
期末
感謝
ポイントポイント日ごろのご愛顧に感謝して、最近登場した人気商品や季節品などをポイント付きに。中面もお見逃しなく！！

     ※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）     

1622   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     オリーブオイルオリーブオイル
（パレスチナ自治区産）（パレスチナ自治区産）    

    450g 450g     1,8171,817円円    （（税税込込1,9621,962円）円）  

1277    ττ       
     鶏モモ肉500g鶏モモ肉500g（秋川）（秋川）    

    500g 500g     998998円円    （（税税込込1,0781,078円）円）  
          ※量目を合わせるため、切身が入る場合※量目を合わせるため、切身が入る場合
があります。があります。                λλ秋川牧園（山口県山口市）秋川牧園（山口県山口市）          

                          λλヨコミゾ（埼玉県さいたま市）ヨコミゾ（埼玉県さいたま市）        θθ小麦・大豆小麦・大豆  

1519    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック焼き餃子ファミリーパック
（30コ入り）（30コ入り）    

    540g(30コ) 540g(30コ)     817817円円    （（税税込込882882円）円）  

限定 1000

         ■漁場／志布志湾    λ谷口海産（鹿児島県
志布志市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1340    υυ       
     志
し ぶ し

布志ちりめん徳用パック  
  150g   849円  （税込917円） 

          ※売り上げの1％は「大地を守る会ルイ※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子どもたちの支援のために寄付していま
す。※同時配布チラシをご覧ください。す。※同時配布チラシをご覧ください。
        ■原産国／南アフリカ■原産国／南アフリカ        λλルイボス製茶ルイボス製茶
（香川県三豊市）（香川県三豊市）          

1753   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ルイボス茶ルイボス茶（有機栽培）（有機栽培）    
    3.5g×50包 3.5g×50包     2,2502,250円円    （（税税込込2,4302,430円）円）  
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イメージイメージ
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うまみの濃い山形村短角牛と、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こくのある仙台黒豚会の豚肉を
1：1でブレンドしました1：1でブレンドしました

特定農場の有機茶葉が原料。特定農場の有機茶葉が原料。
ミネラル豊富で飲みやすく、ミネラル豊富で飲みやすく、
ノンカフェインなのもうれしいところノンカフェインなのもうれしいところ

くせのない、よく締まった肉質。くせのない、よく締まった肉質。
1枚ずつバラ凍結しているので、1枚ずつバラ凍結しているので、
必要な分だけ解凍できて便利！必要な分だけ解凍できて便利！

スパイシーで香り高い風味。スパイシーで香り高い風味。
野菜の他、肉や魚とも相性が良く、野菜の他、肉や魚とも相性が良く、
いつもの料理がワンランク上にいつもの料理がワンランク上に

餃子を作り続けて50年のヨコミゾが、餃子を作り続けて50年のヨコミゾが、
大地宅配のためだけに開発。大地宅配のためだけに開発。
味もボリュームも満足の本格派です味もボリュームも満足の本格派です

水揚げ後すぐに釜ゆでし、水揚げ後すぐに釜ゆでし、
じっくりと天日干ししました。じっくりと天日干ししました。
歯ごたえのある昔ながらの味わい歯ごたえのある昔ながらの味わい

最近、この徳用合挽があるときは
必ず注文してます。一度試したらやみつ
きになりました。おいしいからたくさん食
べたい！ 届いた日の夕食はハンバーグが
定番化してます。 
 （ちゃめさん）

濃くて甘みがありおいしいです。
1包で1.8リットル淹れられるのも経済的
で気に入っています。 
 （pocolaさん）
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期末感謝ポイントフェアで、
徳用＆箱売（Ｐ19）や
総合農舎山形村のおそうざい（Ｐ24）、
パスタ食材（Ｐ27）などが
お買い得です。ぜひご覧ください。

「春の土用」の
うなぎの予約を
受付中！
ぜひお買い物サイトを
ご覧ください。

今週は「健康応援食品」（P31）、
「菓子・ドライフルーツなど」（P32～33）、
「飲料」（P34～35）が全品ポイント、
「詰替用・日用品など」（P37）が
全品２コ得またはポイント付きです。

4）、

「お徳用
飛鳥の
水餃子」

                      直径約3mm直径約3mm    λλ山形村短角牛肥育部会・仙台黒豚会（岩手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）県久慈市・宮城県大崎市他）    εεお届け後2日保証お届け後2日保証      

      合挽合挽（短角牛：豚＝1：1）（短角牛：豚＝1：1）                        
 1245    υυб б      

200g 200g      606 606円円        （（税税込込654654円）円）   毎週 9055      

 1246    υυ   
  徳用徳用     300g  300g      898 898円円        （（税税込込970970円）円）                                                                                                                                                                                               
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辛さ控えめ、いろいろな料理に 料理しやすく食べやすいミニサイズ

本当においしいです。市販品でこん
なにおいしいのを食べたことがなく、

麺がとにかく最高です。ソースもうまい！
 （T.O.Revolutionさん）

お刺身でいただきましたが、ねっ
とりとした食感で濃厚な味わい

でした。とてもおいしかったです。
 （るなさん）

会話も一層はずむ本場のポテト

             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 
1681    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円） 

             λ丸きんまんじゅう（佐賀県佐賀市）     

1690    ττ   NN 4/10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） 

         ■原産国／ベルギー    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1500    ττ   NN 4/3お届け週    
     オーガニックフレンチフライポテト  

  300g   330円  （税込356円） 

             λファリアス ビルマル デ ソウザ（群馬県
大泉町）  δお届け後25日保証  θ乳 

1397    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ブラジルフレッシュチーズ 
ミナスチーズ  

  125g   682円  （税込737円） 

         ■セット内容／〔1567〕150g×3食〔1566〕（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  〔1567〕θ小麦〔1566〕θ小麦・大豆 

 $$  大地宅配の大地宅配のもちもち焼そば3食もちもち焼そば3食            
 1567    υυ     
ソースなし   3食    369円    （税込399円）      
 1566    υυ     
ソース付   3食    498円    （税込538円）                                                                                               1567

             λ中津ミート（神奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1216    υυ       
     徳用 皮なしベビーウインナー  

  240g   628円  （税込678円） 

1249    υυ       
     徳用豚バラスライス  

  300g   822円  （税込888円） 

           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   

         ■漁場／知床    λ知
床ジャニー（北海道
斜里町）  δお届け後
45日保証   
1295    ττ       
     徳用・知床産 うす塩味鮭切身  

  320g(4切)   1,169円  （税込1,263円） 

         ■漁場／北海道    λ西昆（福岡県古賀市）
  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1334    ττ       
     辛子明太子ばらこ  
  50g×3パック   943円  （税込1,018円） 

         ■漁場／宮城県    λアイケイ（宮城県石
巻市）  δお届け後30日保証   

1300    ττ       
     もったいナイ魚・さばの一口切身  
  220g(8切以上)   380円  （税込410円） 

かわいいチューリップ型チキン 焼けば“ふわとろ”の新食感！食欲をそそるハワイの名物料理

こくのあるすっきりとした
味わい

漁場■漁場■漁場／知床／知床／知床λλλ知知知

程よい塩加減で
毎日のごはんに◎

約3m約3mm厚m厚λλλ仙台黒仙台仙台黒

さらりとした脂身が
やわらかなバラ肉

     ※酸化防止剤使用。    ■アルコール度数／7％    λＧＲＮ（富山県高岡市）     

1771        
     ラ・サングリア（赤）  

  750ml   960円  （税込1,037円）

楽しむ
を春

楽しむ
を春

     ※魚介類を主原料としたナンプラーを使用していま
すが、他の魚介類（特にエビ、カニ）も含む場合があり
ます。        λカラミノフーズ（東京都新宿区）    θえび・乳 

