しました。とろける
食感も特徴

●  塩豆冨（しおとうふ）（300g）：深層海
水でふくよかな甘みを引き出しました

塩朧塩朧
（おぼろ豆腐）（おぼろ豆腐）

塩豆冨塩豆冨
（しおとうふ）（しおとうふ）十勝十富十勝十富
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今週は今週は島田食品島田食品

22 109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40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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【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40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）

商品担当の

おすすめ
「美健の源（野菜の白菜包みキムチ）」

6
種
の
野
菜
を

白
菜
キ
ム
チ
で
手
巻
き
し
ま
し
た

加工食品担当　頼 一樹

重ね合わせた白菜キムチの中に、大根・人参・長芋・小
松菜・長ねぎ・ニラのキムチを入れて、一つ一つ手で
巻きました。一本のまま包み込まれた具材と白菜キム

チがマッチして深みのある味わいになり、各野
菜の食感も楽しめます。ごはんのおともはもちろ

ん、賞味期限間近の熟成がすすんだ
ものは炒め物や鍋物にするとおいし
いですよ。

 ふかふかでジューシ
ーなお揚げをやさし
く味付けしました。酢
めしを詰めるだけで
いなり寿司に。            λ丸
和食品（東京都練馬
区）  δお届け後45日
保証  θ小麦・大豆 

1457    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   味付けいなりあげ  

  8枚   350円  （税込378円） 

 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 

1458    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

 人参やごぼう、玉ねぎに駿河湾産の桜エ
ビが入った大判がんも。焼いておつまみ
や煮物に。            λ丸和食品（東京都練馬区）
  εお届け後5日保証  θえび・大豆 

1459    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   具だくさんがんも（桜えび入り）  

  3コ   488円  （税込527円） 

 おでんに便利な詰め合わせ。国産大豆、海水にがり、非遺伝子組み換え原料・
圧搾一番搾りのなたね油を使用。    ※３月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容
／一口厚揚げ4コ、京がんも・ひじき入り京がんも・もち入り巾着各2コ、桜海老
入りがんも1枚    λ丸和食品（東京都練馬区）  εお届け後3日保証  θえび・大豆 

1460    υυ       
     豆腐屋のおでん種セット（5種11コ）  
  1セット(約2～3人前)   780円  （税込842円） 

毎週 9115

 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 

1461    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 

1462    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1463    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1464    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1465    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1466    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

1467    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     北海道産大豆のひき割り納豆  

  30g×2パック   170円  （税込184円） 
 自社で挽き割った大豆を使っているの
で、かむごとに大豆の風味が広がります。
納豆巻などにどうぞ。            λ登喜和食品（東
京都府中市）  δお届け後8日保証  θ大豆 

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。    ※3月頃までの取り扱い予定。    ■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   

1468    υυ   NN 3/6お届け週3/6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。    ※3月頃までの取り扱い予定。    ■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 

1469    ττ   NN 3/6お届け週3/6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） 
 さっとできる便利なだし汁付き。人気のおでん種を集めました。
    ※次回取り扱いは10月頃予定。    ■セット内容／卵、大根、昆布、さつ
ま揚げ、イワシはんぺん、ごぼう巻、小竹輪、こんにゃく、だし汁    λいち
うろこ（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証  θ小麦・卵・大豆 

1470    υυ       
     いちうろこの味付おでん（だし付き）  
  350g(固形量300g)8種   870円  （税込940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 

1471    υυ   NN 3/6お届け週3/6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。    ※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   

1472    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   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 

1473    υυ   NN 3/6お届け週3/6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） 
 キャベツ、人参、ごぼう、玉ねぎをたっぷ
り練り込みました。煮物にもおすすめで
す。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお
届け後3日保証   

1474    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   野菜がたっぷり さつま揚げ  

  200g(5枚)   456円  （税込492円） 

 南伊豆で育てられた菜花を入れたさつま揚
げです。春の彩りで、旬を味わいながらどう
ぞ。    ※3月頃までの取り扱い予定。        λいちう
ろこ（静岡県静岡市）  δお届け後7日保証   

1475    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     菜花入り小判揚げ  

  150g(5枚)   310円  （税込335円） 
 うずらの卵を包んで揚げました。お子さんに
人気の一品で、お弁当のおかずにもぴった
り。おでんにもおすすめです。            λいちうろこ
（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証  θ卵 

1476    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     うずら天  

  180g（6コ）   499円  （税込539円） 
 原料の魚は地元徳島県や香川県産のも
のを毎朝市場で仕入れています。食べ
やすいスティックタイプ。            λ四宮蒲鉾店
（徳島県徳島市）  δお届け後3日保証   

1477    υυ       
     じゃこスティック  
  180g(12本入)   495円  （税込535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 

1478    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   348円  （税込376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   

1479    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9121

 スケトウダラのすり身にヨシキリザメを
加えてこくを出し、卵白と山芋でソフトに
仕上げました。            λ高橋徳治商店（宮城県
東松島市）    θ卵 

1480    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ソフトはんぺん  

  200g(4枚)   460円  （税込497円） 
 重ね合わせた白菜キムチの中に、大根・人参・長
芋・小松菜など数種の野菜キムチを入れて巻き
ました。    ※６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10日保証   

1495    υυ       
  $$   美健の源（野菜の白菜包みキムチ）  

  750g   1,419円  （税込1,533円） 

イメージイメージ

23109号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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。

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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 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 

1481    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     いわしだんご  

  150g(5コ)   360円  （税込389円） 
 有機加工原料を使い、昔ながらの製法で作りました。
気泡が練り込まれているため味しみが良く、煮物に
最適。    ※物流上の都合で冷蔵でお届けします。        λ瀬
間商店（東京都世田谷区）  δお届け後45日保証   

1482    υυ       
     有機こんにゃく  

  220g   183円  （税込198円） 
 群馬県産の有機原料から作りました。芋を丸ごと
使ったこんにゃくならではの風味の良さが特徴で
す。    ※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38日保証   

1483    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     有機生いもまるごと 白滝ミニ3パック  
  100g×3パック   285円  （税込308円） 

 国産契約栽培の干し大根を、しっかり漬
けました。使いやすいハーフサイズです。
            λヤマキ（埼玉県神川町）     

1484        
  $$   たくあん  

  150g   340円  （税込367円）  大根を、自社製の甘酒と洗双糖、塩で調
味。ほのかな甘みと風味が秀逸です。    ※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   

1485    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   べったら漬  
  1コ(長さ約10cm)   389円  （税込420円） 

イメージイメージ

 カツオ風味の浅漬けです。契約栽培の
大根を醤油、砂糖などでシンプルに漬け
ました。    ※６月頃までの取り扱い予定。
        λヤマキ（埼玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1486    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   かつお大根  

  150g   366円  （税込395円） 

イメージイメージ

 滋賀県産の紅大かぶらの千枚漬です。食品添
加物は不使用。すぐに召し上がっていただける
カットタイプ。    ※５月頃までの取り扱い予定。
        λ東明（静岡県熱海市）  δお届け後7日保証   

1487    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     紅かぶら千枚漬（カップ入り）  

  160g   374円  （税込404円） 
 国産有機栽培のきゅうりとなすを使用。
天然醸造の醤油や梅酢などに昆布だし
を加えて漬け込みました。            λヤマキ（埼
玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1488    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     しば漬（有機きゅうり、有機なす使用）  

  100g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

1490        
     桜の花の塩漬け  

  50g   450円  （税込486円） 

 桜の名所、奈良県吉
野山の近くで栽培さ
れた桜の花を使用。白
湯やお茶に一輪浮か
べて「桜湯」としてどう
ぞ。            λ王隠堂農園（奈
良県五條市）  δお届
け後45日保証   

ひな
まつり

ひな祭りには華やかな桜湯をひな祭りには華やかな桜湯を

 王隠堂農園グループで作った生姜の甘
酢漬。保存料や化学調味料不使用の、ま
ろやかな味わいです。            λ王隠堂農園（奈
良県五條市）  δお届け後30日保証   

1489    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     しょうがの甘酢漬  

  100g   360円  （税込389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）     

1491        
     もったいナイ・くずれ梅干し  

  800g   1,600円  （税込1,728円）  辛さは控えめの白菜キムチです。食べや
すいサイズにカットしてあります。            λ韓
国食品（千葉県匝瑳市）  δお届け後10
日保証   

1492    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  

  300g   500円  （税込540円） 
 「韓国食品の白菜キムチ」を食べやすくカッ
ト。おいしさの決め手となる合わせ調味料・
ヤンニョムのだしは自社製です。            λ韓国食
品（千葉県匝瑳市）  δお届け後15日保証   

1493    υυ       
  $$   韓国食品の白菜キムチ（カットタイプ）  

  300g   522円  （税込564円） 
 ホタテのひもやカツオ節などを煮出した
だしで、うまみたっぷりに仕上げました。
辛さ控えめです。            λ趙さんの味（宮城県
仙台市）  δお届け後7日保証  θえび 

1494    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     趙さんの味 白菜キムチ  

  200g   480円  （税込518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

                      

 トースターなどで温めるだけ。健康に育
ったおいしい鶏肉で作りました。            λ秋川
牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1496    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   498円  （税込538円） 

ひな
まつり

 塩味の調味液に漬け込んだ鶏ムネ肉を
唐揚げにしました。ほんのり塩味がくせ
になる一品です。            λ秋川牧園（山口県山
口市）     

1497    ττ       
  $$   塩からあげ  

  200g   580円  （税込626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 

1498    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円） 
 人気の 「チキンナゲット」のお徳用。人が
集まるときにも◎。            λ秋川牧園（山口県
山口市）    θ小麦・卵 

1499    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   960円  （税込1,037円） 

ひな
まつり

 食べやすいチューリップ型。独自にブレ
ンドしたハーブやスパイスが、鶏のうま
みを引き出しています。            λ秋川牧園（山
口県山口市）    θ小麦・大豆 

1501    ττ       
     フライドチキン（チューリップ）  
  350g(6本以上)   878円  （税込948円） 

 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 

1502    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   460円  （税込497円）  鶏のササミにアオサで磯の香りを加え、さ
っぱりとした後味に仕上げました。オーブ
ントースターか電子レンジで温めるだけ。
            λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵 

1503    ττ       
  $$   チキンささみカツ（のり塩味）  

  150g   490円  （税込529円） 
 豚肉と鶏肉にキャベツをたっぷり混ぜた、ふわふ
わの食感。国産生パン粉で衣もさくさくです。    ※原
料高騰のため、23円(税込）値上げします。        λ総合
農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・卵・乳・大豆 

1504    ττ       
     あたためるだけキャベツメンチ  

  120g(2コ)   448円  （税込484円） 
 ヨーロッパで有機栽培されたじゃがいもを使
用。本場・ベルギーから、約12mmの太めのポ
テトをお届け。    ※次回、値上げします。    ■原産
国／ベルギー    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1506    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     オーガニックフレンチフライポテト  

  300g   300円  （税込324円） 

イメージイメージ

 北海道産の乳製品、じゃがいも、鮭を使った風
味たっぷりのキッシュです。冷蔵庫で解凍後、フ
ライパン等で加熱するだけ。            λ札幌中一（北海
道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

1507    ττ       
     サーモンキッシュ  

  220g   1,230円  （税込1,328円） 

イメージイメージ

 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 3/13お届け週3/13お届け週    
     レンジであじフライ  

  200g(4枚)   603円  （税込651円） 
 北海道産のバターや生クリームを使った自社製クリ
ームソースに、天然ホワイトエビのうまみがたっぷり
です。    ※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えび・小麦・卵・乳 

1509    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     レンジでえびクリームコロッケ  

  130g(5コ)   504円  （税込544円） 
 じゃがいもの味わいが生きるよう、バターでシンプル
に味付けし、さっくりと揚げました。    ※電子レンジ専用
品です。※原料高騰のため、22円(税込）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 

1510    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   あたためるだけじゃがバターコロッケ  

  175g（5コ）   478円  （税込516円） 
 じゃがいもと玉ねぎの甘みを生かした、飽きのこ
ない味わい。晩ごはんやお弁当に。    ※原料高騰の
ため、17円(税込）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60日保証  θ小麦 

1511    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   徳用ポテトコロッケ  

  480g(12コ)   739円  （税込798円） 

イメージイメージ

 契約農場の若鶏のモモ肉・ムネ肉と玉ね
ぎを使い、醤油ベースで下味を付けまし
た。常備におすすめ。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1513    ττ       
  $$   徳用 お料理に便利！鶏だんご  

  450g   960円  （税込1,037円） 

イメージイメージ

 ポークハンバーグに、大根おろしで作っ
た和風ソースを絡めました。            λ総合農舎
山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

1515    ττ       
     和風おろしハンバーグ  
  310g(固形量50g×4コ)   725円  （税込783円）  鶏肉を沖縄の塩「シママース」で味付け

し、約700℃の炭火で焼き上げました。
湯せんなどで温めるだけ。            λ秋川牧園
（山口県山口市）     

1517    ττ       
     秋川牧園の鶏炭火焼  

  80g   466円  （税込503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）     

1518    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

 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 

1520    ττ   NN 3/13お届け週3/13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） 

イメージイメージ

24 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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

惣 菜定番

 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 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   461円  （税込498円） 

 自社製鶏ガラスープ
や味噌、醤油、黒こし
ょうなどで衣を味付
け。しっかりとした味
わいです。            λ秋川牧
園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

1500    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   こくうま！チキンナゲット  

  220g   490円  （税込529円） 

 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 

1519    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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） 

 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 

1524    ττ   NN 3/6お届け週3/6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） 

 天然エビがたっぷり入った本格シュウマ
イ。形やサイズが不ぞろいのエビを使っ
ています。            λニッコー（神奈川県大和市）
    θえび・小麦・卵・大豆 

1521    ττ       
     プチえびしゅうまい  

  144g   388円  （税込419円） 

イメージイメージ

 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 

1522    ττ       
     鶏ごぼうしゅうまい  

  216g（8コ）   448円  （税込484円） 

限定 500

 ニラの香りと、ぷりぷりのエビが美味で
す。蒸しても焼いてもおいしくできます。
            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 

1523    ττ       
  $$   海老ニラまんじゅう  

  160g（4コ）   580円  （税込626円） 

イメージイメージ

 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 

1525    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   570円  （税込616円） 

限定 500

 国産小麦を使ったもちもちの皮で豚肉
とエビがメインのタネをたっぷり包み込
みました。            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 

1526    ττ       
  $$   飛鳥の水餃子  

  240g（15コ）   520円  （税込562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 3/13お届け週3/13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

 豚肉、春雨、野菜の具に、隠し味のホタテ貝柱
をプラス。フライパンで揚げ焼きできる小さめ
サイズです。            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小麦・大豆 

1528    ττ       
  $$   フライパンｄｅミニ春巻き（野菜）  

  160g（8本）   646円  （税込698円） 
 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）     

1529    ττбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     キーマカレー（チキン辛口）  

  320g（2人前）   678円  （税込732円） 
 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 

1530    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   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

 大地宅配のデミグラスルウと玉ねぎ、牛
肉などを使用。約5分湯せんして。            λ日
本食品工業（鳥取県境港市）    θ小麦・乳・
大豆 

1531    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   ハヤシライス（レトルト）  

  200g(1人前)   457円  （税込494円） 

限定 1000
イメージイメージ

 中津ミートのベーコンや、大地を守る会
の生産者の野菜を入れたトマト味のス
ープです。パスタソースにも。            λ誠晃産業
（東京都新宿区）     

1532        
     ミネストローネ（押麦入り）  
  210g×5パック   1,509円  （税込1,630円） 

限定 500

 国産の有機小松菜と、有機大豆を使用し
た油揚げを組み合わせたインスタントの
お味噌汁です。            λビオ・マーケット（大阪
府豊中市）    θ大豆 

1533    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機即席みそ汁（畑育ちのおみそ汁）  
  7.5g×10コ   1,628円  （税込1,758円） 

 山形村短角牛を使った合挽肉と、短角牛
のビーフブイヨンを使用。“お肉がおいし
い”ミートソースです。            λ総合農舎山形村
（岩手県久慈市）    θ小麦・乳 

1534    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     総合農舎山形村のミートソース  

  240g(2人前)   678円  （税込732円） 

イメージイメージ

 秋川牧園の鶏肉や国産小麦のパスタなど
を使用した本格派グラタン。レンジで温
めるだけ。    ※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・乳 

1535    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   チキンクリームグラタン  

  360g(2コ)   694円  （税込750円） 

限定 500

 鳥取県境港産紅ズワイガニの身が、全重
量の約18％とたっぷり。カニだしを加え
たこく深いソースも◎。            λ小倉水産食品
（鳥取県境港市）    θかに・小麦・乳 

1536    ττ       
     紅ずわいがにグラタン（パーティーサイズ）  

  500g   1,895円  （税込2,047円） 

 キムチ・イカ・ニラ・じゃがいもなど、たくさんの具
を混ぜ合わせて、一枚一枚手焼きしました。閔さ
ん自慢の本格的な一品です。            λ韓国食品（千葉
県匝瑳市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵 

1537    ττ       
     韓国食品のチヂミ（キムチ入り）  

  220g   569円  （税込615円） 

イメージイメージ

 特製コチュジャンダレがアクセント。ごはんも付
いたビビンバ丼です。容器のまま温めるだけ。
    ※電子レンジ専用品です。        λ韓国食品（千葉県
匝瑳市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1538    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   冷凍弁当 閔

ミン

さんのビビンバ丼  
  285g（1食分）   544円  （税込588円） 

 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 

1539    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   525円  （税込567円） 
 平飼卵の濃厚な風味に上品なカツオだしを合
わせたやさしい味わい。そのままはもちろん、
お吸い物の具にも。            λ大海老食品（東京都世
田谷区）  δお届け後5日保証  θ小麦・卵・大豆 

1540    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   平飼い卵の玉子とうふ  

  120g×2コ   397円  （税込429円） 
 平飼卵を使用し、カツオ節など、数種類のだ
しで味付けしました。そのままでも、おいし
くいただけます。            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 

1541    υυ       
  $$   だし巻き玉子  

  300g   503円  （税込543円） 

イメージイメージ

1542    υυ       
  $$   大地宅配の北海道花豆煮  

  120g   380円  （税込410円） 

 北海道の大地を守る
会の生産者の紫花豆
を、北海道産ビートグ
ラニュー糖のみで炊
き上げました。            λ篠
田食品工業（北海道
札幌市）  δお届け後
45日保証   

ふっくらやさしい味わいに炊きましたふっくらやさしい味わいに炊きました

 豆の風味を引き立てる程よい甘さ。手間のかかる煮豆も
これなら手軽に食べられます。    ※傷が入ったり、皮がか
たい豆が入る場合がありますが、味に影響はありません。
        λ篠田食品工業（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1543    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   大地宅配の金時豆煮  

  120g   290円  （税込313円） 
 ひじき五目煮と小松菜の煮びたしの2種が入った
お弁当惣菜。約2時間の自然解凍で食べられます。
        ■セット内容／ひじき五目煮・小松菜の煮びたし
各3コ    λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1544    ττ       
     自然解凍のお弁当おかず（ひじき・小松菜）  
  120g(2種×3コ)   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 大地を守る会の生産者の人参、ごぼう、
鶏肉、国産たけのこなどが入った筑前煮。
湯せんまたは電子レンジで温めて。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1546    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   もう一品のおかず 筑前煮２パック  
  110g×2パック   490円  （税込529円） 

限定 500

野菜系副菜

イメージイメージ

豆腐が入ってふんわりやわらか豆腐が入ってふんわりやわらか

ジューシーな豚肉のうまみがたっぷりジューシーな豚肉のうまみがたっぷり

スパイシーでしっかり「こくうま」スパイシーでしっかり「こくうま」

もっちり皮に包まれた肉汁いっぱいの具もっちり皮に包まれた肉汁いっぱいの具

25109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40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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便利！！
お弁当に 特製ダレが鶏肉になじみ、ジューシー特製ダレが鶏肉になじみ、ジューシー

おいしさの秘密は隠し味のスパイスおいしさの秘密は隠し味のスパイス

素材の甘みが引き立つ薄味仕上げ素材の甘みが引き立つ薄味仕上げ

卵で包んで、簡単オムライス弁当に卵で包んで、簡単オムライス弁当に

イメージイメージ イメージイメージ

 産地限定の鶏肉を15
時間以上特製ダレに
漬け込み、パン粉を付
けてなたね油で揚げ
ました。            λ総合農舎
山形村（岩手県久慈
市）    θ小麦・乳・大豆 

1505    ττ       
     あたためるだけさくさくチキンカツ  
  150g(3コ以上)   554円  （税込598円） 

 栽培期間中農薬不使
用のかぼちゃを、みりん
と醤油でシンプルに味
付け。電子レンジで温
めるだけ。    ※８月頃まで
の取り扱い予定。        λ知
床ジャニー（北海道斜
里町）    θ小麦・大豆 

1545    ττ       
  $$   かぼちゃの煮物  

  210g   338円  （税込365円） 

 鶏のモモ・ムネ肉に鶏
皮も加えたジューシ
ーなハンバーグ。サン
ドイッチの具材にもお
すすめです。            λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・乳・大豆 

1514    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   お弁当に便利！照り焼き風チキンハンバーグ  
  150g(固形量125g(5コ))   415円  （税込448円） 

 化学調味料を使用せ
ず、トマトのうまみを
生かしたチキンライ
ス。バラ凍結なので、
使いたい分だけ使え
て便利です。            λ全国
農協食品（東京都渋
谷区）    θ小麦・大豆 

1560    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   大地宅配のチキンライス  

  450g(2食分)   550円  （税込594円） 限定 1000

イメージイメージ

国産・無漂白だから安心。国産・無漂白だから安心。
細かく刻んでちらし寿司にもどうぞ細かく刻んでちらし寿司にもどうぞ

国産の無漂白かんぴょうを、砂糖
や国産丸大豆醤油でやさしい甘
さに仕上げました。細巻きはもち
ろん、細かく刻んでひな祭りのち
らし寿司にもどうぞ。

             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       
     味付かんぴょう（無漂白国産かんぴょう使用）  

  100g   448円  （税込484円） 

 国産大豆からできたおからのしっとりとした
味わいと、桜エビの香ばしい風味が絶妙。も
う一品のおかずに。            λ丸和食品（東京都練馬
区）  δお届け後15日保証  θえび・小麦・大豆 

1547    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   桜えび入り卯の花  

  150g   458円  （税込495円） 
 国内で有機栽培されたザーサイの葉を
細かく刻み、ごま油で風味良く仕上げま
した。白いごはんにぴったり。            λ遠忠食品
（埼玉県越谷市）  δお届け後45日保証   

1549    υυ       
  $$   もったいナイ・にっぽんのザーサイ葉油炒め  

  100g   330円  （税込356円） 
 アブラガニ、甘エビ、ベビーホタテ、スルメイ
カと、 自社製の魚介ブイヨンをセット。お手
軽に作れるレシピ付き。            λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θえび・かに 

1551    ττ       
     シーフードパエリアの素  
  880g(2合用)   983円  （税込1,062円） 

イメージイメージ

1550    ττ       
  $$   鶏ごぼうご飯の素  

  170g（2合用）   646円  （税込698円） 

 秋川牧園の鶏肉とごぼ
う、しいたけが入ったご
はんの素。いつもの水
加減で炊いてください。
    ※次回取り扱いは１０月
頃予定。        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 

鶏肉の滋味とごぼうの風味が豊か鶏肉の滋味とごぼうの風味が豊か

 具だくさんで人気の一品。昆布とカツオ
だしのきいた本格派です。    ※４月頃まで
の取り扱い予定。        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   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   ちらし寿司の素（2合混ぜ込み用）  

  200g   627円  （税込677円） 

イメージイメージ

ひな
まつり

 豆腐を混ぜたふんわり生地に、ヒジキや
紅生姜などを入れました。軽食やおやつ
に。    ※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 

1554    ττ       
  $$   豆腐とひじきのふんわりミニお好み焼き  

  500g(10枚)   912円  （税込985円） 

限定 500
イメージイメージ

 国産小麦の皮で豚肉・たけのこ・玉ねぎなど
の具材を包んだ、プチ肉まんです。小さいけれ
ど味は本格的。    ※６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・乳・大豆 

1556    ττ       
  $$   プチ肉まん  

  240g（8コ)   598円  （税込646円） 

限定 500

 もっちりとした生地にブランデー漬けのレーズン
を練り込んだ、ほんのり甘い味わい。主食やおや
つに。    ※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       
  $$   飛鳥のレーズン花巻（中華蒸しパン）  

  180g（3コ）   370円  （税込400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 3/13お届け週3/13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） 

ひな
まつり

 直径約19cmとやや小さめのマルゲリータ。国産小
麦粉や有機トマトなど厳選した素材を使い、石窯で
焼き上げました。        ■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 

1559    ττ       
  $$   バンビーノピザ（ＭＩＸチーズのミニマルゲリータ）  

  1枚   907円  （税込980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    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   474円  （税込512円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者の小豆ともち米
を使用し、ふっくらもっちりとした味わ
い。電子レンジか蒸し器で温めるだけ。
            λポーラスター（石川県白山市）     

1562    ττ       
  $$   赤飯おにぎり  

  360g(6コ)   531円  （税込573円） 

限定 500

ひな
まつり

 人気の太巻き寿司のカットタイプ。酢めしにしい
たけや卵焼きを入れ、焼き海苔で巻きました。電
子レンジで温めるだけ。    ※電子レンジ専用品です。
        λポーラスター（石川県白山市）    θ小麦・卵・大豆 

1563    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   カットしてある太巻き寿司  

  300g(8切)   551円  （税込595円） 

限定 1000

 鳥取県境港で水揚げされた紅ズワイガニの肉を酢
飯にトッピング。カニのうまみが堪能できる、彩り華
やかな一品です。    ※電子レンジ専用品です。        λ小倉
水産食品（鳥取県境港市）  ［生食可］  θかに・小麦・卵 

1564    ττ       
     かに甲羅ちらし寿司  

  110g(1コ)   498円  （税込538円） 

ひな
まつり

 12種類の穀物ブレンドが入ったやさし
い味付けのおかゆ。湯せんしてどうぞ。
            λ誠晃産業（東京都新宿区）     

1566    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   穀物満彩がゆ  
  200g×10パック   1,790円  （税込1,933円） 

限定 500

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

                      

限定 2000

 大地を守る会の生産
者のチキンエキスや
豚脂を使用。麺をゆで
てスープを加えるだ
け。酵母エキス使用。
        ■セット内容／（麺
120g・スープ31g）×
2食    λ亀製麺（東京
都国立市）  δお届け
後8日保証  θ小麦・卵 

1570    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   野菜と食べる！お鍋ひとつでタンメン  

  2食   456円  （税込492円） 

 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 

1571    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

 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 

1572    υυ   NN 3/6お届け週3/6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 

1573    υυ   NN 3/6お届け週3/6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

イメージイメージ

ごはんの素・その他

軽食・パックごはんなど

26 109号 ●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。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆
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小腹が空いたら温めるだけの軽食を
きめ細かく粘りのあるもち米を使用きめ細かく粘りのあるもち米を使用国産小麦粉で作ったもちもちの皮国産小麦粉で作ったもちもちの皮

甘めのタレがしっかり絡んで美味甘めのタレがしっかり絡んで美味

弾力のある希少な国産タコ入り弾力のある希少な国産タコ入り

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

人
気
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粋
」シ
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ズ
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好
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味
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召
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が
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人
気
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粋
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好
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味
を
召
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が
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 塩  塩 

 醤油  醤油 

 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 

1555    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g（3コ）   578円  （税込624円） 

 鶏のモモ肉とムネ肉
を使い、醤油ベース
のタレに漬けて焼き
ました。湯せんするだ
け。        ■セット内容／モ
モ・ムネ各4本    λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・大豆 

1516    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   あたためるだけ焼き鳥セット（たれ）  

  240g(8本)   950円  （税込1,026円） 

 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 

1553    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   たこ焼き  

  352g(16コ)   598円  （税込646円） 限定 1000

 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 

1565    ττ       
     鶏ごぼうおこわ  

  100g×2コ   392円  （税込423円） 

1574    ττбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1575    ττ   NN 3/6お届け週3/6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。    ※5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 

1576    ττ   NN 3/6お届け週3/6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

 国産小麦を使用した亀製麺の生麺と、カクトウ醸造の
豆味噌をベースに仕上げた味噌スープのセットです。
        ■セット内容／（麺120g･スープ32.2g）×2食    λ亀製
麺（東京都国立市）  δお届け後7日保証  θ小麦・大豆 

1577    υυ       
  $$   ほうとう（味噌仕立てスープ付き）  

  2食   453円  （税込489円） 

限定 300
イメージイメージ

 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 

1578    NN 3/6お届け週3/6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） 

イメージイメージ

1579        
     手
て な い

綯職人 稲庭うどん（規格外品）  
  600g   924円  （税込998円） 

 北海道産小麦粉を使
い、職人が手作りした
麺を4日間熟成。切れ
端が入ることがある
のでお得です。            λ稲
庭吟祥堂本舗（秋田
県湯沢市）    θ小麦 

切れ端入りのためとってもお得切れ端入りのためとってもお得

 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 

1580    NN 3/13お届け週3/13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

 国産そばの実を丸ご
と挽く「挽きぐるみ」
製法で仕上げた、 滋
味豊かな極細そばで
す。            λ本田商店（島
根県雲南市）    θ小麦・
そば 

1581        
     出雲福そば  

  180g   300円  （税込324円） 

1582   б б   NN 3/6お届け週3/6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 

1583    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1584    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   春巻の皮  

  10枚   230円  （税込248円） 
 国産小麦と塩だけで作りました。パリッと揚がると好
評です。  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キムラ（東京都青梅市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

1593    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     米
よねざわごう

沢郷牧場の切りもち（三色）  
  1kg   1,433円  （税込1,548円） 

 地元のもち米を使用した白もち、よもぎを使用し
た草もち、紅花を使用した紅花もちの3種詰め合
わせです。    ※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   

1567    NN 3/6お届け週3/6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 

イメージイメージ

1594    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     徳用・庄内の杵つき玄米丸餅（2パック）  
  500g×2パック   1,325円  （税込1,431円） 

 「杵つき玄米丸餅」に
徳用タイプが登場。
コシの強さ、玄米なら
ではの甘みと香ばし
さ、食感が生きていま
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   

玄米ならではの香ばしさと甘みを堪能玄米ならではの香ばしさと甘みを堪能

1595        
     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   

1568    NN 3/6お届け週3/6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 

 玄米のぷちぷちした食
感が残るように作った、
歯切れの良さと香ばし
さが特徴です。    ※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）  δお
届け後15日保証   

1596        
     しらたかノラの会の玄米餅  

  400g   707円  （税込764円） 

 山形の「白芒もち」とい
う希少なもち米を使っ
た、コシが強くて甘みの
ある、まろやかなもち。
    ※次回取り扱いは１２
月頃予定。        λおきたま
興農舎（山形県高畠町）
  δお届け後15日保証   

1597        
     白
しろのげ

芒もち（白）  
  500g   1,124円  （税込1,214円） 

 自社で栽培したもち米によもぎ、紅麹を加えまし
た。赤・白・緑が1枚ずつの計3枚入。    ※紅麹色素使
用。※次回取り扱いは来年２月頃予定。        λ庄内協
同ファーム（山形県鶴岡市）  δお届け後30日保証   

1598        
     ひしもち  

  160g   480円  （税込518円） 

限定500

1569    NN 3/6お届け週3/6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） 

 こくのある濃厚とんこつ
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

 とんこつ  とんこつ 

イメージイメージ
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大地宅配の

調味料定番

一部商品は29ページ右下で
｢お試し少量品｣をご紹介しています。

 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 

1599   б б   NN 3/6お届け週3/6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 

1600   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   884円  （税込955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 

1603    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   800円  （税込864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）     

1610   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会の料理酒  

  720ml   900円  （税込972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）     

1615   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

1636    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

 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）     

 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）     

1626    NN 3/6お届け週3/6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） 

 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）     

1634   б б   NN 3/6お届け週3/6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） 

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。

                      

 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 

1601    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  

  1000ml   690円  （税込745円） 

 加熱処理をしていな
い生醤油。淡い色で
香りが良く、やわらか
いうまみや甘みが特
徴です。空気が入りに
くい容器入り。            λ森
田醤油店（島根県奥
出雲町）    θ小麦・大豆 

1602        
     鮮度長持ち国産丸大豆生（なま）しょうゆ  

  200ml   500円  （税込540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 

1604    υυ   NN 3/13お届け週3/13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 

1605    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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 

1606    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

 遺伝子組み換えの心
配がない国産大豆を
使用し、９カ月以上熟
成させました。            λやさ
か共同農場（島根県
浜田市）    θ大豆 

1607    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     やさかみそ（甘口）  

  750g   589円  （税込636円） 

 麹の力で甘めに、香り
高く仕上げた白味噌
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  θ大豆 

1608    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     白みそ  

  500g   484円  （税込523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。    ※次回取り
扱いは１０月頃予定。
        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 

1609    υυ       
     ゆずみそ  

  200g   465円  （税込502円） 

 お肉をやわらかくする
効果があります。煮込
み料理や各種ソース
作りに。酸化防止剤は
不使用。            λ井筒ワイン
（長野県塩尻市）     

1612    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     クッキングワイン（赤）  

  720ml   787円  （税込850円） 

1611    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     千代菊の純米料理酒（有機米使用）  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 

 兵庫県産の有機米を
100％使用。お米の
うまみがしっかりと生
きています。            λ千代菊
（岐阜県羽島市）     

兵庫県産の有機米100％兵庫県産の有機米100％

 もち米に米麹と米焼
酎を合わせて仕込
み、2年に及び貯蔵熟
成。うまみ、風味とも
に優れた本みりん。
            λ角谷文治郎商店
（愛知県碧南市）     

1613    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     三河みりん・700ml  
  700ml   1,020円  （税込1,102円） 