1537    ττ       
     国産えびのガーリックシュリンプ  

  150g   800円  （税込864円） 

         ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北海
道斜里町）  ［生食可］   

1288    ττ       
     オホーツク産 
赤玉ほたて貝柱（刺身用）  

  100g   740円  （税込799円） 

             λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1497    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） 

2016年登場の人気商品
2016年116～149号に新登場した商品のなかから、特にご好評の声が多い商品をポイント付きでご紹介！ この機会にぜひお試しください。

春のお祝い・パーティーに

徳用品＆もったいナイシリーズ

人気のタルトがさらにおいしく！
さわやかな甘酸っぱさが好評

こだわりの技が生むもっちり細麺が美味

皮が破れるほど、あんがぎっしり♪

自然の力が染め上げた希少な一品

ウインナーの人気No.１！
食べやすい一口サイズで
香辛料は控えめ

まず、おいしそうな見ためにほれぼれ。あん
この味が良いのはもちろん、価格も程よく、

見かけたら買ってしまいます。 （miemieさん）

朝食にかかせない一品なので徳用
はうれしいです。とにかく余計な添

加物のない安全・安心が第一。パリッと
焼いてケチャップかソースでいただいて
います。 （気分は若奥様さん）

選ぶならコレ！

国産レモン果汁の酸味に、丹那の新鮮な生
クリームとヨーグルトでこくを出しました。
ビターオレンジのブランデーを香りづ
けにして華やかさを加え、さわやか
なタルトに仕上げています。
ムーラン ナ ヴァン　加藤 祥

さち

恵
え

さん

お い し さ ひ み つの

期末末末期末
感感感謝謝謝感謝
全品ポイント全品ポイント

ポポイイインントト
フェア

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

1567 イメージイメージ

イメージイメージ

※ 20歳以上の年齢であることを確認できない※ 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。場合には酒類を販売しません。

2 113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
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国産野菜入りで
食感も彩りも豊か

黒酢のこくと甘みで
まろやかに

玉ねぎの甘みと
食感を丸ごと楽しむ

シャキシャキして見ためも
かわいくて、おいしくいた

だきました。ボリュームがあり、こ
れだけで立派なおかずになりま
した。 （なつ子さん）

         ■漁場／千葉県    λ丸一水産（千葉県九十九
里町）  δお届け後45日保証［生食可］   

1351    ττ   NN 4/10お届け週    
     まいわしマリネ  

  120g   415円  （税込448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    λタイヘイ（千葉県松戸
市）  εお届け後2日保証  θ小麦・大豆 

1583    υυ       
     キット・定番人気！
キャベツを食べる回鍋肉セット  

  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500

 副菜：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ        ■セット内容／主菜：豚肉団子、
玉ねぎ、人参、タレ、ピーマン、パプリカ、長ねぎ 副菜：じゃがいも、玉ねぎ、
カツオ節    λタイヘイ（千葉県松戸市）  εお届け後2日保証  θ小麦・大豆 

1585    υυ       
     キット・こだわり黒酢ソースで食べる！
肉団子の酢豚セット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500

 副菜：国産おからの粒マスタードサラダ        ■セット内容／主菜：玉ねぎ、キ
ャベツ、じゃがいも、ウインナー、タレ、人参 副菜：おから、人参、玉ねぎ、
粒マスタード    λタイヘイ（千葉県松戸市）  εお届け後2日保証  θ大豆 

1581    υυ       
     キット・トロ～リまるごと
玉ねぎがおいしいポトフセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500

     ※次回取り扱いは10月頃予定。        λ遠藤蒲
鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1470    υυ       
         レンコンのはさみ揚げ レンコンのはさみ揚げ    

  200g(5枚)   492円  （税込531円） 

     〔1730〕〔1729〕※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間
6カ月以上を保証。        λ日本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

 $$  野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル            
 1730       
箱売   160g×30缶    6,980円    （税込7,538円）   ¼  週 9329     

 1729      

  160g×10缶    2,390円    （税込2,581円）      
 1728       
お試し   1缶×160g    258円    （税込279円）                                                                         

1730

     ※今週は通常の3倍ポイントです。        λ新丸正
（静岡県焼津市）    θ小麦・大豆 

1612    NN 4/3お届け週4/3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） 

最終週

4週連続
お試し
ポイント

     ※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）     

   ウエダ家のにおわないぬか床            
 1647    υυ    

   1kg    1,800円    （税込1,944円）      
 1648    υυ    

 ミニサイズ（補充にも）   500g    990円    （税込1,069円）                                                                                               

1647

限定 1000

         ■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 

1562    NN 4/3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） 

毎日をがんばる方に、大地宅配の野菜をたっぷり使った、おい
しい「ゆとりごはん」をお届けしたいという思いで開発。おか
げさまで、「らくちん！」「おいしい！」の声をいただいています。

ココが違います！

さっと焼くだけでメインに

スパイスをきかせた本格派

大地宅配の“濃い味野菜”の
あらごし感が魅力

やわらかで骨ごとパクッ♪ ごはんがすすむ
上品な味わい

使う分だけ流水解凍で簡単

粋シリーズで人気No.1の醤油味。
濃厚なうまみで後味あっさり

             λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・
大豆 

1230    ττ       
     フライパンで簡単 若鶏生姜焼き用  

  200g   444円  （税込480円） 
         ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北海道斜
里町）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1349    ττ   NN 4/10お届け週    
     骨まで食べられる焼きさんま  

  150g   490円  （税込529円） 
         ■原産国／ノルウェー    λまえた（新潟
県新潟市）    θ大豆 

1347    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 
         ■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］   

1284    ττ   NN 4/3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） 

     ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月
以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1511        
     中華風豚角煮（レトルト）  

  200g   598円  （税込646円） 

限定 500

私たちが開発しています

人気
No.22キット

人気
No.33キット

イメージ（1人前）イメージ（1人前） イメージ（1人前）イメージ（1人前）

時短調理＆ぱぱっと一品
甘辛味で野菜をもりもり
食べられます

2種類のだしをきかせた
深みのある味わい

温めて、煮て、炙って、さっと一品完成

大地宅配オリジナル商品
｢安心｣ ｢おいしさ｣を追求した
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だけ

1缶当たり290gの野菜を使用した「ぜいたくベ
ジタブル」は、大地宅配の安心野菜と日本デル
モンテの技術を合わせた自信作。「らーめん粋」
は、化学調味料（アミノ酸等）の食
品添加物を一切使わずに、安心と
おいしさを実現しました。

ココが違います！

大地宅配  商品開発担当
青山 茂

ココが違います！

においが控えめで、手入れも簡単♪
健康づくりのパートナーに

「自然発酵乳酸菌」を米ぬかに混ぜ込み、ぬか床特有の
臭いが少ないぬか床です。フルーティな香りの “ぬか”は、
付いたままでも食べられ、腸内フ
ローラの調整に期待が持てます。

ウエダ家　植田夏雄さん

お い し さ ひ み つの

話題の発酵食品で腸活

人気   
No.11キット

$$
特撰
ラベルに
ご注目！！

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

イメージイメージイメージイメージ

イメージ

2種類のカツオだしを中心に、国産
丸大豆醤油に洗双糖や「味の母」な
ど、おなじみの調味料と麦芽水飴で
仕上げました。関東風
の少し甘めの味付け
ながら、すっきりとし
た後味。3倍希釈の大
容量1Lサイズです。

大地宅配  商品開発担当大地宅配  商品開発担当
西田 和弘

発売以来、
半年で6万食
販売！！

話大注目！

15分約1
5分で

完成完成約
でででで

大地宅配　大地宅配　
商品開発担当商品開発担当
（写真左から）（写真左から）河野紗矢香河野紗矢香・原田祥子・・原田祥子・福井崇福井崇

植田夏雄さん（左）とウエダ家の皆さん植田夏雄さん（左）とウエダ家の皆さん

イメージイメージ

イメージイメージ

3113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

                      