 酒の風味とみりんの
うまみを併せ持った
発酵調味料。一升
びんの徳用サイズ。
            λ味の一醸造（埼玉
県狭山市）     

1614    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     味の母・1.8L  

  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 

 ３カ月発酵させ、６カ
月以上熟成させた、う
まみのある有機玄米
の黒酢。薄めて飲んだ
り、料理にもどうぞ。
飲むときは空腹時を
避けてください。            λ庄
分酢（福岡県大川市）     

1616    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

 新農業研究会のりん
ごのストレート果汁
をじっくり発酵。米酢
よりまろやかな味わ
いです。            λマルボシ酢
（福岡県川崎町）     

1617    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   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） 

 酒かすを10年以上寝
かせて造った赤酢と、
2種の米酢を塩のみ
で調合。うまみの濃い
すし酢です。            λ飯尾
醸造（京都府宮津市）     

1618        
     富士手巻きすし酢（砂糖不使用）  
  360ml   1,200円  （税込1,296円） 

ひな
まつり

 純米酢に国産のきび
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。            λ庄
分酢（福岡県大川市）
    θ小麦・大豆 

1619    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     職人さんのすし酢  

  360ml   515円  （税込556円） 

ひな
まつり

 国産ゆず・かぼすの果
汁、利尻昆布・鹿児島
県産カツオ節のだし
など、選りすぐりの素
材で仕上げた一品。
            λ飯尾醸造（京都府
宮津市）    θ小麦・大豆 

1620    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864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。            λ日
本食品工業（鳥取県
境港市）    θ小麦・大豆 

1621   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   570円  （税込616円） 

 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。            λ新丸正（静
岡県焼津市）    θ小麦・
大豆 

1622    NN 3/6お届け週3/6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） 

1623    NN 3/6お届け週3/6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 

 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）     

1624    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,143円  （税込1,234円） 

 大豆を使わず醸造し
た「しろたまり」に、カ
ツオ節、昆布などのだ
しを合わせました。い
ろいろな和風料理に。
            λ日東醸造（愛知県
碧南市）    θ小麦 

1625    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     白だし  

  400ml   890円  （税込961円） 

ひな
まつり

 遺伝子組み換えの心
配のないなたねを、圧
搾法で搾りました。く
せがほとんどないの
でいろいろな用途に。
            λ石橋製油（福岡県
久留米市）     

1627    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     石橋製油のなたねサラダ油（丸缶）  

  800g   950円  （税込1,026円） 

28 109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40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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お試し少量品醤油・味噌・酢など

大地宅配の

調味料定番

● 大地を守る会の生産者の玉
ねぎをたっぷり使用。玉ね
ぎの皮をむくところから自社
工場でていねいに手作業を
しています

● 化学調味料、乳化剤、保存
料などの食品添加物を使わ
ずに仕上げた、クリーミー
な味わい

● 遺伝子組み換え原料は不使
用。油も非遺伝子組み換え
なたねを圧搾した一番搾り
なたね油を使用

ここが違う！

国産りんごと国産レモンの果実酢仕立て
国産りんごと国産レモンでできた果実酢のさわやかな酸味に、すり
おろし玉ねぎのうまみと甘みが加わった、マイルドな味わいです。
さっとかければ、サラダ、蒸し野菜、グリル野菜など、シンプルな料
理もたっぷりと食べられます。刻んだゆで卵を加えて、タルタルソー
ス風にしても。

国産契約栽培国産契約栽培
玉ねぎの玉ねぎの
こくとうまみ こくとうまみ  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）     

1628   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,190円  （税込1,285円） 

 ごまを通常より強く
焙煎し、ごま油の色と
香りを一層引き出し
た一品。たっぷり使え
る大きめサイズです。
            λ九鬼産業（三重県
四日市市）     

1629    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     九鬼の胡麻油（こいくち）  

  600g   900円  （税込972円） 

 有機栽培の亜麻をド
イツで搾油し、国内で
精製後充填。酸化しに
くい二重構造ボトル
入り。くせがなくマイ
ルドな味わい。    ※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）     

1630    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     有機アマニ油  

  190g   1,800円  （税込1,944円） 

1631    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     有機エキストラバージンココナッツオイル（エクスペラー）225g  

  225g   1,800円  （税込1,944円） 
 生のココナッツ果肉から、熱を加えずに低温圧搾
したオイル。中鎖脂肪酸65％含有。コレステロー
ルやトランス脂肪酸もまったく含みません。        ■原
産国／フィリピン    λココウェル（大阪府大阪市）     

 サラダなどにそのま
まかけて、オメガ3系
脂肪酸（α-リノレン
酸）を手軽に摂取。新
鮮なナッツのような香
りです。        ■原産国／
ペルー    λアルコイリ
スカンパニー（千葉県
松戸市）     

1632    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     オーガニックインカインチオイル  

  180g   1,720円  （税込1,858円） 

 非遺伝子組み換えの
とうもろこし胚芽を、
圧搾。こくのある香ば
しさで、料理が香り高
い仕上がりに。            λ太田
油脂（愛知県岡崎市）     

1633    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     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） 

 通常は取り除かれるオ
リーブの澱を残してい
るので、より風味が強く
パンチのきいた味が楽
しめます。        ■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）     

1635    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     パレスチナのオリーブオイル（無濾過）  

  273g   1,745円  （税込1,885円） 

 「海の精やきしお」に、
昆布としいたけのう
まみを加えました。振
りかけるだけで、味
わい深い料理ができ
上がります。            λ海の精
（東京都大島町）     

1637        
     海の精 うましお  

  65g   520円  （税込562円） 

 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）     

1638   б б   NN 3/6お届け週3/6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） 

限定 1000

 たっぷりのすりおろし
た玉ねぎと、国産のレ
モン・りんごの果実酢
を使用。マイルドな味
わい。            λ冨貴食研（大
阪府高槻市）  δお届
け後60日保証  θ小
麦・卵・大豆 

1643    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   玉ねぎと果実酢のクリーミィドレッシング  

  230ml   532円  （税込575円） 

ひな
まつり

 国産のカキを自己消
化酵素で分解したエ
キスがベース。本格
中華料理やいろいろ
な料理に。            λフルー
ツバスケット（静岡県
函南町）    θ小麦・大豆 

1639    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     オイスターソース  

  115g   400円  （税込432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 

1640   б б   NN 3/6お届け週3/6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） 

 良質な豆乳と紅花油
を主原料に、ウエダ家
の自然発酵乳酸菌を
使って乳化したクリ
ーム。野菜やパンと一
緒にどうぞ。            λムーラ
ン ナ ヴァン（静岡県
函南町）  δお届け後
12日保証  θ大豆 

1641    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ウエダ家の豆乳発酵マルチクリーム  

  120g   786円  （税込849円） 

 つぶつぶの有機玉ね
ぎと有機人参の、甘み
と風味を生かした醤
油ベースのドレッシン
グです。            λ光食品（徳
島県上板町）    θ小麦・
大豆 

1642    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     野菜ドレッシング（国産なたね油使用）  

  200ml   430円  （税込464円） 

1644    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     麻婆（マーボー）の素（挽肉入り）  
  200g(約3人前)   398円  （税込430円） 

 豆腐1丁を入れて温めるだけ。挽肉もた
くさん入っています。辛さ控えめで、家族
みんなで楽しめます。            λ総合農舎山形村
（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

 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 

1645    NN 3/6お届け週3/6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） 

 奄美大島のターメリ
ック（うこん）など、い
ろいろな香辛料を、バ
ランス良くブレンド。
            λヤスマ（東京都品
川区）     

1646    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 

 高知県で有機栽培された生姜を、風味を凝
縮して乾燥させ粉末にしました。炒め物など
にそのままどうぞ。    ※３月頃までの取り扱い
予定。        λ大地と自然の恵み（高知県香美市）     

1647    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機乾燥生姜粉末  

  15g   750円  （税込810円） 
1648    ττ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     おろし本わさび  

  5g×6パック   325円  （税込351円） 

 清流に生育する沢わ
さびをおろし、保存
効果を高めるために
塩だけ加えています。
            λマル井（長野県安
曇野市）     

添加物不使用ならではの香り高さ添加物不使用ならではの香り高さ

2025   б  б     
     味の母・720ml  
  720ml   693円  （税込748円） 
                  

2032        
     石橋製油のなたねサラダ油  
  910g   900円  （税込972円） 

                  

2039        
     有機トマトピューレー（200g×3）  
  200g×3コ   485円  （税込524円） 
                  

2019        
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・1.8Ｌ  
  1.8L   1,484円  （税込1,603円） 
                 θ小麦・大豆 

2027        
     富士すし酢  
  360ml   600円  （税込648円） 
                  

2033      
     国産なたねソフト油  
  825g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2040        
  $$   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

2018        
  $$   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 

2020        
     かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2028        
     有機ぽん酢しょうゆ  
  250ml   408円  （税込441円） 
                 θ小麦・大豆 

2035        
     有機オリーブオイル（スペイン）  
  270g   950円  （税込1,026円） 
                  

2041        
     デミグラスソース（ルウ）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 
                 θ小麦・乳・大豆 

2024        
     味の母・300ml  
  300ml   395円  （税込427円） 
                  

2021        
     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 

2029        
  $$   万能つゆ（希釈用）  
  300ml   379円  （税込409円） 
                 θ小麦・大豆 

2036        
  $$   大地を守る会の砂糖（喜界島限定きび糖）  

  1kg   436円  （税込471円） 
                  

2042        
  $$   カレールウ（中辛）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 
                 θ小麦・大豆 

2026        
     純米富士酢・360ml  
  360ml   550円  （税込594円） 
                  

2022    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 

2030        
     おいしいたれ 焼肉中辛  
  215g   570円  （税込616円） 

                 θ小麦・大豆 

2037        
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 
                  

2043        
  $$   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 

2034        
     今井のごま油165g  
  165g   436円  （税込471円） 

                  

2023        
     純米本みりん 飛鳥山  
  500ml   900円  （税込972円） 
                  

2031    υυ     
     醤油こうじ  
  160g   414円  （税込447円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

2038      
     海の精 なんでもソルト（詰め替え用）  

  58g   360円  （税込389円） 
                  

2044      
     チャンプルの素（粉末）ビン入  

  27g   650円  （税込702円） 
                  

29109号●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。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆

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

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

                      

 国産の小麦粉に、山芋、カツオ節、塩、砂
糖などをブレンド。水で溶いたら具を混
ぜて焼くだけです。            λ高信産業（東京都
武蔵野市）    θ小麦 

1650    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     お好み焼粉  

  300g   496円  （税込536円） 

イメージイメージ
 北海道のじゃがいも
を原料に、昔ながらの
製法で製造した、粘り
が強い片栗粉。            λカ
ワハラデンプン（北海
道士別市）     

1651    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     かたくり粉  

  300g   331円  （税込357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）     

1654    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 地元の原木を使った
原木栽培で2年かけ
て育てたしいたけを
スライス。汁物や炊き
込みごはんに。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1656        
     大分産乾しいたけ（スライス）  

  30g   540円  （税込583円） 

 溶けやすい粉末タイ
プなので、お菓子作り
や料理に便利です。こ
しあんで作る水よう
かんや、牛乳寒天に。
            λマツキ（長野県諏
訪市）     

1657    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     粉末寒天  

  50g   550円  （税込594円） 

 宮崎県・和歌山県の
王隠堂農園提携農家
の大根を干し上げた、
素朴な味と歯ごたえ
の切干し大根です。
            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）  δお届け
後45日保証   

1658    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     切干し大根  

  50g   227円  （税込245円） 

 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）     

1659    υυ   NN 3/13お届け週3/13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

 「大地を守る会の料理酒」の酒粕です。うまみが十
分に残った、濃厚な味わい。粕汁や甘酒、粕漬けな
どに。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ大和川酒
造店（福島県喜多方市）  δお届け後60日保証   

1660    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会の酒粕（板粕）  

  500g   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

 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］   

1661        
     重
お も え

茂産 天然カットわかめ  
  20g   514円  （税込555円） 

 鮮やかな緑色が美し
い、沖縄県産のあお
さです。軽く水戻しし
て、味噌汁やサラダ、
卵焼きなどに。            λ島
酒家（沖縄県那覇市）     

1662        
     沖縄産乾燥あおさ  

  20g   510円  （税込551円） イメージイメージ

1663        
     国内産海藻サラダ（4種ミックス）  

  30g   644円  （税込696円） 

 国産原料100％の海
藻サラダ。10分程度
水に戻すだけで約12
倍に増えます。歯ざわ
りと風味の良さをお楽
しみください。            λ北村
物産（三重県伊勢市）     

食感良く、彩り豊かな海草ミックス食感良く、彩り豊かな海草ミックス

 北海道産の利尻昆
布、猫足昆布、真昆
布をブレンド。りんご
酢でやわらかくし、ふ
んわりと削りました。
            λ山田物産（北海道
釧路町）     

1664        
     とろろ昆布（三種ブレンド）  

  40g   362円  （税込391円） 

 良質のカタクチイワシ
を酸化防止剤を使わ
ず煮干しにしました。
風味抜群！ だし以外
の料理にも◎。            λ西
昆（福岡県古賀市）
  δお届け後30日保証   

1665    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     煮干し  

  150g   690円  （税込745円） 

 カビ付けと天日干し
を繰り返して作られ
るカツオ本枯節を削
りました。上品な甘み
がおいしい削り節の
少量パック。            λカネ
サ鰹節商店（静岡県
西伊豆町）     

1666    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     削りぶしパック  

  5g×6袋   343円  （税込370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 

1667    NN 3/6お届け週3/6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） 

 鹿児島県産本枯節、
利尻島産天然昆布、
大分県産しいたけの
絶妙な味わいの本格
的なおだしが、１パッ
クで約500ml分取れ
ます。            λうね乃（京都
府京都市）     

1668    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     おだしのパックじん  
  7g×18パック   1,100円  （税込1,188円） イメージイメージ

1669   б б   NN 3/6お届け週3/6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）     

刺身にできるほど新鮮なマグロが原料刺身にできるほど新鮮なマグロが原料

1670   б б   NN 3/6お届け週3/6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）     

 甘みの強いスーパー
スイート種を使用。き
めが細かく、牛乳を加
えればポタージュの完
成。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1671        
     もろこし畑 北海道産コーン裏ごし（なめらか）  

  230g×3缶   590円  （税込637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）     

1672    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

1673        
     うずらの卵の水煮（ツインパック）  

  6コ×2パック   328円  （税込354円） 
 飼料までこだわり育てたうずらの卵を水
煮にしました。天日塩のみで仕上げてい
ます。便利なツインパックです。            λ食通
（東京都世田谷区）    θ卵 

1674    υυ       
     国産アンチョビペースト（オリーブ油）  

  60g   768円  （税込829円） 

 国産カタクチイワシ
を使用。熟成されたイ
ワシのうまみと香辛
料の風味が広がる、
濃厚でクリーミーな
味わい。            λＩＳフーズ
（愛媛県松山市）     

2045      
     パン用小麦粉ゆめかおり（強力粉）  

  1kg   381円  （税込411円） 
                 θ小麦 

2051        
     おつゆ麩

ふ

  
  30g   249円  （税込269円） 

                 θ小麦 

2057      
     薩摩産かつお荒節のけずりぶし  

  50g   460円  （税込497円） 
                  

2046        
  $$   国産小麦のパン粉  
  150g   219円  （税込237円） 

                 θ小麦 

2052        
     こだわり高野豆腐  
  96g（6枚）   414円  （税込447円） 
                 θ大豆 

2058        
     厚削節（かつお節）  
  100g   624円  （税込674円） 

               δお届け後45日保証   

2047        
     てんぷら粉（モンゴル重曹使用）  
  400g   350円  （税込378円） 

                 θ小麦 

2053        
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 
                  

2059        
     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 

             λまんてん（佐賀県佐賀市）     

   佐賀県産地ごま            
 1653       白いりごま   30g   
 422円    （税込456円）      
 1655     白すりごま   30g   
 428円    （税込462円）                                                                               

2048      
     お菓子用お米の粉  

  1kg   500円  （税込540円） 
                  

2054    υυ      
     ウエダ家のにおわないぬか床  
  1kg   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2060        
     かつおリッチだしの素（顆粒だし）  
  120g（4g×30袋）   880円  （税込950円） 
     ※酵母エキス使用。             

2049        
     黒豆きな粉  
  150g   380円  （税込410円） 

                 θ大豆 

2055        
     結び昆布（おでん・煮物用）  

  40g   364円  （税込393円） 
                  

2061        
     やきとり缶（塩味）  

  80g   297円  （税込321円） 
                  

2050        
     対馬華茸（どんこ椎茸）  
  60g   1,320円  （税込1,426円） 
                  

2056      
     カットだし昆布（真昆布）  

  70g   427円  （税込461円） 
                  

2062        
     ゆで小豆  
  160g   267円  （税込288円） 

                  

まろやかで甘い香味が自慢。
佐賀県産の希少な白ごま
佐賀県産のごまを、ごま専門店の
「まんてん」が加工。直火焙煎技
法「ほうろく仕立て」で芯から煎り
上げた「白いりごま」、ふっくらすり
上がる「一本杵つき製法」で仕上
げた「白すりごま」の二種類をご
用意しました。香り豊かなごまのう
まみを、さまざまな料理にどうぞ。

16551653

30 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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

北海道産小麦の
力強い風味が楽しめます

おうちで手作りパンにチャレンジ！

 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 

1649    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532円） 

 世界自然遺産白神山地から発見された
野生酵母。自然派の本格的なパンを短時
間でおいしく焼き上げられます。            λサラ
秋田白神（東京都八王子市）     

1652    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     白神こだま酵母  

  200g   2,100円  （税込2,268円） 

 レーズン、クランベリ
ー、くるみ、スライスア
ーモンドのミックスで
す。        ■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50日保証   

1712    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   540円  （税込583円） 

 牛乳150mlにティース
プーン約3杯（8g）を混
ぜて温めてください。砂
糖はお好みで。砂糖不
使用なのでお菓子作り
にもおすすめです。        ■原
産国／オランダ    λムソ
ー（大阪府大阪市）     

1750        
     オーガニックブラックココア  

  120g   590円  （税込637円） 

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

                      

1756    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     青汁十菜  
  90ml×7パック   1,120円  （税込1,210円） 
 高知の生産者が農薬を使わず育てた、
10種類の新鮮な野菜を搾りました。飲
む野菜です。            λひまわり乳業（高知県南
国市）     

1757    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     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

 メグスリノキ粉末と、ルテインを含む大分
県産有機ケールを配合しています。    ※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）     

1759        
     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） 
 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）     

 抗菌作用が強く、胃腸
障害や免疫力アップ
に良いといわれてい
ます。空腹時にスプ
ーン1～2杯分がおす
すめ。    ※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藤井養蜂場（福岡
県朝倉市）     

1760    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     マヌカはちみつＮＰＡ15＋  

  180g   4,000円  （税込4,320円） イメージイメージ

1762    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機アサイーパウダー 20g  

  20g   900円  （税込972円） 

 ブラジルアマゾン川流
域のみで採れるアサイ
ーの実のフリーズドラ
イパウダーです。ヨー
グルトやスムージーに
混ぜてどうぞ。        ■原産
国／ブラジル    λ生活
の木（東京都渋谷区）     

話題のスーパーフードを少量規格で話題のスーパーフードを少量規格で

1761    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ホワイトチアシード  

  150g   1,400円  （税込1,512円） 
 ボリビアで栽培されたチアシード100％。食物繊維
やオメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）を含むスーパー
フードです。    ※同時配布チラシをご覧ください。    ■原
産国／ボリビア    λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

1763        
     有機八片黒にんにく 3コ入り  
  1セット（3コ）   2,500円  （税込2,700円） 

 愛媛県産の有機にんに
くを熟成・発酵させた、
くさみの少ないフルー
ティーな味わい。疲労
や食欲不振が気になる
方に。    ※1コ当たり直径
52～62mmです。        λ遠
赤青汁（愛媛県東温市）     

体の疲れや食欲不振が気になる方に体の疲れや食欲不振が気になる方に
2084        
     国産有機産有機青汁 四重奏青汁 四重奏    
  90g(3g×30包)     90g(3g×30包)   2,8382,838円  円  （（税税込込3,0653,065円）円）  
                  

¼  週 9302 2090        
     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

2085      
     有機ケールの青汁（粉末タイプ）  
  3g×30包   3,238円  （税込3,497円） 
                  

2091        
     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

 79種の天然素材を使
い、2年以上発酵熟成
させました。アミノ酸
やビタミン、グルコン
酸などを含有。フルー
ティーな味わい。    ※添
付スプーンで１日1～
2杯（3.5～7g）が目
安。        λ森川健康堂（熊
本県甲佐町）    θ乳 

1764    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     森川酵

こ う そ

甦（植物発酵食品）ペースト  
  175g   15,000円  （税込16,200円） 

1765    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     なつめエキス  

  220g   4,286円  （税込4,629円） 

 漢方や薬膳で冷え性や
貧血に効果的といわれ
ているなつめ。貴重な
国産なつめ果実を乾燥
させ、煮詰めたエキスで
す。１日小さじ３杯程度
を目安にどうぞ。            λ棗の
里農産（福井県福井市）     

鉄分や葉酸、リンなど女性にうれしい成分を含みます鉄分や葉酸、リンなど女性にうれしい成分を含みます

2086        
     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 2092      
     ビーポレン（みつばちの花粉）  
  220g   4,800円  （税込5,184円） 
                  

2089        
     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 2096        
     みんなのどくだみ茶  
  3.5g×20包   700円  （税込756円） 
                  

2087        
     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 2093        
     ファイトケミカルプラス  
  30g(3g×10包)   3,000円  （税込3,240円） 
                  

2088        
     くろず納豆（にんにく入り）・カプセル  
  400mg×62粒   1,600円  （税込1,728円） 
                 θ大豆 

2094        
     麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  
  720ml   2,200円  （税込2,376円） 
                 θ大豆 

¼  週 9326

新商品

EUのBIO認証を取得したイタリ
ア産原材料100％のプロポリス
ドリンクです。ミツバチが固めた
花粉「ビーポーレン」を配合。ビー
ポーレンは、酵素や各種アミノ
酸、ビタミン類、ミネラルなども
含む、きわめて栄養価の高い自
然食品です。1日1本を目安に
そのままか、水で薄めてどうぞ。

栄養価が高いといわれる栄養価が高いといわれる
ビーポーレンを配合ビーポーレンを配合

1007        
     ＢＥＥ ＥＮＥＲＧＹ ビーエナジー（プロポリスドリンク）  
  10ml×12本   2,860円  （税込3,089円） 
     ※妊娠中の方、3歳未満の幼児はお控えください。    ■原材料／果糖
（小麦由来）、ブルーベリージュース、ハチミツ、プロポリス、ビーポー
レン、ローヤルゼリー、レモンジュース、ローズマリーオイル■原産国
／イタリア    λオーガニックフォレスト（東京都世田谷区）    θ小麦 

飲みやすいソフトカプセルで飲みやすいソフトカプセルで
話題のオメガ3を手軽に話題のオメガ3を手軽に

低温で圧搾したアマニオイルを、ソ
フトカプセルに詰めました。オメガ
3（n-3系脂肪酸）は、「皮膚の健康
維持を助ける栄養素」といわれて
います。1日5粒を目安にどうぞ。 1758    NN 3/13お届け週3/13お届け週    

     栄養機能食品 オメガ3（30日分）  
  63g(420mg×150粒)   6,472円  （税込6,990円）              λＪＡ全農たまご（東京都新宿区）     

31109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40ページをご覧ください。

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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青
青　

果　

果
米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
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

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_109_p31M_04A.indd   31 2017/02/06   13:23:21



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

                      新商品

生地の表面にも間にも、色鮮や
かないちごクリームをたっぷり
使った春のモンブランです。平
飼卵を使って焼き上げ、有機い
ちごのシロップをしみ込ませた
生地は、ふんわりとした口当た
り。有機いちごを練り込んだ、
さっぱりとした甘さのクリームと
絶妙にマッチします。

         ■原材料／生クリーム、砂糖、有機いちご、
鶏卵、小麦粉、牛乳、ピスタチオナッツ、クラ
ンベリー、バター■サイズ／直径約12cm
    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 

1008    ττ       
     ムーラン ナ ヴァンの苺のモンブラン  

  1コ   2,352円  （税込2,540円） 

有機いちごがたっぷり。有機いちごがたっぷり。
桃の節句は華やかスイーツで！桃の節句は華やかスイーツで！

春らしいやさしい色合い、春らしいやさしい色合い、
いちごの香りにウットリ♪いちごの香りにウットリ♪

丹那のフレッシュな生クリームと、
酸味のあるトルコ産のオーガニック
いちごを合わせて、ふんわりとした
ロール生地で巻きました。甘酸っぱ

いいちごの香りが口
の中に広がります。

         ■サイズ／長さ約12cm    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 

1675    ττ       
  $$   ストロベリーロールケーキ  

  1本   1,067円  （税込1,152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。        ■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       
  $$   ネーブルオレンジのケーキ  

  1コ   747円  （税込807円） 

 ベーキングパウダーを使わず、白神こだま酵
母で膨らませました。素材の風味が生きたや
さしい甘さです。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  δお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

1677    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     サラのふんわり天然酵母マフィン（プレーン）  

  3コ   477円  （税込515円） 
 平飼卵と新鮮な牛乳をたっぷり使って作った、クリ
ーミーな味わいのカスタードプリン。ビターなカラ
メルソースが、おいしさを引き立てます。            λ木次乳
業（島根県雲南市）  εお届け後3日保証  θ卵・乳 

1678    υυ       
     カスタードプリン（カラメルソースつき）  

  80ml×4コ   795円  （税込859円） 

1679    ττ       
     和酒マロ3種（苺、柚子、抹茶のマシュマロ）  

  3種各1コ   988円  （税込1,067円） 
 有機純米酒入りのマシュマロとオーガニックチョコレートの層の上に、
いちご、有機ゆず、国産抹茶のマシュマロをそれぞれのせました。        ■セッ
ト内容／苺・柚子・抹茶各1コ■サイズ／1コ当たり約10×4.5×3.5cm
    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卵・乳 

ひな
まつり

1680    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     苺ギモーヴ（マシュマロ）  

  12コ   510円  （税込551円） 

 国産いちごのフリー
ズドライパウダーを
使い、その風味と色
を生かしました。プレ
ゼントにもおすすめ。
            λミサワ食品（東京
都足立区）  δお届け
後10日保証   

ひな
まつり

愛らしいピンク色とふわふわの食感愛らしいピンク色とふわふわの食感

 もち米を使った道明寺タイプ。中にはこしあんが入っています。無
着色なので白色です。    ※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。※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45日保証   

1681    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   さくらもち（道どうみょうじ明寺）  

  5コ   782円  （税込845円） 

ひな
まつり

 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 

1682    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 

ひな
まつり

 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 

1683    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） 

ひな
まつり

 笹の葉がほんのり香る、甘さ程よい小豆あん（粒）
を包んだよもぎ団子。小豆は北海道産。            λ港製菓
（新潟県新潟市）  δお届け後60日保証  θ小麦 

1684    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   笹団子  

  55g×5コ   680円  （税込734円）  山芋粉でしっとり仕上げたおまんじゅうに、桜の花
をあしらいました。桜の芽吹きが待ち遠しくなる、
やさしい香りと甘み。    ※4月頃までの取り扱い予定。
        λ福田屋（島根県松江市）  δお届け後7日保証   

1685        
     季節の上用饅頭 桜  

  3コ   690円  （税込745円） 

限定 1000

ひな
まつり

 国産米粉の薄い生地で、北海道産小豆
を使った自社製粒あんをたっぷりと包み
ました。もちもちの食感も美味。            λ丸き
んまんじゅう（佐賀県佐賀市）     

1686    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     甘陣屋 米粉の破れまんじゅう  

  270g(6コ入)   393円  （税込424円） 
 国産の上新粉ともち米の粉で作った白
玉団子と、自社で炊き上げた北海道産小
豆を合わせました。            λ丸きんまんじゅう
（佐賀県佐賀市）    θ大豆 

1687    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     白玉ぜんざい  

  500g(5袋)   592円  （税込639円） 
 坂本龍馬らが結成した亀山社中で作られていたカステラ
を再現。ふわっと軽い食感とやさしい甘さの懐かしい味
です。        ■サイズ／直径約10×高さ約6cm    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 

1688    ττ       
     龍馬のカステラ  

  1コ   569円  （税込615円） 
 しっとりもちもちの皮で粒あん入りのクリームをはさみ
ました。ほんのり甘い皮と濃厚なクリームが絶妙。    ※ア
ルミフリーのベーキングパウダーを使用。        λ海老屋（山
梨県甲府市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

1689    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   生どら焼き（小豆）  

  3コ   500円  （税込540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。    ※今週は通
常の2倍ポイントです。※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   

1690    υυбб   NN 3/6お届け週3/6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

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

                      

 長期貯蔵ででんぷんを糖化させ、甘みを
深めた紅はるか（有機栽培）を使用。半解
凍でも、温めてもおいしく食べられます。
            λくらぶコア（茨城県行方市）     

1691    ττ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     はるかに美味しい 冷凍焼き芋（紅はるか）  

  250g   369円  （税込399円） 
 牛乳、卵、生クリームの濃厚な味わいに国産
大豆の豆乳を加えてまろやかな味に仕上げ
ました。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県高
浜市）  δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

1692    υυ   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     和らぎ濃厚豆乳プリン  

  100g×2コ   255円  （税込275円） 
 高知県の岡林農園が農薬を使わずに栽培し
た「土佐文旦」を使用。文旦特有のほのかな
苦味と甘酸っぱさが生きています。            λ岡林
農園（高知県越知町）  δお届け後60日保証   

1693    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     岡林農園のぶんたんゼリー  

  100g×2コ   443円  （税込478円） 
 牛乳と砂糖、練乳、寒天といったシンプル
な材料で作りました。ミルクの風味は濃
厚なのに後味はさっぱり。            λ海老屋アイ
ス工房フェリーチェ（山梨県甲府市）    θ乳 

1694    ττ       
  $$   アイスキャンディー（ミルク）  

  80ml×4本   705円  （税込761円） 

 豆腐屋さんのおからと、国産の小麦粉を練り
上げ、香ばしく揚げました。小分けで持ち運び
にも便利です。            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 

1695        
     きらず揚げ（しお）20g×4パック  

  20g×4パック   262円  （税込283円） 

ひな
まつり

 国産小麦、国産大豆豆乳
で作った、もっちりとした
食感。やさしい甘みをおや
つにどうぞ。    ※アルミフリ
ーのベーキングパウダー
を使用。        λ丸和食品（東京
都練馬区）  δお届け後30
日保証  θ小麦・乳・大豆 

1696    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302円） 

 香ばしく炒った国産有機玄米を、国産小
麦粉に混ぜて焼き上げました。小腹が空
いたときに。            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 

1697    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     玄米・バー（ハードクッキー）  

  10枚   360円  （税込389円） 
 金ごま入りの生地をなたね油でカリッと
揚げ、黒糖とてんさい糖の蜜をたっぷり
かけました。            λ神谷製菓（愛知県岡崎
市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1698    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   黒糖かりんとう（神谷製菓）  

  100g   274円  （税込296円） 

菓子
ドライフルーツなど

スナック菓子
※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

豆乳で練り上げたもっちり食感豆乳で練り上げたもっちり食感

ムーラン ナ ヴァン
加藤 祥

さ ち え

恵さん

ひな
まつり

今週の
おすすめ

32 109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40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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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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 白ごまを練り込んだ生地をなたね油で揚
げ、ビートグラニュー糖の白蜜を絡めまし
た。後を引くおいしさです。            λ神谷製菓（愛
知県岡崎市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1699    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   白蜜の胡麻かりんとう  

  100g   274円  （税込296円） 
 国産の小麦粉とグルテンで作ったお麩に
黒砂糖を絡めた昔ながらのお菓子です。
            λミサワ食品（東京都足立区）  δお届け
後45日保証  θ小麦 

1700    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     麩菓子  

  12本   250円  （税込270円） 
 香ばしくローストしたアーモンドに、メープルシロ
ップのみをぜいたくにコーティング。砂糖は不使
用です。            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   

1702        
     メープルアーモンド  

  40g   440円  （税込475円） 

 フルーツバスケットのか
りんはちみつ漬けのエ
キスが入った、のどにや
さしいキャンディです。
    ※３月頃までの取り扱
い予定。※次回、値上げ
します。        λフルーツバス
ケット（静岡県函南町）     

1705    NN 3/13お届け週3/13お届け週        
     かりんはちみつ飴  

  80g   250円  （税込270円） 

 ミルクチョコの中にラム酒入
りクリームのフィリングを入
れました。ラム酒はジャマイカ
産のサトウキビが原料。    ※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 

1703        
     ＦＴラムチョコレート  

  100g   720円  （税込778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。    ※次回取り
扱いは１１月頃予定。        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 

1704        
     クランベリーチョコ  

  40g   370円  （税込400円） 
 うるち米や塩、米油などすべて国産材料
のソフトな塩せんべい。量もたっぷりで
す。            λアリモト（兵庫県加西市）  δお届
け後60日保証   

1706    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     焼塩せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 

 沖縄県産の粗糖と黒糖
に国産生姜粉末を加
え、生姜の風味をピリッ
ときかせました。1コず
つ個包装になっている
ので、持ち歩きにも便
利です。            λ沖縄企業物
産連合（沖縄県那覇市）     

1701        
     しょうが黒糖  

  120g   284円  （税込307円） 

新商品

ヨーロッパのBIO 認証を取得し
たイタリア産キャンディーに、
濃厚で程よい酸味のベリー味が
登場。砂糖の代わりにライスシ
ロップを使い、プロポリスを配
合。すべてオーガニック原料を
使用しているので、お子さんに
も安心です。