南伊豆太陽苑生産者グループ（静岡県南伊
豆町）などから、春の到来を告げる甘夏をお
届け。しっかり完熟させてから収獲を行って
いるので、酸味と甘みのバランスが良く、果汁
たっぷりでジューシーに。皮ごと砂糖と一緒
に煮込んで、自家製マーマレードにしても。

   甘夏            
 1026       800g    378円    （税込408円）      
 1027       2kg    768円    （税込829円）                                                                               

さわやかで甘酸っぱい、春の贈り物さわやかで甘酸っぱい、春の贈り物

1026

南伊豆太陽苑生産者グループの島崎孝行さん南伊豆太陽苑生産者グループの島崎孝行さん

             λ無～7割減／川端 敬グループ、南伊豆太陽苑生
産者グループ／和歌山県、静岡県     

やわらかい生の新物の食感を満喫やわらかい生の新物の食感を満喫

     ※4月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／沖縄    λ伊是名
漁業協同組合（沖縄県伊是名村）  δお届け後10日保証   

1342    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     いぜな島の早摘み生もずく  

  250g   523円  （税込565円） 

サンゴ礁が広がる海で収穫され
た春の早摘み生モズク。やわ
らかく、みずみずしい食感。

限定 1000
イメージイメージ

温暖な沖縄県や宮崎県では、ピーマンが旬
を迎えています。ほのかな苦味と、しっかりし
た甘み。日光をたくさん浴びて香り良く育っ
た、南国産ピーマンをお楽しみください。赤い
ピーマンが入る場合
がありますが、熟して
いる証拠なので、食味
などは変わりません。

   ピーマン            
 1114       150g    258円    （税込279円）      
 1115     徳用   300g    398円    （税込430円）                                                                               

南国の日差しで元気に育った旬野菜南国の日差しで元気に育った旬野菜

1114

イメージイメージ
             λ有機、無～9割減／真南風の会、西川 卓治、宮崎
アグリアート、他／沖縄県、宮崎県     

きめ細かくやわらかい肉質の黒豚・バークシ
ャー種を交配した、仙台黒豚会の豚のロー
ス肉。うまみが濃く、脂身がさらりとしている
と定評があります。本品は、タレがよくなじむ
よう約5mmの厚さにスライス。いつもの生
姜焼きがふっくら
仕上がります。

絶妙なスライスで仕上がりふっくら絶妙なスライスで仕上がりふっくら

イメージイメージ
           約5mm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       
     冷凍豚ロースしょうが焼用  

  200g   600円  （税込648円） 

高級寿司のネタとして、本マグロと人気を二
分するミナミマグロ。本品は、日本の船が漁
獲した希少な天然ミナミ（インド）マグロで
す。ねっとりとして甘み
が強く、口の中でとろけ
るような食感です。入
学、卒業、就職のお祝い
にどうぞ。今回は期末感
謝ポイントでお得です。

希少な天然もののごちそうマグロ希少な天然もののごちそうマグロ

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

イメージイメージ

     ※今週は通常の6倍ポイントです。    ■漁場／インド
洋    λマストミ（徳島県徳島市）  δお届け後7日保証
［生食可］   

1286    ττ       
     天然南まぐろトロ（刺身用）  

  150g(2柵)   2,980円  （税込3,218円） 

トルコで有機栽培した「スミルナ」という品
種のいちじくを、有機JAS認定の加工場で
乾燥させ、大きめサイズのものだけを厳選。
スミルナは果皮が白く、肉厚でつぶつぶとし
た食感と濃厚な甘みが特徴です。そのまま
はもちろん、ヨーグ
ルトなどの乳製品
に添えても。

有機いちじくの濃厚な甘みが自慢有機いちじくの濃厚な甘みが自慢
楽しむ
を春

楽しむ
を春

         ■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   

1720        
     徳用ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  

  280g   1,320円  （税込1,426円） 

国産の小麦粉や粗糖、鶏卵、米粉、国産丸大
豆の豆乳とおからを練り込んで揚げました。
本パッケージは、障がいがありながらも才能
を持つ学生やアーティストが描いたもの。な
お、本品は、その創作活動を支援し、売上の
一部を彼らや福祉
施設に還元してい
ます。

国産にこだわったやさしい味わい国産にこだわったやさしい味わい

             λおとうふ工房いしかわ（愛知県高浜市）  δお届け
後5日保証  θ小麦・卵・大豆 

1706    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     おとうふ屋さんのＳＯＹドーナツ  

  4コ   300円  （税込324円） 

卵でふんわり包めば、簡単オムライスに
電子レンジでも調理できますが、フライパンで炒め
るとさらにおいしくなります。卵でふんわり包めば、
お子さんの大好きなオムライスにも。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

大地宅配でおなじみの安心原料を使用
大地を守る会の生産者が育てた北海道産の米、秋川
牧園の鶏肉、「ヒカリ トマトケチャップ」など、素材
から調味料まで安心できるもので作りました。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

隠し味が引き立てる、素材のうまみ
素材のうまみを生かしたやさしい味付け。隠し味に、
秋川牧園のとりがらスープや、ちば醤油の国産丸大
豆醤油を加え、こく深く仕上げました。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

1554    ττ   NN 4/3お届け週4/3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） 
             λ全国農協食品（東京都渋谷区）    θ小
麦・大豆 

限定 1000

安心、おいしい、便利！安心、おいしい、便利！
三拍子そろったロングセラー品三拍子そろったロングセラー品

イメージイメージ
全国農協食品
大地宅配のチキンライス

イチオシ

酵母と酵素を生きたまま腸に届けるサプリ
メント。酒蔵に棲みついている清酒天然酵
母とパン酵母を合わせた複合酵母に、100
種以上の植物を発酵させたエキスをプラス
しました。腸内環境を整え、健やかな毎日を
過ごしましょう。

新生活に「酵母」の健康習慣を新生活に「酵母」の健康習慣を

¼  週 9323              λなごみコーポレーション（神奈川県横浜市）    θ大豆 

1670    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     瀧の酵母 30包  

  66g(2.2g×30包)   4,700円  （税込5,076円） 

4 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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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風邪予防や美肌効果など、抗酸化作用で注目
されるビタミンCがたっぷり。赤い色は「アント
シアニン」というポリフェノールの一種です。鮮
度が落ちると栄養素も減ってしまうので、フレッ
シュなうちにいただきましょう。ヘタを取らずに、
さっと洗うとビタミンCの溶出を抑えられます。

いちご

免疫力アップや、骨粗鬆
症への効果でも注目さ
れているβ-クリプトキサ
ンチンが豊富。また、ク
エン酸やペクチンも含ま
れるので、疲労回復や整
腸作用など、普段から体
調を整えておくためにも
おすすめの果物です。

しらぬい

果物のなかでもトップク
ラスのビタミンC量を誇
ります。紫外線による肌
ストレスなども増えてく
るこの時季、摂り入れた
い果物ですね。また、意
外にも食物繊維も豊富
で腸内環境を整えてく
れるので、毎日の食卓に
どうぞ。

キウイフルーツ

                      

     ※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   598円  （税込646円） 

             λ無～6割減／ブレス、田坂 農園、肥薩自然農業グ
ループ、他／熊本県、広島県、静岡県     

1030        
      しらぬい（柑橘）  

  450g   398円  （税込430円） 

     ※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、舘野 文雄、松永 剛行、他／群馬県、栃木県、
静岡県、神奈川県、和歌山県     

   キウイフルーツ            
 1034       180g    258円    （税込279円）      
 1035       500g    488円    （税込527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