     ※天然由来のため、色にばらつきがあります。
    ■原材料／ライスシロップ、キャッサバシロップ、
プロポリス、ブルーベリージュース、クランベリー
ジュース、ローズヒップエキス■原産国／イタリ
ア    λオーガニックフォレスト（東京都世田谷区）     

1006        
     プロポリスキャンディ（ワイルドベリー）  

  70g   756円  （税込816円） 

オーガニック原料で作ったオーガニック原料で作った
キャンディーキャンディー

 ぽん菓子をひな祭り用に色付け。緑はモロヘ
イヤ、ピンクは紅麹色素で着色。    ※紅麹色素使
用。※次回取り扱いは来年２月頃予定。        λ三
駒屋（岐阜県高山市）  δお届け後45日保証   

1707        
     雛
ひな

あられ  
  80g   252円  （税込272円） 

ひな
まつり  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）     

1741    NN 3/13お届け週3/13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） 

 さつまいも、抹茶、砂糖、醤油の4つの味を詰め合わせ
ました。有機JAS認証取得のもち米を使用。    ※次回
取り扱いは来年２月頃予定。        λ精華堂霰総本舗（東
京都江東区）  δお届け後80日保証  θ小麦・大豆 

1708        
     精華堂霰総本舗のひなあられ  

  60g   360円  （税込389円） 

限定 1500

ひな
まつり

 自社製の玄米もちをカリッと揚げ、お米
のおいしさが味わえるよう、塩でシンプ
ルに味付けしました。            λ三和農産（島根
県出雲市）  δお届け後75日保証   

1709    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     いづも美人・手づくり玄米おかき  

  100g   400円  （税込432円） 

1710   б б   NN 3/6お届け週3/6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   

 白い品種の大きめサ
イズのいちじく。種の
つぶつぶした食感と
凝縮された甘みが特
徴です。        ■原産国／
トルコ    λノヴァ（埼玉
県北本市）  δお届け
後60日保証   

1711    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  

  150g   760円  （税込821円） 

 レーズン、クランベリ
ー、くるみ、スライスア
ーモンドのミックスで
す。        ■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50日保証   

1712    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   540円  （税込583円） 

 高知県産生姜を薄くスライスして砂糖だ
けで煮ました。生姜のさわやかな風味と
さくさくの食感が印象的。            λ王隠堂農園
（奈良県五條市）  δお届け後45日保証   

1713        
     生姜しぐれ（生姜の砂糖漬け）  

  100g   379円  （税込409円） 

 契約栽培した白いマル
ベリー（桑の実）を天
日干しにしました。キ
ャラメルを思わせる自
然な甘さです。        ■原産
国／イラン    λバイオシ
ード（東京都台東区）     

1714    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     古代ペルシャの宝物 ホワイトマルベリー  

  80g   450円  （税込486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）     

1715    NN 3/6お届け週3/6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） 

 アメリカ産オーガニ
ックくるみ。甘みが強
く、渋みが少ないのが
特徴。おつまみやお
菓子作り、お料理にも
どうぞ。        ■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   

1716    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 

 クリーミーで甘みの
強いスリランカ産の
大粒カシューナッツ
を、食塩を使用しない
でローストしました。
        ■原産国／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   

1717        
     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） 

                      2068        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2074      
     成清さんの海苔せんべい  
  12枚   417円  （税込450円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2063    υυ     
     豆乳ぷりん（黒ごま）  
  80g×4コ   328円  （税込354円） 
               δお届け後21日保証  θ卵・大豆 

2069        
     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 

2075        
     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） 

               δお届け後60日保証   

2064        
  $$   ミニカップゼリー（ぶどう）  
  22g×12コ   350円  （税込378円） 
               δお届け後60日保証   

2070        
     マリーレンのクルミクッキー  

  80g   414円  （税込447円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

限定 1000 2076        
     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） 
                  

 フェアトレードのマカ
デミアナッツを、日本
で香ばしくローストし
ました。食塩は使って
いません。        ■原産国／
マラウイ    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   

1718    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     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） 

 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   

1719    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     よくばりナッツミックス（油・食塩不使用）  

  80g   600円  （税込648円） 

2065      
  $$   飲むこんにゃくゼリー（りんご）5コパック  
  130g×5コ   779円  （税込841円） 
                  

2071        
     きなこねじり（北海道産大豆使用）  
  120g   260円  （税込281円） 

               δお届け後60日保証  θ大豆 

2077        
     ノヴァの有機ローストアーモンド  

  90g   720円  （税込778円） 
               δお届け後60日保証   

2066        
     お魚チップス 甘えび（小麦不使用）  

  40g   199円  （税込215円） 
               δお届け後60日保証  θえび 

2072        
     黒糖くるみ  
  110g   600円  （税込648円） 

     ※写真と異なるパッケージでお届けする場合があります。          δお届け後60日保証   

2078      
     第3世界ショップのローストピスタチオ（食塩不使用）  

  70g   580円  （税込626円） 
               δお届け後60日保証   

2067        
  $$   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） 
                 θ小麦・卵・乳 

2073        
  $$   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 

2079      
     北海道産のしあたりめ  

  42g   456円  （税込492円） 
               δお届け後60日保証   

ドライフルーツなど

33109号●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。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆

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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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

大地宅配の

飲 料定番

香ばしいほうじ茶と風味豊かな牛乳で香ばしいほうじ茶と風味豊かな牛乳で
人気の「ほうじ茶ラテ」はいかが人気の「ほうじ茶ラテ」はいかが

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）     

1722   б б   NN 3/6お届け週3/6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） 

 オーガニックトマトを
中心に8種の野菜を
使用したジュース。人
参、トマトは濃縮還元
汁を使用。食塩は加
えていません。            λ光
食品（徳島県徳島市）     

1723        
     野菜ジュース（食塩無添加）6缶  

  190g×6缶   660円  （税込713円） 

1720    NN 3/6お届け週3/6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）     

1724    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   キャロットジュース10本  
  125g×10本   1,224円  （税込1,322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）     

1725    NN 3/6お届け週3/6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）     

1726    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   アップル＆キャロット混合飲料10本  
  195g×10本   1,541円  （税込1,664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たド
リンクです。人参は濃縮還元汁を使用。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1721    NN 3/6お届け週3/6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

1727    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     箱売・有機野菜とバナナのスムージー30缶  
  160g×30缶   6,000円  （税込6,480円） 
 12種類の有機野菜と有機バナナで作った
スムージー。バナナのフルーティーな甘み
が魅力です。            λ光食品（徳島県上板町）     

1728    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   原さんのりんごジュース  

  1000ml   750円  （税込810円） 

 原さんのりんごを搾っ
た果汁100％ストレー
トジュース。華やかな
香りと甘みです。            λＪ
Ａあづみ梓川村ジュ
ースセンター（長野県
松本市）     

ひな
まつり

達人・原さんのりんごで作りました達人・原さんのりんごで作りました

1729    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ぶどうジュース（赤）  

  500ml   580円  （税込626円） 

 コンコード種のぶど
うを搾った、豊かな香
りと甘みが口いっぱ
いに広がるストレー
トジュース。            λ林農園
（長野県塩尻市）     

ひな
まつり

口に広がるぶどうの香りと甘み口に広がるぶどうの香りと甘み

 りんごの華やかな香
りと甘みが詰まった、
果汁100％ストレー
ト。お得な箱売りで
す。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1730    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   箱売・アップルジュース（30缶）  
  195g×30缶   4,071円  （税込4,397円） 

ひな
まつり

 砂糖とはちみつで、王隠堂
農園の梅のエキスを抽出。
4～5倍に希釈して炭酸や
お酒で割ってどうぞ。    ※は
ちみつを使用しています
ので、1歳未満の乳児には
与えないでください。        λ王
隠堂農園（奈良県五條市）     

1731    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     はちみつ入り梅果汁  

  500ml   979円  （税込1,057円） 

1732    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     赤紫蘇ドリンク（3倍希釈）  
  500ml   1,100円  （税込1,188円） 

 王隠堂農園の赤じそ
と梅の果汁がベース。
３～４倍に希釈して
どうぞ。焼酎割りにし
ても。            λ熊野鼓動（和
歌山県田辺市）     

花粉の季節に花粉の季節に

1733    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     お試し・スカットれもん（炭酸飲料）6本  
  200ml×6本   936円  （税込1,011円） 

 イタリア産レモンの香
りと風味が楽しめま
す。すっきりした甘み
で後味も爽快です。
            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

ひな
まつり

 自社と契約農園の国
産有機生姜から作っ
た本格派。有機砂糖
と有機りんご果汁を
加えた、自然な味わい
です。            λ光食品（徳島
県徳島市）     

1734        
     お試し・オーガニックジンジャーエール6缶  

  250ml×6缶   819円  （税込885円） 

ひな
まつり

 新茶期の有機茶葉を
深く蒸してうまみを
引き出し、独特の色、
味、香りに仕上げた煎
茶です。甘みのある深
い味わいを楽しめま
す。            λ日本農産（静岡
県浜松市）     

1735        
     樽井さんの有機 霧山無心  

  100g   1,862円  （税込2,011円） 

 やぶきた種の一番茶
のみを使用したお茶。
程よい甘みですっき
りとした味わいです。
            λ松田博久（静岡県
袋井市）     

1736    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
  $$   松田さんのやすらぎ一番茶  

  100g   920円  （税込994円） 

1740    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     緑茶べにふうき粉末  

  50g   632円  （税込683円） 

 栽培期間中農薬不使用
の、メチル化カテキンを
含む茶葉「べにふうき」
を粉末にしました。溶か
して飲んだり、お菓子作
りにも。    ※３月頃までの
取り扱い予定。        λ水車む
ら農園（静岡県藤枝市）     

 駿河地方の在来種と
やぶきた種をブレン
ドしたお茶です。飽
きのこない適度な渋
みが特徴です。お食
事中のお茶としても。
            λ水車むら農園（静
岡県藤枝市）     

1737    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     水車むらのせとやみどり（煎茶）  

  100g   700円  （税込756円） 
                      

2080        
     しょうが、
はちみつ入り梅ドリンク  
  300ml   
1,105円  （税込1,193円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。
        λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

2083        
     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）     

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。            λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後4日保証
  θ乳 

1371    υυбб   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   大地を守る会のびん牛乳  

  720ml   265円  （税込286円） 

 静岡県春野町の緑茶
をこんがり焙煎した、
香ばしいお茶。山間
部の気候が生み出す
香りと、さっぱりした
後味が特徴のお茶で
す。            λ中山商店（静岡
県御前崎市）     

1739        
  $$   ほうじ茶（春番）  

  200g   575円  （税込621円） 

 茶葉農家が愛飲する、
昔ながらの荒茶仕立
てのお茶。力強い風味
が印象的です。            λ北村
製茶（長崎県佐々町）     

1738        
     北村製茶の農家の有機緑茶  
  100g×2パック   1,028円  （税込1,110円） 

2081        
     しそジュース  
  210g   
491円  （税込530円） 

             λ三里塚物産（千葉県成田市）     

2095        
     れんこん湯エキス  
  160g   
2,300円  （税込2,484円） 
             λいんやん倶楽部（大阪府
吹田市）     

2082        
     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）     

2097      
     丹波なた豆茶・
マグカップ用ティーバッグ  
  14.4g(1.2g×12コ)   
800円  （税込864円） 
             λこやま園（兵庫県丹波市）     

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

ジュース類

※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

りんご本来の味が生きていますりんご本来の味が生きています

34 109号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度…б б 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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登録すると
で

1%お得
隔週0000
毎週0000

水
                      

 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）     

1741    NN 3/13お届け週3/13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） 

 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）     

1742        
     水車むらの五月紅茶  

  100g   780円  （税込842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）     

1743   б б   NN 3/6お届け週3/6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） 

1744    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ライスミルク Ｇ

げ ん ま い

ＥＮ－ＭＹ 6本  
  195ml×6本   1,650円  （税込1,782円） 
 北陸産コシヒカリ玄米100％を、酵素の
力で分解して自然の甘みを引き出した植
物性酵素ドリンクです。            λケイ・エス・テ
ィ・ワールド（福井県福井市）     

1745    υυ       
     木曽の手造り甘酒  

  350g   525円  （税込567円） 
 丹念に造った麹で、お米の甘みを引き出し
ました。凍らせてシャーベットにしても美
味。お好みの濃さに薄めてどうぞ。            λ小池
糀店（長野県木曽町）  δお届け後45日保証   

ひな
まつり

 有機米から造った米
麹の有用成分を引き
出し、なめらかな飲み
口に仕上げました。
            λ天鷹酒造（栃木県
大田原市）  δお届け
後45日保証   

1746    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     天鷹酒造の有機大吟醸あまさけ  

  300ml   750円  （税込810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）     

1747   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 タイ北部のローチョ
村で栽培されたコー
ヒー豆を挽きました。
やさしい甘み、果実の
ような酸味の中浅煎
り。        ■原産国／タイ
    λレトロフューチャー
（埼玉県滑川町）     

1748        
     タイ北部ラフ族の森を守る～ローチョ村のコーヒー（粉）  

  200g   1,500円  （税込1,620円） 

限定 100

 フェアトレードの豆を使
用した、カフェインレス
のインスタントコーヒー
です。生豆原産国ペル
ー、ウガンダ、ドミニカ。
    ※次回、値上げします。
        λオルター・トレード・ジ
ャパン（東京都新宿区）     

1749        
  $$   インスタントコーヒー（カフェインレス）  

  75g   1,162円  （税込1,255円） 

 牛乳150mlにティース
プーン約3杯（8g）を混
ぜて温めてください。砂
糖はお好みで。砂糖不
使用なのでお菓子作り
にもおすすめです。        ■原
産国／オランダ    λムソ
ー（大阪府大阪市）     

1750        
     オーガニックブラックココア  

  120g   590円  （税込637円） 

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。

                      

 美山錦を原料に、低
温でていねいに醸し
ました。冷酒でいただ
くのがおすすめ。      ■精
米歩合／55％  ■原
料米／美山錦（無）
■アルコール度数／
15度    λ仁井田本家
（福島県郡山市）     

1766        
     穏
おだやか

 純米吟醸  
  720ml   1,400円  （税込1,512円） 

 しぼりたてならではの、さ
わやかな甘さとフルーティ
ーな香り。後口の良い純米
酒です。    ※３月頃までの取
り扱い予定。    ■原料米／ト
ヨニシキ・夢の香■アルコ
ール度数／17度    λ仁井
田本家（福島県郡山市）     

1767    υυ       
     金寳自然酒（生しぼり）  
  720ml   1,500円  （税込1,620円） 

 500年の伝統を持
つ、球磨（くま）焼酎
の技を受け継いだ杜
氏・蔵人が造る、球磨
の米、水にこだわった
焼酎。        ■アルコール
度数／35度    λ豊永
酒造（熊本県湯前市）     

1768        
     有機米焼酎 豊永蔵 35度 720ml  
  720ml   2,044円  （税込2,208円） 

 さわやかな酸味と個
性ある香りが特徴の、
やや甘口のワイン。酸
化防止剤不使用のフ
レッシュな味わいで
す。        ■アルコール度数
／12％    λ林農園（長
野県塩尻市）     

1769    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     五一わいん コンコード（赤やや甘口）  
  720ml   1,085円  （税込1,172円） 

1770    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     五一わいん 花の想いで（白、ロゼ）  

  120ml×2本   664円  （税込717円） 

 フルーティーで口当たりの良さ
が魅力の白と、やや甘口のロゼ
の2種をセットで。グラスに漂う
桜が印象的。    ※酸化防止剤使
用。※４月頃までの取り扱い予
定。    ■セット内容／白・ロゼ各
120ml■アルコール度数／10
％    λ林農園（長野県塩尻市）     

ひな
まつり

ひな祭りを華やかに彩りますひな祭りを華やかに彩ります
 セイベル9110とマスカッ
トベリーAを合わせた鮮
やかなピンク色が印象的。
すっきりとした酸味とさわ
やかな甘みが美味な、微
発泡タイプです。        ■アルコ
ール度数／11％    λ林農園
（長野県塩尻市）     

1771    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     五一わいん スパークリング・ロゼ  
  500ml   1,219円  （税込1,317円） 

ひな
まつり

熟成の様子熟成の様子

1773    υυ       
     オーガニックワイン ブラケット（赤微発泡）  

  750ml   2,945円  （税込3,181円） 

 完熟フルーツをほおばった
かのような、みずみずしくて
しっかりとした甘さの微発
泡ワイン。デザートと楽し
むのもおすすめ。    ※酸化防
止剤使用。    ■原産国／イタ
リア■アルコール度数／6
％    λマヴィ（東京都港区）     

ひな
まつり

低アルコールの甘口微発泡赤ワイン低アルコールの甘口微発泡赤ワイン

 信州桔梗ケ原特産の
ナイヤガラを使った、
特徴ある香りとフル
ーティーな味わい。
酸化防止剤不使用で
す。        ■アルコール度数
／12.5％    λ井筒ワ
イン（長野県塩尻市）     

1772    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 

1774    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     有機農法ビール 6缶  
  350ml×6缶   1,488円  （税込1,607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）     