                      

イメージイメージ

 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   598円  （税込646円） 

甘みも香りも、今が一番食べごろ甘みも香りも、今が一番食べごろ

     ※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／新玉ねぎ、ブロ
ッコリー、葉もの1～2品、トマト、きゅうり、ス
ナップえんどう、パプリカ、グリーンアスパラガ
ス、かぼちゃなどから計8品。〔1019〕熊本県
産・有機米（白米）「森のくまさん」300g         

   春をさきどり！九州・沖縄野菜セット            
 1018     米なし   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）                                                                               

楽しむ
を春

楽しむ
を春

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

   王林（りんご）            
 1023       450g（2コ）    418円    （税込451円）      
 1024       800g（2コ以上）    668円    （税込721円）                                                                               

1023

     ※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）    428円    （税込462円）      
 1022       800g(2コ以上)    688円    （税込743円）                                                                               

1021

イメージイメージ

個性あふれる柑橘を2～4種類お届け。個性あふれる柑橘を2～4種類お届け。
いろいろな品種をお楽しみくださいいろいろな品種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／ぶんたん、甘夏、しらぬい、せとか、など
のなかから2～4種類。         

1033              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

     ※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）700g」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     

1025    υυ             もったいナイ・もったいナイ・規格外りんご規格外りんご    
  1kg   598円  （税込646円） 

 果汁たっぷりの甘夏。酸味と
ともに甘みがあり、早春から
初夏まで、さわやかな清清し
い味を楽しめます。
            λ無～7割減／川端 敬グルー
プ、南伊豆太陽苑生産者グル
ープ／和歌山県、静岡県     

   甘夏            
 1026       800g    378円    （税込408円）      
 1027       2kg    768円    （税込829円）                                                                               

皮ごと使って自家製マーマレードに皮ごと使って自家製マーマレードに

イメージイメージ

1026

             λ無～6割減／ブレス、肥薩自然農業グルー
プ／熊本県     

1029              本場・熊本のコク甘しらぬい  
  800g   648円  （税込700円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

管理栄養士・
マーケティング部
奈良本 幹世

森のくまさん森のくまさん
（300ｇ）（300ｇ）

少しずつ暖かくなり始めるこの時季ですが、季節の変わりめは体調にも気を付けたいもの。
旬の果物を食卓に取り入れて、体も気持ちもすっきりと元気に過ごしましょう。

春春のの華やか華やかフルーツフルーツ
季節の変わりめもさわやかに

甘み、香り、大粒の三拍子！甘み、香り、大粒の三拍子！
さらにビタミンCも豊富ですさらにビタミンCも豊富です

九州・沖縄より、春を感じる野菜が到着。九州・沖縄より、春を感じる野菜が到着。
みずみずしい野菜をお見逃しなくみずみずしい野菜をお見逃しなく

温暖な九州・沖縄地方で、春の日差し
をたっぷり浴びて育った旬野菜をセ
ットでお届けします。生産者が土作
りからこだわって育て上げた、各産地
自慢の野菜をぜひご賞味ください。

不動の人気を誇る「りんごの王様」。不動の人気を誇る「りんごの王様」。
ジューシーな果汁を満喫してジューシーな果汁を満喫して

毎年、たくさんのご注文をいただく
人気品種「ふじ」。さわやかな香り
と甘み、たっぷりの果汁、シャキシ
ャキの食感が特徴です。そのまま
はもちろん、サラダやお菓子作りに
もおすすめ。

1019 イメージイメージ

1018 イメージイメージ

1034

5113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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上品ですっきりした味わいの大玉。上品ですっきりした味わいの大玉。
宝石のような果肉が口の中で弾けます宝石のような果肉が口の中で弾けます

「土佐ぶんたん」で有名な高知県
産、または「パール柑」と呼ばれる熊
本県産をお届けします。いずれも
輝く美しい果肉のプチプチとした
食感が美味。食べ終わった後の皮
はお風呂に入れても良い香りです。
 
            λ無～6割減／高生連、ブレス、肥後あゆみ
の会／高知県、熊本県     

1028              ぶんたん（土佐ぶんたんまたはパール柑）  
  700g   588円  （税込635円） 

 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無～6割減／ブレス、
田坂 農園、肥薩自然農
業グループ、他／熊本
県、広島県、静岡県     

1030              しらぬい（柑橘）  
  450g   398円  （税込430円） 

甘酸の絶妙なバランスが人気！甘酸の絶妙なバランスが人気！

 約4cm前後の小さめの柑橘です。さわや
かな香りで蜂蜜のような甘い果汁がたっ
ぷり。カットしてお召し上がりください。
            λ無／早藤 義則／神奈川県     

1032              達人・早藤義則さんの黄金柑  
  350g   398円  （税込430円） 

イメージイメージ

 ぎゅっと果肉が詰ま
り、食べやすいので人
気抜群。海を見下ろす
愛媛県からお届け。と
てもジューシーで濃
厚な甘み、豊かな香り
をお楽しみください。
            λ無／無茶々園／愛媛県     

1031              せとか（柑橘）  
  400g   780円  （税込842円） 

薄皮いっぱいに果肉がぎっしり薄皮いっぱいに果肉がぎっしり  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            
 1037       500g   

375円    （税込405円）   毎週 9020      

 1038       1kg   

648円    （税込700円）   毎週 9021                                                                               

1037

 甘酸っぱい味わいがたっぷ
り果肉に詰まっています。
朝、昼、晩のデザートに。ビ
タミンCも豊富なので、体に
元気をいただきましょう。
    ※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、
舘野 文雄、松永 剛行、他／群馬県、栃
木県、静岡県、神奈川県、和歌山県     

   キウイフルーツ            
 1034       180g    258円    （税込279円）      
 1035       500g    488円    （税込527円）                                                                               

アレンジデザートもおすすめですアレンジデザートもおすすめです

イメージイメージ

1034

         ■セット内容／りんご、柑橘類、キウイフルー
ツなどのなかから2種以上をお届けします。         

1039              果物セット  
  2種以上   980円  （税込1,058円） 

イメージイメージ

野菜の8割以上は、有機または
栽培期間中農薬不使用（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・日照不足などの影響のため、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、かごしま有機、他／千
葉県、鹿児島県、埼玉県、茨城県、熊本県、広島県、宮崎県     

1040              有機人参  
  800g   348円  （税込376円） 

     ※昨年９月の台風・日照不足などの影響のため、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～7割減／さんぶ野菜ネットワーク、
千葉畑の会、堀田 信宏、他／千葉県、茨城県、埼玉県、東京都、熊本
県、宮崎県、鹿児島県、徳島県、長崎県、広島県、群馬県、新潟県     

1041              人参  
  800g   318円  （税込343円） 

毎週 9023

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

1043              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、渡部 信一、他／北海道     

1044              メークイン  
  800g   338円  （税込365円） 

     ※一部、小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無／モグラ会、どらごんふらい、大作 
幸一、他／北海道     

      北海道の玉ねぎ北海道の玉ねぎ            
 1045       1kg    
378円    （税込408円）   毎週 9027      

 1046     徳用   3kg    890円    （税込961円）                                                                               

1045

     ※水分を多く含むのでお早めにお召し上がりくだ
さい。        λ有機、無～9割減／長崎有機農業研究
会、もっこす倶楽部、松藤 行雄／長崎県、熊本県     

   九州の新玉ねぎ九州の新玉ねぎ            
 1047       800g    368円    （税込397円）      
 1048       徳用3kg    
 1,180円    （税込1,274円）                                                                               

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1047

     ※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         

1049              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）。             

1050              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

 冬を越した大根は、甘みがの
って美味。さっぱりとお好みの
サラダにしたり、照り煮など火
を通すと甘みが際立ちます。
    〔1051〕※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、さんぶ
野菜ネットワーク、柴崎 尚、他
／神奈川県、千葉県、茨城県、滋
賀県、鹿児島県、埼玉県、愛知県        大根            

 1051       1/2本    
158円    （税込171円）   毎週 9029      

 1052       1本    
218円    （税込235円）   毎週 9030                                                                              

1051

     ※土を洗い落とした状態でお届けする場合が
あります。        λ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     

1054              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     

1055              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／千葉畑の会、福井 忠雄、農事組
合法人 丸和、他／千葉県、埼玉県、茨城県、
鹿児島県、熊本県、新潟県     

1056              里芋  
  600g   388円  （税込419円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1057              長芋（脱気パック）  
  250g   338円  （税込365円） 

     ※昨年の北海道への度重なる台風・大雨の影
響で、一部形状の悪いものや、2～3本でお届
けする場合があります。        λ無／大牧農場／
北海道     

1058              北海道・十勝の長芋  
  400g   418円  （税込451円） 

イメージイメージ

 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     

1059              ねばトロ大和芋  
  500g   484円  （税込523円） 

わさび醤油でさっぱりと召し上がれわさび醤油でさっぱりと召し上がれ

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

   ごぼう            
 1060       少量150g    158円    （税込171円）      
 1061       300g    265円    （税込286円）                                                                               

1060

 北海道・羊蹄山麓の雪の下で越冬した希少な人参。
甘くジューシーで香り豊かです。サラダはもちろん、
炒め物や煮物にすると一層甘みが引き立ちます。
            λ無～7割減／ベジタブルワークス、他／北海道、新潟県     

1042    υυ             雪下人参  
  500g   318円  （税込343円） 

イメージイメージ

 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     

1036              バランゴンバナナ  
  500g   388円  （税込419円） 

生クリームと一緒にパンにはさんで生クリームと一緒にパンにはさんで

毎週 9018

楽しむ
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イメージイメージ

甘いです！ サラダや煮物でどうぞ甘いです！ サラダや煮物でどうぞ

6 113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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真南風の会の主な商品

ほのかな苦味がくせになります 春のトマトをいち早くお届け

ほっと
Story

産地の

真
ま は え

南風の会
（沖縄県那覇市）

イメージイメージ

もちっとした粘りと軽快な食感が特徴。もちっとした粘りと軽快な食感が特徴。
山口県岩国市の名産品です山口県岩国市の名産品です

色が白く、肉厚の「岩国れんこん」。
シャキシャキとした食感と、「切り
口から糸を引く」といわれるほど、
もっちりした粘りが特徴です。煮
物や炒め物の他、炊き込みごはん
にしても。

     ※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     

1062    υυ             岩国れんこん（洗い）  
  220g   398円  （税込430円） 

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

1064              加賀れんこん  
  350g   528円  （税込570円） 

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、沖
縄畑人村／沖縄県     

1065              島らっきょう  
  130g   328円  （税込354円） 

さわやかな辛みを天ぷらでどうぞさわやかな辛みを天ぷらでどうぞ

     ※下ゆで用の米ぬか、ゆで方のリーフレット
付き。        λ無／水車むら農園、さぬきこだわり
市／静岡県、香川県     

1066              たけのこ  
  1.2kg   2,173円  （税込2,347円）  独特の香りと苦味が食欲をそそる春の

味覚。あくを抜いてサラダに、和え物やき
んぴら、天ぷらも美味ですね。
            λ有機、無／チーム銀河、常総センター／群馬県、茨城県     

1067              うど  
  300g   438円  （税込473円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

             λ有機、無／つくば中根グループ、野原 茂
治、三枝 晃男、他／茨城県、埼玉県、千葉県、
島根県、鹿児島県、長崎県、東京都、広島県、
群馬県、福島県     

1069    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 9032

イメージイメージ

さまざまな料理に活躍。さまざまな料理に活躍。
緑鮮やかなパスタに仕上げても緑鮮やかなパスタに仕上げても

さまざまな料理に使える小松菜
は、アサリと合わせてパスタにして
も。アサリのだしが麺と小松菜に
絡み、風味良く仕上がります。鮮
やかな緑が、見ためにも食欲をそ
そる一皿です。
             λ有機、無／つくば中根グループ、さんぶ野
菜ネットワーク、三里塚酵素の会、他／茨城
県、千葉県、島根県、福島県、埼玉県、長崎県、
群馬県、鹿児島県、広島県、東京都、長野県     

1068    υυ             小松菜  
  200g   208円  （税込225円） 

毎週 9031

 葉がやわらかく、味わいもやさしいほう
れんそう。生のままサラダにして、お好み
のドレッシングで楽しみましょう。
            λ無／阪本 吉五郎・啓一、川里 弘／東京都     

1070    υυ             サラダほうれんそう  
  50g   220円  （税込238円） 

             λ無／川里 弘、阪本 吉五郎・啓一、いわみ
地方有機野菜の会／東京都、島根県     

1071    υυ             ルコラ  
  50g   218円  （税込235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     

1072    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     

1073    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、阪本 
吉五郎・啓一、さんぶ野菜ネットワーク、他／
島根県、東京都、千葉県、福島県、鹿児島県、
広島県、群馬県     

1074    υυ             水菜  
  200g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／福島わかば会、小野寺 孝一、仙
台みどり会、他／福島県、茨城県、宮城県、鹿
児島県、群馬県、埼玉県、千葉県     

1075              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     

1076    υυ             チンゲンサイ  
  200g   188円  （税込203円） 

イメージイメージ

香ばしい長ねぎの風味がアクセント。香ばしい長ねぎの風味がアクセント。
おつまみにもぴったりの一品ですおつまみにもぴったりの一品です

油揚げの中にチーズと長ねぎを
入れて、トースターで焼くだけ。カ
リッとした油揚げにとろりとした
チーズ、長ねぎの風味がベストマ
ッチ。ごはんのおかずはもちろん、
おつまみにも。

             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     

1078              長ねぎ  
  300g   226円  （税込244円） 

毎週 9034

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

1077              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～9割減／真南風の会、西川 卓
治、宮崎アグリアート、他／沖縄県、宮崎県     

1114              ピーマン  
  150g   258円  （税込279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     

1063              れんこん  
  350g   378円  （税込408円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

早

             λ有機、無～7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     

1107              九州・沖縄のトマト  
  400g   548円  （税込592円） 

島や海と共存する農業を志し、
22年を迎える真南風の会
真南風の会は、沖縄本島、宮古島、石垣島、西表島の各島で有機農
業に取り組む生産者グループ。きれいな海に囲まれている島だから
こそ、農薬の使用を減らして海と共存していこうという気持ちが強
いのです。環境への配慮は農薬だけに留まりません。宮古島の渡真
利さんは、「宮古島は山も川もなく、水資源は島の地下にあるダムに
溜まった雨水を利用するのみ。だから環境に負担をかけるような農
業はできないでしょう」と言います。

沖縄では加温なしでトマトやきゅうりがバンバン育ちます
うるま市でトマトを栽培する識名盛繁さん、共史さん親子。父が作
り上げてきた識名流栽培は「不耕起栽培」に近い土作りを目指し、
長年の経験から生み出されたオリジナルの自家製堆肥や手作り酵
素を使用。バガス（サトウキビの搾りかす）を敷材に使ったり、レモ
ングラスが生い茂る、多種多様な益虫が暮らす自然に近い栽培です。
『体が欲しがるトマト』をぜひどうぞ。 農産担当：市川 泰仙

渡
と ま り

真利貞光さん（写真上）
識名共史さん（写真下）

7113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.36 （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！

                      