1775    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     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） 
 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％。本格的な辛口
を楽しめます。添加物不使用。            λ日本ビ
ール（東京都目黒区）     

2098        
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 
                  

2101    υυ     
     風の谷のビール ピルスナー  
  330ml×3本   2,790円  （税込3,013円） 
               εお届け後45日保証   

2099        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2102        
     いわて蔵ビール・あかくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 
                  

2100      
     井筒ワイン コンコード（赤中口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2103        
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  
  350ml×6缶   660円  （税込713円） 
                  

 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            
 1752         2L    247円    （税込267円）   毎週 9342     隔週 9343    

 1753   б  б    箱売   2L×6本   

 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9345     隔週 9346                                                                             

1753

 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）     

1754   б б   NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 

1751   б б   NN 3/6お届け週3/6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）     

1755   б б   NN 3/6お届け週3/6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

天然の湧水・ナチュラルミネラルウォーター 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
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

35109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40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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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

ウブスナ フィトリュクス
大地を守る会の生産者の野菜から抽
出したエキスや和漢ハーブを用いた、
高保湿オリジナル化粧品シリーズで
す。ふっくらとハリのある、みずみず
しい肌に導きます。

生姜キュウリ トマト

人参クマザサ スイカズラツユクサ

7つのフィトパワーが肌へアプローチ
天然水と植物由来の発酵エタノールだけを使って、独自に
抽出した高保湿成分「フィトエキス」を使用。

こくのあるきめ細かな泡が
しっとりと洗い上げます
椿油を配合した枠練り石け
ん。こくのあるきめ細かな泡
立ちで、しっとり、なめらかに
洗い上がります。

ソープ（洗顔用枠練石けん） ローション（化粧水）
すーっとなじみ
透明感のある潤い肌へ
はちみつやヒアルロン酸が
格別の保湿力を発揮。透明
感に満ちた生き生きとした
素肌に整えます。無香料。

高い保湿効果で
ふっくらやわらかく
ヒアルロン酸やトレハロー
スが、肌にハリと活力を与え
ます。天然精油由来の落ち
着きのある香り。

セラム（美容液）
乾燥によるダメージを防ぎ
弾むようなハリつや肌に
やわらかなテクスチャーで
肌にしっかり浸透。乾燥に
よるダメージを防ぎ、弾む
ようなハリとつやを引き出
します。

クリーム（保湿クリーム）

■使用の目安／開封後2カ月λ創薬研究所（東京都千代田区）

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。

2112    NN 3/6お届け週    
     空気清浄機エアフォレスト6層タイプ
カーボンフィルター付ＺＦ－2100Ｃ  

  1台   29,500円  （税込31,860円） 

2107        
     エコワン立体型 Ｎ95マスク  

  1セット(10枚)   2,760円  （税込2,981円） 
         ■サイズ／縦13.1×横14×高さ5cm■原産
国／台湾    λエコワン（神奈川県横浜市）     

       ※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）     

   洗濯用フィトンαグリーン（消臭・抗菌剤）            
 2110       ボトル   800ml   
 1,800円    （税込1,944円）      
 2111       詰替用   720ml   
 1,600円    （税込1,728円）                                                                               

2113        
     有機ＨＥＰＡフィルター  

  1枚   6,800円  （税込7,344円） 

         ■サイズ／〔2108〕5×6×23cm〔2109〕3.8×3.8×
13cm    λ明成商会（東京都中央区）     

   アレルＧプラス ミスト            
 2108         300ml   

 3,000円    （税込3,240円）      
 2109       ミニボトル   80ml   
 1,000円    （税込1,080円）                                                                               2114        

     マルチパワーカーボンフィルター  
  1枚   4,500円  （税込4,860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

                      
 カミツレエキスをぜ
いたくに配合。自然
の粘土「モンモリロナ
イト」が潤いは残しつ
つ、メイクや毛穴の汚
れをしっかり取り除
きます。      ■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）     

2115    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     華かみつれん密恋 ナチュラルモイストクレンジング（メイク落とし）  

  120ml   2,500円  （税込2,700円） 

2116    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     琉球海泥石けん  

  100g×2コ   800円  （税込864円） 

 沖縄県産の海泥配合で、毛穴に詰まった皮
脂や古い角質もすっきり。洗い上がりもつ
っぱりません。            λ地の塩（熊本県山鹿市）     

2117    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     クルクベラ サボンクリア（洗顔石けん）  

  100g   1,200円  （税込1,296円） 

 タンパク質分解酵素（プロテアーゼ）配
合により、古い角質だけを分解し、毛穴
の奥からお肌をきれいに。            λシー・ビー・
エィ（大阪府大阪市）     

 多孔質構造の椿炭を練り込みました。毛
穴の黒ずみや肌のくすみを落とし、しっと
りと透明感のある肌へ導きます。            λジャパ
ンビューティプロダクツ（東京都中央区）     

2118    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     椿の炭石鹸  

  100g   1,800円  （税込1,944円） 

 伊豆利島村の椿油を
加えたとろみのある
化粧水。しっとりなめ
らかな感触で、みずみ
ずしい肌へ導きます。
      ※お肌に合わない場
合は使用を中止して
ください。      λジャパン
ビューティプロダクツ
（東京都中央区）     

2119    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     椿の化粧水  
  120ml   1,800円  （税込1,944円） 

2120        
     Ｌａｒネオナチュラル リッチヒーリングローション  

  120ml   3,500円  （税込3,780円） 

 水を1滴も使わず、自
然由来成分100％で
作った化粧水。肌を
弱酸性にし、やさしく
潤いを与えます。上品
な白バラの香り。      ※夏
期は冷蔵庫保管推
奨。※物により香りが
異なる場合がありま
す。■使用の目安／2
カ月      λネオナチュラル
（愛知県名古屋市）     

 ウコンとアロエベラ配合の、水を使用し
ていない化粧水。内側から「潤う」力を引
き出し、しっとりとハリのある肌に導きま
す。            λシー・ビー・エィ（大阪府大阪市）     
2121    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     クルクベラ モイストコンディショナー（化粧水）  

  150ml   3,500円  （税込3,780円） 

2122        
     オリザレート 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） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2125        
     オリザレート ルーセントジェル（美容ジェル）  
  30g   3,200円  （税込3,456円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2123        
     オリザレート クリアウォッシュ（洗顔料）  
  150ml   2,200円  （税込2,376円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2126        
     オリザレート エッセンスミルク（乳液）  
  80ml   1,950円  （税込2,106円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2124        
     オリザレート スキンローション（化粧水）  
  80ml   1,800円  （税込1,944円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2127        
     オリザレート モイスチャークリーム  
  30g   2,100円  （税込2,268円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

                      

お届け時期注意 3／4（土）着のヤマト便でお届
けします。※取扱い説明書に添ったご使用をお
願いします。■サイズ／〔2112〕幅42×奥行21×
高さ58.3cm、重量8.1kg、〔2113〕幅37×奥行4×
高さ46cm〔2114〕幅38×奥行1×高さ42cm■原
産国／中国λゼンケン（東京都文京区）

   ウブスナ フィトリュクス            
 2128       ソープ（洗顔用枠練石けん）   80g    2,500円    （税込2,700円）      
 2129       ローション（化粧水）   100ml    4,000円    （税込4,320円）      
 2130       セラム（美容液）   30ml    6,000円    （税込6,480円）      
 2131       クリーム（保湿クリーム）   30g    5,000円    （税込5,400円）                                                   

米国の労働安全衛生研究所の認定を
受け、医療機関でも採用されているマ
スク。0.3マイクロメートル以上の微
細な粒子や細菌を95％カットします。
PM2.5にも対応。鼻や頬の部分にし
っかりフィットして、すき間をほとんど
作りません。

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。

お出かけお出かけ＆＆お部屋お部屋のの花粉対策花粉対策
専門機関のお墨付き！
ほこりやウイルスの侵入を防止

安心素材でシュッとひと吹き。
花粉に吸着して除去
衣類、ベッドやソファ、車内にシュッとひと吹
き。ハウスダストやダニ（フン・死がい）、花粉に
吸着して除去するスプレーです。原料は水、無
機塩、エタノールのみで安心。

2108 2109

洗濯物の不快臭を撃退！
室内干しでもさわやかに
植物成分を主成分とした、洗濯用消臭・抗菌剤。化学薬
剤や石油由来の合成成分を使わずに、洗濯物の雑菌・バ
クテリアを除去します。繰り返し使用することで、洗濯槽
の雑菌やカビの繁殖を抑える効果も。

21112110

ほこりやにおいを徹底除去。
快適な空気に

クラストップレベルの大風量で、広いお部屋も素早くきれいな空気
に。6層の高性能フィルターで、集塵＆脱臭。ハウスダストや花粉、
PM2.5をしっかりキャッチします。

2113 2114

2112

2110 イメージイメージ

36 109号 ●36～39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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 低温でていねいに圧搾抽出した天然ササ樹液。さら
りと軽い感触ながらお肌をじっくりと潤します。これ
1本でお手入れOK。無香料。      ■使用の目安／開封後
7～10日      λメルインターナショナル（東京都渋谷区）     
2132        
     ユード133（クマザサ化粧水）  
  25ml×4本   5,905円  （税込6,377円） 

 カミツレエキスなど
天然の美容成分がし
っとりと肌を潤し、肌
本来の力を引き出し
きめを整えます。さわ
やかな香り。      ■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）     

2133        
     華かみつれん密恋 ナチュラルスキンローション（化粧水）  

  120ml   3,800円  （税込4,104円） 

 天然由来成分で作られた拭き取りタイプの化
粧水。重曹と炭酸泉が古い角質や汚れを肌から
浮かせてオフ。全身のざらつき、くすみにも。      ※コ
ットン45枚入り。      λクルード（大阪府大阪市）     
2134    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ちゅらなちゅら 角質落としスパローション（プレミアムピュアコットン付）  

  150ml   1,850円  （税込1,998円） 

 カミツレエキスに天然の保湿成分をたっぷり
と配合。肌にハリと潤いを与えます。さっぱり
とした香りと使用感。      ■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）     
2135        
     華かみつれん密恋 ナチュラルスキンモイスチャー（乳液）  

  80ml   4,000円  （税込4,320円） 

 伊豆利島村の椿をゆ
っくりていねいに精製
した椿油100％。さら
りと肌になじみます。
顔や髪の他、全身のケ
アにお使いいただけ
ます。      ※お肌に合わな
い場合は使用を中止
してください。      λジャ
パンビューティプロダ
クツ（東京都中央区）     

2136    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     椿の美容オイル  

  30ml   2,300円  （税込2,484円） 

2137        
     ちゅらなちゅら 濃密深透ゲル  

  80g   2,800円  （税込3,024円） 

 洗顔後の素肌につけ
るだけで、潤いを長時
間キープ。化粧下地
までこの1本で済ませ
られます。天然由来
成分のみで作りまし
た。            λクルード（大阪
府大阪市）     

天然由来成分オンリーの濃密美容ゲル天然由来成分オンリーの濃密美容ゲル
 モロッコだけに生育
するアルガンの実か
ら搾ったオイル。さら
さらとして肌なじみ
が良く、ふっくらとみ
ずみずしい素肌に整
えます。        ■原産国／
モロッコ    λナイアード
（東京都福生市）     

2138    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     ナイアード アルガンオイル  

  30ml   3,400円  （税込3,672円） 

2139    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     アルガンクリーム（保湿クリーム）  

  50ml   3,000円  （税込3,240円） 

 アルガンオイルと、ミツロウだけのシンプルな保湿
クリーム。乾燥が気になる目元・口元など顔はもち
ろん、全身に使えます。      ※密封容器ではありませんの
で、立てて保管してください。■使用の目安／開封後
6カ月  ■原産国／タイ    λナイアード（東京都福生市）     

 保湿成分のホホバ油、ひまわり油を石け
んで乳化。合成界面活性剤不使用の保湿
クリーム。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     
2140    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     パックスナチュロンエモリエントクリーム（保湿クリーム）  

  35g   1,370円  （税込1,480円） 

 しっとりなじんでベタ
つきません。潤いを
守りながらみずみず
しい手肌に仕上げる
ハンドクリーム。      ■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）     

2141        
     華かみ つ れ ん密恋 ハンドクリーム  

  30g   1,800円  （税込1,944円） 

 保湿成分のトレハロースとローズヒップ
油ですーっとなじむハンドクリーム。精
油のさわやかな柑橘系の香り。            λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     

2142    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     パックスお肌しあわせハンドクリーム  

  50g   600円  （税込648円） 

2143    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     みつろうクリーム  

  40g   2,800円  （税込3,024円） 

 国産ミツロウと有機ホホバオイルのみの保湿クリーム。
伸びが良く、しっとりなじむので全身に使えます。      ※無漂
白・無香料のため、採取する花の蜜の違いで、色の濃淡やに
おいが異なります。 ※高温の場所に保管すると液状になる
場合があります。      λハーブ研究所スパール（山形県庄内町）     

2150        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2159        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2151        
     アルミホイル8ｍ 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2160   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           

2152      
     クッキングシート  
  30cm×5ｍ   276円  （税込298円） 
                  

2161      
     排水口用 水切りゴミ袋  
  60枚   350円  （税込378円） 

                  

 成熟した生のココナッ
ツから低温圧搾法で
抽出したオイル。顔や
体、また髪のケアにも
お使いいただけます。
ココナッツの甘い香り
が特徴。        ■原産国／
フィリピン    λココウェ
ル（大阪府大阪市）     

2144        
     オーガニックバージンココナッツオイル  
  140ml   1,800円  （税込1,944円） 

 植物性油脂、ミツロウ
など天然成分が原料
です。さわやかな香り
です。      ※容器から出し
過ぎると折れたり、元
に戻らなくなる場合が
あります。      λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2145        
     パックスお肌しあわせリップクリーム  

  4.5g   600円  （税込648円） 

 植物成分の力で肌を潤しながら紫外線を
防ぐ、白浮きしにくい化粧下地。肌なじみが
良く、化粧崩れを気にせず使えます。      ※ＳＰ
Ｆ27、ＰＡ＋＋      λ美容薬理（福岡県芦屋町）     
2146        
     アンナトゥモール ナチュラルＵＶベースクリーム  

  40g   2,800円  （税込3,024円） 

2153      
     Ｖ60用ペーパーフィルターＭ100枚入り  
  1セット   450円  （税込486円） 
                  

2162        
     石けん百貨 染み抜き剤  
  300g   500円  （税込540円） 

                  

2154      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｓ  

  5枚   340円  （税込367円） 
                  

2163      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｍ  

  3枚   340円  （税込367円） 
                  

2155      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｌ  

  2枚   340円  （税込367円） 
                  

2164      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス セット  
  1セット   340円  （税込367円） 
                  

 UV対策に加え、下地やフ
ァンデーションの役割も
果たすBBクリーム。きめ
を整え、透明感のある肌
に。幅広い世代の方の肌
になじむカラーです。      ※Ｓ
ＰＦ28、ＰＡ＋＋ ■使用の
目安／開封後3カ月      λ美
容薬理（福岡県芦屋町）     

2147    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     アンナトゥモール ナチュラルＵＶルース
クリームＢＢ（ライトクリアベージュ）  

  40g   3,000円  （税込3,240円） 

 紫外線吸収剤は不使用の天然由来成分のおしろ
い。小じわ・毛穴をカバーし、透明感ある肌に仕上
げます。      ※ＳＰＦ30、ＰＡ＋＋ ※パフやブラシは付属
していません。      λネオナチュラル（愛知県名古屋市）     
2148        
     Ｌａｒネオナチュラル ＵＶフェイスパウダー（ナチュラルオークル）  

  6g   2,850円  （税込3,078円） 

 きめ細かな毛足で粉含みが良く、繊細な仕
上がりに。UVフェイスパウダー容器に収ま
るサイズです。        ■サイズ／直径5.3cm、重
さ5g    λネオナチュラル（愛知県名古屋市）     
2149        
     パフ（ネオナチュラルフェイスパウダー用）  

  1コ   220円  （税込238円） 

2156      
     レンジ用 水だけクリーナー 20枚入  
  1セット   552円  （税込596円） 
                  

2165      
     交換用コスロンフィルター20コ入り  
  1セット   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2157      
     水垢とりダスター2枚セット  
  1セット   700円  （税込756円） 
                  

2166        
     洗濯槽快（ネット無）  

  30g   420円  （税込454円） 
                  

2158        
     インフルライフセーバーマスク平型 レギュラーサイズ  
  1セット(50枚入)   4,480円  （税込4,838円） 
                  

2167      
     ＡＵＲＯテーブルクリーナー  
  300ml   1,380円  （税込1,490円） 
                  

2168        
     詰替用・
パックスナチュロン
モイストローション  
  100ml   1,300円  （税込1,404円）                   

2172        
     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。ボディーソープ  
  450ml   680円  （税込734円）                   

2176        
     詰替用・
Ｌａｒネオナチュラル 
ヒーリング シャンプー  
  500ml   2,800円  （税込3,024円）                   

2180   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）                   

2184   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2169        
     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）                   

2173        
     詰替用・
パックスナチュロン
ボディーソープ  
  500ml   642円  （税込693円）                   

2177      
     詰替用・
パックスオリー
リンス  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2181        
     詰替用・
パックスナチュロン
ドラム式洗濯機用液状石けん  
  800ml   400円  （税込432円）                   

2185        
     カビ取り泡スプレー
（除菌抑制タイプ）
取替用  
  300ml   780円  （税込842円）                   

2170        
     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）                   

2174   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）                   

2178        
     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）                   

2182      
     詰替用・
ドラム式洗濯機用 
洗濯槽快  
  30g   500円  （税込540円）                   

2186        
     詰替用・
アルカリ電解水
スイスイクリーン  
  500ml   880円  （税込950円）                   

2171   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）                   

2175        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2179   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）                   

2183   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）                   

2187   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）                   

2コ得は、2点以上買うと1点あたり10ポイント付与。詰替用・日用品など

37109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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 高知県産の有機柚子
や、有機はちみつをた
っぷり配合。敏感肌に
も優しく、全身に使え
る石けんシャンプーで
す。            λネオナチュラル
（愛知県名古屋市）     

2188        
     ネオナチュラル 柚子はちみつシャンプー  
  300ml   1,360円  （税込1,469円） 

 天然温泉水と、ヨモギ
やアロエベラのエキ
スを配合。地肌を健
やかに保ちます。カボ
スのさわやかな香り。
            λネオナチュラル（愛
知県名古屋市）     

2189        
     ネオナチュラル かぼすのリンス  
  300ml   1,260円  （税込1,361円） 

2190        
     スウィーツソーパー ボンヌプランツヘアブローミスト（ローズ＆ネロリ）  

  120ml   1,800円  （税込1,944円） 

 国産コメヌカオイルと
植物エキスを配合。ド
ライヤー前の髪にス
プレーすれば、さらっ
とつややかに。甘くエ
レガントな香り。      ■使
用の目安／開封後3
カ月      λパルセイユ（福
岡県芦屋町）     

 乾燥しがちな頭皮や
ダメージヘアの保湿
ケアに。毛髪にハリ
とコシを与えます。
            λ淀エンタープライズ
（栃木県大田原市）     

2191        
     いちえ水 頭皮毛髪保護液  
  150ml   2,900円  （税込3,132円） 

 カミツレ草（カモミー
ル）とわさび葉からエ
キスを抽出。頭皮を
清潔に保ち、健やかな
髪質に導きます。洗
い流し不要。            λカミ
ツレ研究所（長野県
池田町）     

2192    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     華かみつれん密恋 ヘッドマッサージローション  
  130ml   2,500円  （税込2,700円） 

 ヘナ木藍入の徳用サイズ。ト
リートメント効果も期待でき
ます。      ※黒髪は染まりません。
※手袋は付きません。■使用
の目安／ショートヘア：30～
50g、セミロング：50g～  ■原
産国／インド    λナイアード
（東京都福生市）     

2193    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     徳用ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g×4袋   4,500円  （税込4,860円） 

2194   б б   NN 3/6お届け週3/6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。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）     

 溶け崩れしにくく、浴
用の他、シャンプーや
洗顔にも使える無香
料石けんです。泡立ち
が良く、使い心地もマ
イルド。            λ暁石鹸（三
重県四日市市）     

2195    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     オリブ浴用石けん 10コ入り  
  110g×10コ   1,700円  （税込1,836円） 

2196        
     パックスナチュロンクリームソープレモングラス  

  100g×3コ   540円  （税込583円） 

 保湿成分となるひまわり油とホホバ油を
配合し、クリーミーでしっとりとした洗い
心地。レモングラスのさわやかな香りも楽
しめます。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2197        
     アルガン石けん（全身用）  

  145g   1,200円  （税込1,296円） 

 アルガンオイルはビタミンEを豊富に含み、肌にハ
リと潤いを与えます。ココナツオイルも配合し、 溶
けにくく豊かな泡立ち。      ※黒いアルガンの粒子が
混じる場合がありますが、品質には問題ありませ
ん。  ■原産国／タイ    λナイアード（東京都福生市）     

2198    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     パックス石けんハミガキ  

  140g   290円  （税込313円） 

 天然ハーブエキスのさわやかな香り。甘
みがないさわやかな使用感。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

 100％天然由来成分、
うち96.5％がオーガ
ニック成分で作られ
た歯みがきです。バン
ブーとシリカ、2つの
天然成分が白い歯へ
導きます。穏やかです
っきりとした使用感。
        ■原産国／オースト
ラリア    λたかくら新
産業（東京都港区）     

2199        
     メイドオブオーガニクス ホワイトニング トゥースペースト  

  75g   1,400円  （税込1,512円） 

2200    NN 3/6お届け週3/6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）     

すみずみまで、お口すっきりすみずみまで、お口すっきり

2201    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     石けん百貨 入れ歯洗浄剤  

  160g   500円  （税込540円） 

 合成界面活性剤不
使用の入れ歯用洗浄
剤。主成分の過炭酸
ナトリウムが汚れを分
解します。マウスピー
スや歯ブラシの洗浄
にも。        ■サイズ／10×
5×19cm、重量166g
    λ生活と科学社（大
阪府茨木市）     

2202        
     華密恋 薬用入浴剤 特大1500ml  
  1500ml   6,600円  （税込7,128円） 

 カミツレ草から非加熱抽出
されたカミツレエキス100％
の入浴剤。肌当たりのやわら
かいお湯が疲れを取ります。
      ※ホーロー製の浴槽や、白地
の洗濯物への残り湯使用は色
がつくことがあります。※24
時間循環式風呂には使用不
可。■使用の目安／180Lに
対し50ml ■医薬部外品      λカ
ミツレ研究所（長野県池田町）     

 別府の湯の花小屋で生
成された湯の花をエキス
として配合。とろりとした
肌当たりの湯になります。
      ※イオウ成分は含みま
せん。※無香料ですが原
料由来のにおいがありま
す。■使用の目安／150
Ｌに対し60g ■医薬部
外品      λヤングビーナス薬
品工業（岐阜県坂祝町）     

2203        
     入浴剤 養命泉  

  660g   1,500円  （税込1,620円） 

2204        
     エミュールミネラルバスパウダー1500g  
  1500g   9,800円  （税込10,584円） 

 お湯に入れてつかる
だけで、皮脂汚れや不
要な角質を除きつる
つる肌に導く入浴剤。
大容量タイプ。      ※ソル
トレイクのミネラル
を使用。      λエミュール
（埼玉県川口市）     

お湯に入れて、つるつる肌に！お湯に入れて、つるつる肌に！  お休み前に枕など寝
具に吹きかけて。3種
類の精油の相乗効果
で良質の眠りへと誘
ってくれます。      ※直接
肌へのご使用はおやめ
ください。■使用精油
／ラベンダー（真正）、
マージョラム、イラン
イラン      λ彩生舎（滋賀
県近江八幡市）     

2205        
     ＨＰナチュラルアロマスプレーフォーピロー（正眠）  

  30ml   2,800円  （税込3,024円） 

2206        
     ソルボバランスウォーク オープントゥガード（ブロンズ）  

  1足   2,480円  （税込2,678円） 

 親指のつけ根にかかる圧力を分
散します。装着したまま靴がはけ
る超薄型。歩くと脚が疲れやす
い方、外反母趾・内反小趾ぎみの
方に。  お届け時期注意3／6（月）

～10（金）に通常配送でお届けおよびご請求します。    ■原材料
／本体：ナイロン・ポリウレタン、パッド：ポリウレタン樹脂（ソル
ボ）  ■サイズ／22～25cm    λ三進興産（東京都新宿区）     

外反母趾や足先に痛みを感じる方に外反母趾や足先に痛みを感じる方に 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

                      
 瀬戸内海産の食用にがりから
作った入浴剤。ナトリウムは9
割近くまで除去し、かゆみを和
らげるといわれるマグネシウ
ムは約4倍に濃縮しています。
      ※お肌に合わないときは、ご使
用をおやめください。■使用
の目安／入浴時、浴槽（約200
Ｌ）に付属のスプーンすりきり
1杯（約15g） 約1カ月分      λア
トピーラボ（福岡県福岡市）     

2207    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     にがり温泉（結晶タイプ）  

  500g   1,650円  （税込1,782円） 

 肌に水分を補い、潤いと
ハリを持続させる化粧水。
ヒアルロン酸15％含有。
肌表面に薄い膜をはり、
雑菌から守ります。      ※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）     

2208    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ヒアルモイストα（保湿液）330ml  
  330ml   3,080円  （税込3,326円） 

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

                      

2209        
     グリルココット  

  1コ   1,800円  （税込1,944円） 

 器に食材を入れて、魚焼きグリル
へ。手軽に調理でき、そのまま食
卓へ出せておしゃれです。      ※ＩＨ・

食器洗い乾燥機不可、ガスコンロは五徳に安定よく置ける場
合のみ対応（底径約9cm）。※サビ防止のため、薄く油を塗って
保管してください。※適応サイズ：焼き網からグリル入口の高
さ4.5cm以上。  ■サイズ／全長20×幅12×高さ4.3cm、鍋の
直径12cm、深さ4cm、重量310g    λオークス（新潟県三条市）     

ご自宅で手軽にバルメニューを♪ご自宅で手軽にバルメニューを♪
2212        
     ナチュラムーンナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用生理用ナプキン多い日の夜用（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           

2218   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） 

                  

2213        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の昼用（羽つき）  
  16コ×2パック   760円  （税込821円） 
                  

2219        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用（羽つき）  
  10コ×2パック   760円  （税込821円） 
                  

2214   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           

2220   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           

 目が粗い蚊帳生地を重ねたふきん。使うほどにやわらかく
なり、丈夫で吸水性も抜群です。  お届け時期注意3／6（月）
～10（金）に通常配送でお届けおよびご請求します。    ※洗濯
乾燥機で乾かすと縮みます。■生地／綿50％・レーヨン50
％  ■サイズ／30×34cm    λ中川政七商店（奈良県奈良市）     

2210        
     東屋・蚊帳生地ふきん 3枚入り  
  3枚セット   1,400円  （税込1,512円） 

限定 39

2215        
     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           

2221   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           

2216        
     ペーパータオル  

  1コ   215円  （税込232円） 
                  

2222        
     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           

2217      
     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） 
                  

2223      
     アクアセンチュリーレインボー交換カートリッジＣ－ＣＣＦ－150Ｓ  
  1コ   9,800円  （税込10,584円） 
                  

2211        
     日本製フリーサイズ フライパンカバー  

  1コ   2,480円  （税込2,678円） 

 直径18・20・22・24・26cm
に対応する便利なステンレ
ス製のふたです。中が見え
る窓付きで、サッと立てられ
るスタンドタイプ。  お届け時

期注意3／6（月）～10（金）に通常配送でお届けお
よびご請求します。      ■サイズ／外径28×高さ8.5cm、
窓径10cm、重量345g    λ下村企販（新潟県燕市）     

18～26cmの鍋・フライパンに18～26cmの鍋・フライパンに

38 109号 ●36～39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。 ●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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は
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ず
に

カ
ラ
ッ
と
！

揚
げ
物
達
人
に

ボリュームいっぱい、満足度の高いおかずといえば揚げ物。でも、油がは
ねたり、後処理が面倒だったり、カラッと揚げるのが難しかったり……。
ついおっくうになっていませんか？ 今回ご紹介するのは、料理研究家の
有元葉子さんが考えた、揚げ物にとても便利な鍋。「鍋」「揚げ網」「油は
ね防止ネット」の3点がセットになっていて、揚げ網に材料を入れたら、
一気に油にイン。引き上げる際も一度に上げられるので、ムラなくおいし
く仕上がるのです。さらにうれしいことに、油はね防止のネット付き。コン
ロ回りを汚さず調理ができますよ。

い のい も
発見！
雑貨担当の

目黒 香帆

鍋の持ち手に揚げ網を引っ掛けて
油切りができ、二度揚げもらくらく

 除虫菊の配合を増やし、蚊成虫の駆除に最適
です。合成着色剤は不使用。      ※総ピレトリンと
して0.36％。※1巻約4時間30分使用可。※直
射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保
管してください。■防除用医薬部外品  ■サイ
ズ／直径10cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2224        
     防除用医薬部外品 蚊取りせんこう もね  

  20巻   810円  （税込875円） 

 虫よけ作用のあるオイルをスギの間伐材にしみ込
ませました。さわやかで甘い柑橘系の香り。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）     
2225        
     徳用・ナチュラプラス衣類用防虫剤タンス用  

  24コ   3,600円  （税込3,888円） 

 熊笹・ホタテ貝殻・ユーカリの持つ自然の力で衣類を
守ります。引き出しや収納箱に。      ■使用の目安／開封
後約6カ月■使用量の目安／タンスの引き出し一段に
2コが目安  ■サイズ／7×7cm    λ常晴（兵庫県西宮市）     
2226    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     天然ハーブの衣類用防虫剤  

  12コ   800円  （税込864円） 

2227    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ゴキブリキャップＣ1ａ（30コ入り）  
  10g×30コ   2,160円  （税込2,333円） 

 ホウ酸含有量50％、ゴキブリが好む粉末油脂を
配合しました。通り道に置くだけと、手軽です。
      ※本品はホウ酸を使用した製剤です。※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）     

 30種類の植物精油成分フィトンαとリモネン
油、ユーカリ油がダニの嫌がる空間をつくりま
す。      ■使用の目安／開封後3～4カ月 ■使用量
の目安／1ｍ²につき1コ  ■サイズ／5×10.5cm
    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     
2228    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ダニコナイ3コ入  

  3コ   1,000円  （税込1,080円） 

2229    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ダニとってポイ 10枚入り  
  10枚入り   4,500円  （税込4,860円） 

 粘着状の特殊誘引剤（食品添加物）シートが、ダニを引き
寄せて捕獲。ダニの死骸はシートに貼り付き、袋ごと簡単
に捨てられます。      ■設置の目安／1枚で約1～1.5畳（メ
ーカー調べ） ■有効期限／開封後約2カ月 ※肌に直接
シートが触れないように設置してください。  ■サイズ／
幅12×奥行18cm（1枚）    λゴトウ（大阪府岸和田市）     

2230    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     カビコナイ 2コ入  

  1セット   1,320円  （税込1,426円） 

 30数種類の樹木抽出
精油（フィトンチッド）を
独自にブレンド。置くだ
けでカビが嫌がる空間
（環境）をつくります。
コンパクトサイズで狭

いすき間にも設置可能。      ※お届け後4～5カ
月以内にご使用ください。開封後の有効期
間は3～4カ月（中のゲルが小さくなるまで）
です。  ■サイズ／横8×縦8×厚さ2cm    λタ
ジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

 30数種類の樹木抽出精油（フィトンチッド）を独自
にブレンド。置くだけでカビが嫌がる空間（環境）
をつくります。コンパクトサイズで狭いすき間にも
設置可能。      ※お届け後4～5カ月以内にご使用くだ
さい。開封後の有効期間は3～4カ月（中のゲルが
小さくなるまで）です。  ■サイズ／横8×縦8×厚さ
2cm    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     
2231    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     カビコナイ 6コ入  

  1セット   3,800円  （税込4,104円） 

2232        
     バイオ消臭剤ＯＥ－1  
  230ml   1,300円  （税込1,404円） 

 バイオの力でにおい
の元から分解する、無
臭タイプの消臭剤。ゴ
ミ箱、トイレ、エアコン
やペット周りなど広く
お使いいただけます。
            λバイオフューチャー
（東京都新宿区）     

2253        
     ラバーゼ 鉄揚げ鍋22cmセット  
  1セット   12,000円  （税込12,960円） 

   お届け時期注意3／6（月）～10（金）に
通常配送でお届けおよびご請求します。
    ※ＩＨ対応。■サイズ／本体：全長29×
22.3×13.9cm、重量800g 油ハネ防止ネ
ット：36.9×23×0.1cm、重量180g 揚げ
網：36.7×23×9.1cm、重量200g  ■セッ
ト内容／本体、油ハネ防止ネット、揚げ網
    λ和平フレイズ（新潟県三条市）     

 廃食油をリサイクル
しました。水溶けが
良いので洗濯、食器
洗い、お風呂洗いなど
に。炭酸塩を多めに
配合し洗浄力を高め
ました。      ※ウール・絹
洗い不可。      λせっけ
んの街（千葉県柏市）     

2233    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     リサイクル粉せっけん  

  2kg   750円  （税込810円） 

2234   б б   NN 3/6お届け週3/6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）     

2235    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     パックスナチュロン粉せっけん  

  1kg   750円  （税込810円） 

 パーム・ヤシを原料にした植物性粉石
けんに炭酸塩（アルカリ剤）を30％配
合。汚れのひどいものでもよく落ちます。
      ※アルカリ剤配合。絹・ウール使用不可。
      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 溶かす手間は不要。ワ
ンタッチ計量カップ付
きで便利です。炭酸塩
不使用。毛糸・絹洗い
にもどうぞ。            λ太陽油
脂（神奈川県横浜市）     