     ※水分を多く含むのでお早めにお召し上がりくだ
さい。        λ有機、無～9割減／長崎有機農業研究会、
もっこす倶楽部、松藤 行雄／長崎県、熊本県     

   九州の新玉ねぎ            
 1047       800g    368円    （税込397円）      
 1048       徳用3kg    1,180円    （税込1,274円）                                                                               

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1047

1272    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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）     

             λ有機、無～9割減／
真南風の会、西川 卓
治、宮崎アグリアート、
他／沖縄県、宮崎県     

1114              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

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

              
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 2114

イメージイメージ
              
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 2113

イメージイメージ
              
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 2112

イメージイメージ

①新玉ねぎは一口大の乱切りにする。葉ねぎ
は長さ3～4cmに切り、ピーマンは細切りに。
②鶏ムネ肉も新玉ねぎと同じ大きさに切
り、耐熱容器に入れて酒を振り、ラップをか
けて電子レンジで加熱する（600W・1分）。
③フライパンにごま油を引いて新玉ねぎを
炒め、しんなりしたら②の鶏肉と鶏肉から
出たスープ、ピーマン、ピーナッツ、Aを入
れてよく炒める。
④最後に葉ねぎを加え、器に盛り付けて生
姜のみじん切りをのせる。

【材料（2人分）】
新玉ねぎ ·········································· 1コ
鶏ムネ肉 ······································· 100g
ピーマン ··········································· 1コ
酒 ··············································大さじ1
葉ねぎ ········································2～3本
生姜（みじん切り） ···························· 10g
ピーナッツ（殻なし） ·························· 20g
ごま油 ········································小さじ2
A【醤油・みりん（各大さじ2）】
【作り方】

甘い新玉ねぎに、香ばしいピーナッツがアクセント

新玉ねぎと鶏ムネ肉のピーナッツ炒め

この季節、大人気の春野菜です。みずみずし
く、シャキシャキ。薄くスライスして、水にさらし
ましょう。サラダやマリネですっきり、さわやか。

今週は

新玉ねぎ

新玉ねぎは辛みがもともと少ないので、半生程度に火を入れるぐらいで
大丈夫。シャキシャキした食感でさっぱりといただけます。

イメージイメージ イメージイメージ イメージイメージ

8 113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／大地と自然の恵み、いわみ地方有
機野菜の会、さんぶ野菜ネットワーク／高知
県、島根県、千葉県     

1081              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     

1082    υυ             ニラ  
  100g   168円  （税込181円） 

毎週 9033

イメージイメージ

 早春のひそかな逸品。
くせがなく、甘みがあ
り、酢味噌和えやかき
揚げがおすすめです。
サクサクとした食感
はチャーハンにもぴ
ったり。
            λ無／吉沢 重造／埼
玉県     

1083              川越・吉沢重造さんのわけぎ  
  200g   228円  （税込246円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春 この時季だけのくせの少ないねぎこの時季だけのくせの少ないねぎ

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

1085              生姜  
  200g   328円  （税込354円）  春の訪れを告げる野草。薬味の他、さっと

湯通ししてぬたなどの和え物でどうぞ。
            λ無／福島わかば会／福島県     

1084    υυ             あさつき  
  130g   189円  （税込204円） 

             λ無／千葉畑の会／千葉県     

1086              かおる三州生姜  
  200g   239円  （税込258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     

1087              青森のにんにく  
  100g   378円  （税込408円） 

             λ有機／かごしま有機／鹿児島県     

1088              鹿児島の有機葉にんにく  
  100g   238円  （税込257円） 

             λ有機／ひさまつ農園、矢澤園芸／茨城県     

1089              有機青じそ  
  10枚   238円  （税込257円） 

             λ有機／矢澤園芸／茨城県     

1090              有機スイートバジル  
  15g   218円  （税込235円） 

             λ有機／大地と自然の恵み／高知県     

1091              有機パセリ  
  30g   146円  （税込158円） 

             λ有機／ハーブスマン’ｓ／茨城県     

1092              有機パクチー  
  30g   218円  （税込235円）              λ無～7割減／天恵グループ、岡村グルー

プ、長崎有機農業研究会、他／愛知県、埼玉
県、長崎県、神奈川県、静岡県、茨城県、千葉県     

1093    υυ             ブロッコリー  
  1コ   318円  （税込343円） 

             λ有機、無～8割減／飯塚 一実、さんぶ野
菜ネットワーク、ユニオンファーム、他／茨城
県、千葉県、宮城県、静岡県     

1094    υυ             レタス  
  1コ   268円  （税込289円） 

毎週 9035

 赤い葉先にカロテンが含まれ栄養満点。
肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ有機、無～8割減／さんぶ野菜ネットワーク、農事組合法
人 丸和、飯塚 一実、他／千葉県、茨城県、埼玉県、愛知県     

1095              サニーレタス  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～8割減／つくばの風、農事組合
法人 丸和、飯塚 一実、他／茨城県、千葉県、
愛知県     

1096              グリーンリーフ  
  1コ   208円  （税込225円） 

 巻きがふんわりやわら
かな春キャベツです。
きれいなグリーンが
春らしい料理をやさし
く彩ります。今だけが
旬。お見逃しなく。
            λ無／天恵グループ／
愛知県     

   三河のやわらか早春キャベツ            
 1097    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037     

 1098       1コ    
278円    （税込300円）   毎週 9036                                                                              

人気の春キャベツで春色パスタ人気の春キャベツで春色パスタ

イメージイメージ

1097

             λ有機、無／長崎有機農業研究会、熊本セー
フティベジフル、植村 隆昭グループ／長崎
県、熊本県、香川県、徳島県     

1099    υυ             グリーンアスパラガス  
  100g   358円  （税込387円） 

 冬を越し、寒さでたっぷ
り甘みを蓄えた白菜。
どんなスープもまろや
かな味わいに。中華風、
ブイヨン、和風、どんな
料理にも合います。
            λ無～6割減／柴崎 尚、長
崎有機農業研究会、信末農場
グループ、他／茨城県、長崎
県、栃木県、埼玉県、千葉県     

   白菜            
 1100       少量1/4コ    126円    （税込136円）      
 1101       1/2コ    208円    （税込225円）      
 1102       1コ    348円    （税込376円）                                                             

1100

             λ有機、無／沖縄畑人村、天恵グループ、他
／沖縄県、愛知県、福岡県、鹿児島県     

1103              グリーンセロリ  
  200g   318円  （税込343円） 

                      

 果肉の締まりが良く、甘さと酸味のバラ
ンスに優れています。毎年ご好評の声を
たくさんいただく人気のトマトです。
            λ9～7割減／長崎有機農業研究会・中村 智幸／長崎県     

1104              長崎・中村さんのトマト  
  400g   528円  （税込570円） 

             λ有機、無～7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     

1107              九州・沖縄のトマト  
  400g   548円  （税込592円） 

     ※不足の場合は欠品とさせていただき、代用
でのお届けはしません。※丸い品種、細長い
品種どちらかをお届けします。        λ有機／大地
と自然の恵み、西川 卓治／高知県、沖縄県     

1108              有機ミニトマト  
  170g   378円  （税込408円） 

イメージイメージ

程よい酸味が卵と名コンビ。程よい酸味が卵と名コンビ。
とろとろ、ふわふわの春らしい一品にとろとろ、ふわふわの春らしい一品に

生はもちろん、加熱してもおいし
いトマト。ふんわり卵と一緒に炒
めれば、トマトの程よい酸味が食
欲をそそる一品に。火の通りも早
く、ぱぱっと調理できるのもうれ
しいポイントです。
             λ有機、無～6割減／飯島 利巳智、長崎有
機農業研究会、肥後あゆみの会、他／埼玉
県、長崎県、熊本県、高知県、群馬県、徳島県、
沖縄県、愛知県     