2236        
     ボトル・パックスナチュロン洗濯用液体石けん  

  1000ml   720円  （税込778円） 

2237        
     石けん百貨食器洗い機専用洗剤  

  500g   320円  （税込346円） 

 過炭酸ナトリウム100％。食器だけでは
なく、食器洗い機の庫内もすっきりと洗
浄できます。ファスナー付きスタンディ
ングパック入り。        ■サイズ／9.5×17×
8.5cm    λ生活と科学社（大阪府茨木市）     

 「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）     

2238    NN 3/6お届け週3/6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） 

2239    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ランドリークリーナー（洗濯槽クリーナー）  

  500g×2袋   900円  （税込972円） 

 酸素系成分が水に反応し
て分解するときに生まれる
「泡の力」で、洗濯槽の裏
側に付着した黒カビを根
こそぎ洗い流します。塩素
や合成界面活性剤は不使

用です。      ※ドラム式洗濯機不可。全自動洗濯機、2
槽式洗濯機に使用できます。■使用量の目安／洗
濯機に1回500g（1袋） ■成分／過炭酸ナトリウム
（酸素系）、界面活性剤（純石けん分（脂肪酸ナトリ
ウム））、アルカリ剤      λアーク＆エコ（東京都中央区）     

 酸素系漂白剤・重曹・
石けんが見えない汚
れを落とします。      ※1
袋で洗濯槽は1回、パ
イプ洗浄は約10回
分。※ドラム式不可。
      λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2240    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     洗濯槽＆排水パイプクリーナー  

  300g×3袋   720円  （税込778円） 

 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）     
2242        
     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） 

2243        
     石けん百貨 酸素系カビ取り剤  

  1セット   1,200円  （税込1,296円） 

 2剤を水で混ぜ、ペースト状
にして使うタイプ。壁のタイ
ルの目地なども、流れ落ちず
に掃除ができます。      ※ペース
トの作り置きはおやめくださ
い。※作業中はゴム手袋やビ
ニール手袋を着用してくださ
い。※メガネの着用をおすす
めします。  ■セット内容／Ａ
剤：100g Ｂ剤：500g    λ生活
と科学社（大阪府茨木市）     

2244        
     ナチュラプラス エアコン用 カビよけＢＯＸ  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

 植物抽出成分（フィトンチッ
ド）の抗カビ効果による、人に
も環境にもやさしいカビよけ。
吸気口にBOXを貼るだけ。
      ※エアコン専用です。乳幼児

の手に届かないところに保存してください。※香りの持
続期間は使用環境により差がありますが、エアコン清掃
後、ご使用時から約3カ月間、エアコン内部のカビの発生
を防ぎ、カビ臭さを消臭します。  ■セット内容／カートリ
ッジ・専用ケース各1コ■サイズ／7.8×7.8×1.5cm、重
量11.5g    λタジマヤ オービス（東京都荒川区）     

2245        
     石けん百貨 過炭酸ペーストの素  

  300g   500円  （税込540円） 

 ペースト状に溶いて、
浸け置きできない大き
な物や壁などの頑固
な汚れのお掃除に。酸
素系漂白剤（過炭酸ナ
トリウム）と混ぜてご
使用ください。      ※作業
中はゴム手袋やビニ
ール手袋を着用してく
ださい。      λ生活と科学
社（大阪府茨木市）     

 油汚れやこげ付きを、
天然由来100％の洗
浄成分ですっきりと
落とします。冷蔵庫
や電子レンジ、ガステ
ーブルなどの掃除に。
      ※水性ペンキや漆塗
り、ニス塗り素材には
使用しないでくださ
い。      λボーデン（東京
都港区）     

2246        
     ボトル・ＡＵＲＯキッチンお掃除スプレー  
  350ml   1,250円  （税込1,350円） 

 セスキ炭酸ソーダが主剤の
アルカリ性洗剤。キッチンの
油汚れや、洗濯前の浸け置
き洗いなどに効果を発揮し
ます。      ※アルミ製の食器や調
理器具、白木など木質のもの
への使用は避けてください。
      λ地の塩（熊本県山鹿市）     

2247    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     徳用 アルカリウォッシュ  

  3kg   1,455円  （税込1,571円） 

2248        
     湯ドロハンター（風呂釜・お風呂洗い洗浄剤）  
  2回分(300g×2コ)   780円  （税込842円） 

 風呂釜や浴槽の洗浄・除菌・消臭が同時にで
きます。樹脂・ステンレス・ホーロー製の風呂
釜の1つ穴、2つ穴両方に使用可。      ※プラスチ
ック樹脂以外の浴槽製品の浸け込みは変色
する恐れがありますので使用しないでくださ
い。      λ木村石鹸工業（大阪府八尾市）     

 衣類やカーテンに付いた、タバコ・ペット・料理など
の気になる生活臭をすばやく消臭。消臭後はさわ
やかな森の香りが残ります。      ■使用の目安／開封
後1年      λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     
2249    NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     ボトル・フィトンα消臭ミスト（布製品用）  
  300ml   1,600円  （税込1,728円） 

 沖縄県大東諸島の大東月桃の精油を使用。
カビや雑菌を寄せ付けません。      テーブル、下
駄箱、カーテン、トイレ、ペットまわり、車など、
においが気になるところへスプレーして、消
臭します。  ■サイズ／6.5×4.5×21cm、重量
250g    λボーデン（東京都港区）     
   ＰＵＲＥ ＳＨＯＷＥＲ 月桃      
  200ml   1,200円  （税込1,296円）

 2250     月桃              
 2251     月桃・ゼラニウム              
 2252     月桃・ラベンダー                                                                     

お部屋のあらゆる場所を、除菌＆消臭お部屋のあらゆる場所を、除菌＆消臭

 食品添加物不使用の
ジャーキーです。    ※同
時配布チラシをご覧
ください。        λわんわん
（大阪府大阪市）     

1776    NN 3/6お届け週3/6お届け週    
     徳用・ドッグフード エゾ鹿肉のジャーキー  
  35g×6袋   2,154円  （税込2,326円） 

 虫よけ作用のあるオイルを
スギの間伐材にしみ込ま
せました。さわやかな甘い
柑橘系の香りで消臭・脱
臭効果も。      ■使用の目安
／開封後約6カ月 ■使用
量の目安／クローゼット約
500Ｌ（80×50×125cm程
度）に2本  ■サイズ／33.5
×5×1cm    λ日本グリーン
パックス（東京都中央区）     

2241        
     ナチュラプラス衣類用防虫剤クローゼット用  

  2本   950円  （税込1,026円） 

2250 2251 2252

39109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。 ●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」）

● 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。

❷注文書 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。

043-213-2663

❸サポートセンター／スタッフ受付 0120-158-183
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

https://takuhai.daichi-m.co.jp/support
※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。

https://takuhai.daichi-m.co.jp❶大地宅配のお買い物サイト

青果の痛みのご連絡や、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。

ネットで

紙で

電話で

連絡便での
お問い合わせ

お問い合わせ

FAXでの
お問い合わせ

注文締め切り

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

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。

配送手数料について

毎週お届け登録・定期お届け登録2

3

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
毎週0000 隔週0000 ¼週0000

毎週0000

ご注文・お問い合わせ方法1

注文
締め切り

※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。

※注文方法によって締め切り時間が異なります。

スマートフォンからは
便利なアプリを
ご利用ください。 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

卵、ケチャップ、酢、粉チーズ家庭準備
約15分調理時間

生米、梅干し、片栗粉、ケチャップ、酢、粉チーズ適量家庭準備
約25分調理時間

白ごま家庭準備
約15分調理時間

オリーブオイル（サラダ油でも可）、牛乳、ぽん酢家庭準備
約20分調理時間

片栗粉、白ごま家庭準備
約15分調理時間

ごはん、醤油、オリーブオイル、酢家庭準備
約20分調理時間

オリーブオイル（サラダ油でも可）、マヨネーズ、酢家庭準備
約15分調理時間

ごま油（サラダ油でも可）家庭準備
約15分調理時間

商品についての注意事項　※天候不順等の影響で野菜が不足したときは、「国産かつ有機JAS認証取得」を条件に大地を守る会の生産者以外の原料を使用する場合があります。 ※原材料は「お買い物サイト」をご覧ください。　※消費期間／お届け後2日保証（北海
道・九州等遠隔地の場合は1日保証）　※家庭準備品は、サラダ油、塩、こしょう以外を明記しています。　※製造・流通上の事情により、増粘剤、着色料、酸味料、ｐH調整剤などを使用する商品があります。　※一部の商品は、野菜の下ごしらえなどに電子レンジを
使用します。　※ττマークの付いた商品の一部の食材は、「おやさいdeli kit」に同梱されず、冷凍別箱でお届けします。　※パプリカの色は写真と異なる場合があります。　λタイヘイ（千葉県松戸市） εお届け後2日保証

※写真は1人前のイメージです。※写真は1人前のイメージです。

約20分で完成簡単・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

大地宅配「おやさいd
デリ

eli k
キッ

it
ト

」のポイント！

完成完成成

副菜
SIDE MENU

主菜
MAIN MENU

プリプリ海老とブロッコリーの塩炒め

王隠堂農園の切干大根のマヨサラダ

ブロッコリーを耐熱皿に入れ、ラップをかけて電子レンジで加熱する（500W・1分）。

戻した切干大根をよく絞り、食べやすい長さにカットする。

エビの色が変わったら、タレを入れ炒め合せる。 器に盛り付けて完成。

フライパンに油を熱し、玉ねぎとセロリを入れ炒める。

酢、オリーブオイル、マヨネーズを混ぜてドレッシングを作る。

むきエビを解凍する。

切干大根を35g量り、水を張ったボウルに入れて戻す（約10分）。

ブロッコリー、エビ、ミニトマトを入れて炒める。

人参と切干大根を3のドレッシングで和え、器に盛り付けて完成。

2

2

3

3

4

4

5
6

ご用意いただくもの
●サラダ油 適量
調理器具
フライパン、電子レンジ

●  ブロッコリー 約150g●  セロリ 約100g●  玉ねぎ 約100g●  ミニトマト 約60g（大きい場合はカットしてください）●  むきエビ（冷凍） 1パック※冷凍の別箱でお届けしています。●  塩ダレ 1パック

お届けする食材

ご用意いただくもの
●酢 小さじ2
●オリーブオイル 大さじ１●マヨネーズ 大さじ２

●  人参 
約20g●  切干大根 1パック（50g）※50g中35gのみ使用

完成！

完成！

中火

中火

中火

お届けする食材

※お料理セットに使用される材料（肉など）は十分に中まで火を通して調理をしてください。 ※野菜は洗わずにご使用いただけます。 ※加熱時間は目安です。ご家庭の調理器具によって前後します。

大地宅配「おやさいd
デリ

eli k
キッ

it
ト

」のポイント！
約3人前の  「主菜＋副菜」のカット済み食材とタレ をセット
 大地を守る会の生産者の野菜 を使用！ 肉は国産100％
添付のタレは  化学調味料不使用 
写真入りの レシピリーフレット 付き リーフレットリーフレット

イメージイメージ

1005   τ       
     キット・真鱈と蓮根の黒酢炒めセット  

  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：きゅうりと豆腐の中華サラダ    ※冷蔵品と冷凍品を分けて
お届けします。    ■セット内容／主菜：真ダラ、玉ねぎ、れんこん水
煮、タレ、ピーマン、人参 副菜：豆腐、きゅうり、大根        θ小麦・大豆 

限定 500

1585    υυ       
     キット・やわらか大根とキット・やわらか大根と
豚肉のかつお梅煮セット豚肉のかつお梅煮セット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,3701,370円円    （（税税込込1,4801,480円）円）  
 副菜：国産大豆油揚げのしらすピザ        ■セット内容／主
菜：大根、豚肉、タレ、葉ねぎ、カツオ節 副菜：油揚げ、
シラス        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

梅干しとカツオだしがきいたつゆで煮込み、梅干しとカツオだしがきいたつゆで煮込み、
とろみをつけたあったかメニューとろみをつけたあったかメニュー

1586    υυ       
         キット・3種のキノコと キット・3種のキノコと
鶏肉のカレークリーム煮セット鶏肉のカレークリーム煮セット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,5561,556円円    （（税税込込1,6801,680円）円）  
 副菜：焼きピーマンのおかか和え        ■セット内容／主菜：
じゃがいも、鶏もも肉、しめじ、玉ねぎ、タレ、まいたけ、
マッシュルーム 副菜：ピーマン、玉ねぎ、カツオ節         

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

特製カレーソースと牛乳でまろやかに。特製カレーソースと牛乳でまろやかに。
3種のきのこのうまみを堪能して3種のきのこのうまみを堪能して

1587    υυ       
     キット・完熟トマトのキット・完熟トマトの
濃厚ハッシュドポークセット濃厚ハッシュドポークセット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,5561,556円円    （（税税込込1,6801,680円）円） 
 副菜：4種のミックスビーンズカクテルサラダ        ■セット内容／主
菜：玉ねぎ、豚肉、しめじ、ハヤシルウ、ミニトマト 副菜：ミックスビ
ーンズ水煮、きゅうり、ミニトマト、粒マスタード        θ小麦・乳・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

完熟トマトを使い、赤ワインやスパイスで完熟トマトを使い、赤ワインやスパイスで
仕上げたルウは深みのある味わい仕上げたルウは深みのある味わい

1588    υυ       
     キット・ラー油香る キット・ラー油香る 
ネギたっぷり麻婆豆腐セットネギたっぷり麻婆豆腐セット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,2781,278円円    （（税税込込1,3801,380円）円）  
 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ        ■セット
内容／主菜：豆腐、豚肉、長ねぎ、タレ、葉ねぎ、生姜、ラ
ー油 副菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

ラー油と生姜が香る、ピリ辛麻婆豆腐。ラー油と生姜が香る、ピリ辛麻婆豆腐。
スープのワカメは肉厚で食感も楽しめますスープのワカメは肉厚で食感も楽しめます

1589    υυ       
     キット・「1日に必要な野菜量の1／3が摂れる」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レタスと豚肉の旨塩炒めセット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,3701,370円円    （（税税込込1,4801,480円）円）  
 副菜：国産大豆油揚げのしらすピザ        ■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 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

にんにくがアクセントの塩ダレが、にんにくがアクセントの塩ダレが、
野菜の味をぐっと引き立てます野菜の味をぐっと引き立てます

1590    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
     キット・定番人気！キット・定番人気！
キャベツを食べる回鍋肉セットキャベツを食べる回鍋肉セット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,3701,370円円    （（税税込込1,4801,480円）円）  
 副菜：ニラと豆腐の中華スープ        ■セット内容／主菜：キ
ャベツ、豚肉、ピーマン、長ねぎ、タレ、パプリカ 副菜：
豆腐、ニラ、ブイヨン        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

甘辛味で野菜がもりもり食べられます！甘辛味で野菜がもりもり食べられます！
スープは国産大豆100％の豆腐入りスープは国産大豆100％の豆腐入り

1591    υυ   NN 3/13お届け週3/13お届け週    
         キット・シャキシャキ蓮根と キット・シャキシャキ蓮根と
大山鶏の酢鶏セット大山鶏の酢鶏セット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,7411,741円円    （（税税込込1,8801,880円）円）  
 副菜：ニラと豆腐の中華スープ        ■セット内容／主菜：鶏
肉、れんこん水煮、玉ねぎ、タレ、ミニトマト、ピーマン、
パプリカ、人参 副菜：豆腐、ニラ、ブイヨン        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

肉質のやわらかさに定評がある大山鶏と、肉質のやわらかさに定評がある大山鶏と、
シャキッとした蓮根がタレに絡んで美味シャキッとした蓮根がタレに絡んで美味

1592    ττ       
         キット・味わいソースで食べる  キット・味わいソースで食べる 
ポテトとブロッコリーの海老マヨネーズセットポテトとブロッコリーの海老マヨネーズセット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,7411,741円円    （（税税込込1,8801,880円）円）  
 副菜：4種のミックスビーンズカクテルサラダ    ※冷蔵品と冷凍品を分けてお
届けします。    ■セット内容／主菜：じゃがいも、エビ、ブロッコリー、タレ 副菜：
ミックスビーンズ水煮、きゅうり、ミニトマト、粒マスタード        θえび・小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

プリッと食感の良いエビを主役に、プリッと食感の良いエビを主役に、
ブロッコリーやじゃがいもがたっぷり！ブロッコリーやじゃがいもがたっぷり！

5 ττ 限定 50

 主菜  真鱈と蓮根の黒酢炒
め

 副菜  きゅうりと豆腐の中華
サラダ

今週の
新商品

 主菜  シャキシャキのれんこんをはじめ、彩りの良い野菜をそろえました。
ふっくらとした白身魚と一緒に、まろやかな黒酢ダレでさっと炒めて。 
 副菜  国産大豆を100％使用した絹豆腐に、食感の良いきゅうりと大根
をのせて。ごま油の風味が食欲をそそります。 

調理時間  約15分　 約15分　

家庭準備   薄力粉、みりん、ぽん酢、酢、ごま油薄力粉、みりん、ぽん酢、酢、ごま油

109号編集•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 

tsuci17_109_p40_04.indd   40 2017/02/06   13:26:44