   トマト            
 1105       400g    
488円    （税込527円）   毎週 9038     

 1106       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1105

             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            
 1079       少量100g    168円    （税込181円）      
 1080       200g    246円    （税込266円）                                                                               

1079

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

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

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

イメージイメージ

寒さでたっぷり甘みを蓄えました寒さでたっぷり甘みを蓄えました

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

9113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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     ※細長型を代用でお届けする場合がありま
す。        λ有機、無～7割減／長崎有機農業研究
会、大地と自然の恵み、高生連、他／長崎県、
高知県、徳島県、群馬県、沖縄県     

1110              ミニトマト（丸型他）  
  200g   368円  （税込397円） 

毎週 9039

 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     

1113              九州の長なす  
  300g   368円  （税込397円） 

             λ有機、無～9割減／真南風の会、西川 卓
治、宮崎アグリアート、他／沖縄県、宮崎県     

   ピーマン            
 1114       150g    258円    （税込279円）      
 1115     徳用   300g    398円    （税込430円）                                                                               

1114

     ※色は選べません。赤、黄、オレンジからお届
けします。        λ9～8割減／高生連、真南風の
会／高知県、沖縄県     

1116              パプリカ  
  150g   438円  （税込473円） 

             λ有機、無～8割減／真南風の会、沖縄畑人
村／沖縄県     

1118              いんげん（びっくりジャンボ）  
  100g   298円  （税込322円） 

イメージイメージ

 軽くゆでマヨネーズや
カツオ節醤油で。シャ
キッと炒めても煮込
んでもおいしいです。
    ※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／沖
縄県     

1117              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

素揚げにしてぽん酢でさっぱりとどうぞ素揚げにしてぽん酢でさっぱりとどうぞ

             λ有機／やさか共同農場／島根県     

1119              やさかの有機タカノツメ（赤唐辛子）  
  5g   208円  （税込225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 

1120    υυ   NN 4/10お届け週4/10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   

1121    υυ   NN 4/3お届け週4/3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     

1122    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   298円  （税込322円） 

毎週 9042

 株採りですので、風味豊かでシャキシャ
キした食感が楽しめます。
            λ無／熊谷伊兵冶ナメコ生産所／山形県     

1124    υυ             なめこ  
  120g   208円  （税込225円） 

毎週 9044

 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     

1125     υυ                       洗いなめこ  洗いなめこ    
  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9045

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

1126    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     

1127    υυ             えのきたけ（ブラウン）  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9047

             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     

1123    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   328円  （税込354円） 

毎週 9043

1280    ττ   NN 4/10お届け週4/10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）     

 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、マッシュハウス最
上／秋田県、山形県     

1128    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     

1129    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     

1130    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     

1131    υυ             ホワイトマッシュルーム  
  100g   248円  （税込268円）          ■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／キノコ村／長野県     

1132    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

2001      
     九州の新玉ねぎ  
  少量500g   198円  （税込214円） 
             λ6ページの同じ品目をご覧ください。     

2003      
     西の葉ねぎ（青ねぎ）  
  100g   228円  （税込246円） 

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

2005    υυ     
     達人・飯塚一実さんのレタス  

  1コ   288円  （税込311円） 
             λ8割減／飯塚 一実／茨城県     

2007      
     フルーツトマト  
  200g   398円  （税込430円） 
             λ有機、無～9割減／肥後あゆみの会／熊本県     

2002    υυ     
     日本むかし野菜 山形の茎立菜  
  200g   188円  （税込203円） 
             λ無／おきたま興農舎、米沢郷牧場／山形県     

2004    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     

2006      
     達人・澤村さんの塩トマト  
  150g   448円  （税込484円） 

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

2008      
     沖縄の有機ピーマン  
  150g   278円  （税込300円） 
             λ有機／西川 卓治、沖縄畑人村／沖縄県     

2009    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ブラウン）  
  1コ(直径9cm～10cm)   460円  （税込497円） 
             λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

限定 100

イメージイメージ

みずみずしく、歯ごたえ抜群。みずみずしく、歯ごたえ抜群。
漬物にして「わが家の味」に漬物にして「わが家の味」に

みずみずしく、さっぱりとした味わ
いのきゅうり。スライスして塩もみ
したり、ピリッと辛いからし漬けに
したり、わが家の味で漬物に。あ
るとうれしい箸休めの一皿になり
ます。

     ※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、福島わかば
会、高生連、他／宮崎県、福島県、高知県、沖縄県     

   きゅうり            
 1111       少量180g    245円    （税込265円）      
 1112       300g    
348円    （税込376円）   毎週 9040                                                                               

1111

     ※丸型を代用でお届けする場合があります。
        λ有機、無～7割減／長崎有機農業研究会、
やさい耕房伊勢崎／長崎県、群馬県     

1109              ミニトマト（細長型他）  
  200g   368円  （税込397円） 

2010        
     北海道十勝の黒豆  
  300g   488円  （税込527円） 

             λ無／渡部 信一／北海道    θ大豆 

2012        
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 
             λ無／平譯 優／北海道    θ大豆 

2011        
     北海道江別・金井さんの大納言小豆  
  250g   540円  （税込583円） 

             λ無／金井 修一／北海道     

原木栽培の味わい豊かなしいたけ。原木栽培の味わい豊かなしいたけ。
肉詰めにしてうまみを堪能肉詰めにしてうまみを堪能

イメージイメージ

10 113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） 1133 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,270円（税込2,452円） 1160 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,300円（税込2,484円） 1161 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,100円（税込2,268円） 1162 毎週 9290 隔週 9291 ¼  週 9292

有機秋田あきたこまち
λ有機／花咲農園、他／
秋田県

白 米

5kg

3,455円（税込3,731円） 1134 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1135 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1136 毎週 9281 隔週 9282 ¼  週 9283

有機宮城ササニシキ 
λ有機／ライスネット仙台、
他／宮城県

白 米

5kg

3,255円（税込3,515円） 1137 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,295円（税込3,559円） 1138 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 2,975円（税込3,213円） 1139 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／みずほ有機生産者グループ／
山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1143 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1144 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1145 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） 1140 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,680円（税込3,974円） 1141 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1142 毎週 9218 隔週 9219 ¼  週 9220

減
農
薬

新潟コシヒカリ  
λ8割減／ゆうき、他／新潟県

白 米
1.5kg 860円    （税込929円） 1146 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1147 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1148 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） 1149 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,830円（税込3,056円） 1150 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,640円（税込2,851円） 1151 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） 1152 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1153 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1154 毎週 9257 隔週 9258 ¼  週 9259

北海道ななつぼし 
λ9～7割減／北斗会、
他／北海道

白 米
1.5kg 850円    （税込918円） 1155 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1156 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1157 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1158 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1159 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。

                      
   有機宮城つや姫            
 1165     白米 2kg    1,380円    （税込1,490円）          

 1166      胚芽米  2kg    1,430円    （税込1,544円）                                                                                                   
 輝くつや、大きな粒、見ためだけでもおいしそうな「つや
姫」。一口食べるとお米の甘みが口の中に広がります。
            λ有機／蕪栗米生産組合／宮城県     

   有機北海道ふっくりんこ            
 1167    無洗米    白米 5kg    3,550円    （税込3,834円）        
 1168      胚芽米  5kg    3,580円    （税込3,866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。            λ有機／金子 
英治／北海道     

   有機やまろくコシヒカリ            
 1163     白米 2kg    1,180円    （税込1,274円）        
 1164     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     

   有機北海道ゆめぴりか            
 1169     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          

 1170     七分 5kg    3,600円    （税込3,888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。見ためもき
れいです。            λ有機／当麻グリーンライフ、他／北海道     

   有機熊本森のくまさん            
 1171     白米 5kg    3,680円    （税込3,974円）          

 1172     玄米 5kg    3,430円    （税込3,704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     

   島根コシヒカリ            
 1176    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）          
 1177     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）          
 1178     玄米 5kg    2,480円    （税込2,678円）                                                                             
 雄大な自然が広がる山間地。田んぼの上には人家もなく、きれいな水
で米作りをしています。            λ8～5割減／森の里工房生産組合／島根県     

   おきたまコシヒカリ            
 1173     白米 5kg    3,550円    （税込3,834円）          
 1174     七分 5kg    3,620円    （税込3,910円）          
 1175     玄米 5kg    3,400円    （税込3,672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無／お
きたま興農舎／山形県     

                         宮城ひとめぼれ            
 1180    無洗米    白米 5kg    2,480円    （税込2,678円）        
 1181      胚芽米  5kg    2,530円    （税込2,732円）                                                                                                 
 やや大粒に炊き上がるのが特徴で、適度な粘りがあり、
口当たりはさっぱりしています。やわらかめに炊くのがお
すすめ。            λ8割減／ライスネット仙台／宮城県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1179     白米 5kg    2,752円    （税込2,972円）                                                                                                                         
 日本で2番め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     

   宮城ササニシキ            
 1182     白米 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1183     七分 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1184     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     

   ミルキークイーン            
 1185     白米 5kg    2,580円    （税込2,786円）          
 1186     七分 5kg    2,580円    （税込2,786円）          
 1187     玄米 5kg    2,380円    （税込2,570円）                                                                             
 低アミロース米のミルキークイーン。粘りの強さが特徴
です。冷めても「モチモチ感」が続くのでお弁当用には最
適です。            λ8割減／ライスネット仙台、他／宮城県、茨城
県、熊本県     

   北海道ゆめぴりか            
 1188     白米 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1189     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。見ためもき
れいです。            λ9～7割減／当麻グリーンライフ、他／北
海道     

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

11113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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竹中池湧水有機生産組
合の皆さん

の産地

ほっと
Story
竹中池湧水
有機生産組合
（鹿児島県湧水町）

名水百選にも
選ばれました

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

もちもちしておいしい。炊
き上がったときの色もき

れいで、いつもよりたくさん食べ
てしまいます。

（にゃんさん）

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

                      

 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   

1190    NN 4/10お届け週4/10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）     

1191   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

     ※予定品種：にこまる、他。        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     

   有機西日本の米            
 1140   б  б     無洗米    白米 5kg    3,660円    （税込3,953円）  
 毎週 9212     隔週 9213     ¼  週 9214 

 1141   б  б       胚芽米  5kg    3,680円    （税込3,974円）  
 毎週 9215     隔週 9216     ¼  週 9217 

 1142   б  б      玄米 5kg    3,380円    （税込3,650円）  
 毎週 9218     隔週 9219     ¼  週 9220                                                        

 農薬も化学肥料も一切使わずに丹精込めて育てた雑穀16種類をブレンド。    ※白
米2～3合に1袋ご使用ください。  ■内容／もち玄米、もち麦、もち赤米、玄米、発
芽玄米、とうもろこし、もち黒米、はだか麦、焙煎玄米、もちあわ、ひえ、黄大豆、も
ちきび、ハト麦、黒ささげ、なた豆      λベストアメニティ（福岡県久留米市）    θ大豆 

1192        
     熊本ゆのまえ産 十六種雑穀米（個包装）  
  15g×13袋   1,100円  （税込1,188円） 

イメージイメージ

 白米、玄米、黒豆、大豆、押麦、もち米を合わせま
した。一晩水に浸して、普通に炊くだけで豆ごは
んに。    ※1袋で炊き上がり3合分です。        λ松幸農
産（三重県明和町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1193        
  $$   豆ごはん禄

ろくこくまい

穀米（2袋）  
  500g×2袋   1,800円  （税込1,944円） 

イメージイメージ

 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）     

1194    NN 4/3お届け週4/3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

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

                      

イメージイメージ

1195    ττ   NN 4/10お届け週4/10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

茎までやわらか、甘みがしっかり茎までやわらか、甘みがしっかり

 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）     

1196    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1197    ττ   NN 4/3お届け週4/3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

1198    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     西から応援 冷凍小松菜  

  250g   351円  （税込379円） 
 宮崎県産小松菜をバラ凍結しました。茎
と葉が入っています。            λ王隠堂農園（奈
良県五條市）     

1199    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   ナチュラルカットポテト（プレーン）  

  350g   398円  （税込430円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもを使用。化
学調味料や食塩など一切使っていないプレーン
タイプ。    ※品種によりカットが小さくなる場合が
あります。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

 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 4/10お届け週4/10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） 

イメージイメージ

1202    υυ   NN 4/10お届け週4/10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） 

 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 

加えるだけで料理が一層華やかに加えるだけで料理が一層華やかに

 大地を守る会の生産者の豆3種類を、そ
れぞれ分けて水煮にしました。解凍すれ
ば、すぐに使える料理の素材に。            λ総合
農舎山形村（岩手県久慈市）     

1201    ττ       
  $$   3種の豆ＭＩＸ（金時・うずら・白いんげん）  

  150g   435円  （税込470円） 

イメージイメージ

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   

1203    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     和竹（竹の子水煮・カット）  

  200g   442円  （税込477円） 

1204    ττ   NN 4/3お届け週4/3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）     

1205    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     オーガニックラズベリー（冷凍）  

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

1206    ττ   NN 4/3お届け週4/3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）     

大地を守る会の生産者の
野菜を使用
　　土壌消毒・除草剤は
原則不使用

カット野菜
                      

イメージイメージ

1207    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     炒め物用カット野菜（きのこミックス）  

  220g   446円  （税込482円） 

 大地を守る会の生産
者の野菜が入った炒
め物用カット野菜。き
のこやニラ入りでバラ
エティー豊か。丼物に
も。            λタイヘイ（埼玉
県三郷市）  εお届け
後2日保証   

限定 500

お肉を加えてパパッと一品お肉を加えてパパッと一品

1004    υυ       
     にんじんとグリーンリーフの彩りサラダ  

  110g   298円  （税込322円） 

         ■原材料／人参、
玉ねぎ、グリーンリ
ーフ    λタイヘイ（千
葉県松戸市）  εお
届け後2日保証   

限定 500
イメージイメージ

プラス1品でおしゃれなサラダに
大地を守る会の生産者の野菜を使用し
たサラダ用のカット野菜です。定番の
キャロットラペはもちろん、フルーツ
やナッツ、クリームチーズなどで幅広
いアレンジが楽しめます。 「おやさい
deli kit」と合わせてどうぞ。

新商品

名水百選、疏
そすい

水百選の湧水が、
おいしい「にこまる」を育みました
「にこまる」は、主に西日本で作られている
「ヒノヒカリ」に代わる米として期待されて
いる品種。粒が大きく、食味の良さにも定評があります。竹中池湧
水有機生産組合では、その名の通り、湧水があふれるこの地で「に
こまる」を作っています。湧水町は、霧島連峰と九州山地に囲まれ
た場所にあり、昼夜の寒暖差が大きいことから、米作りに適した場
所。田んぼの水源である竹中池では、今もホタルやメダカが生息す
る豊かな生態系が残っています。また、この竹中池からの疏水（水
を引くために作った水路）は、疏水百選に選ばれるほど美しい水系
であり、町の人々から大切にされています。

もっちり食感、きれいな色。もっちり食感、きれいな色。
つい食べ過ぎてしまいますつい食べ過ぎてしまいます

イメージイメージ

12 113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… 毎  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

焼くだけ・はさむだけの簡単調理で、おいしい一皿が完成焼くだけ・はさむだけの簡単調理で、おいしい一皿が完成
焼くだけ！焼くだけ！
朝食に朝食に

焼くだけ！焼くだけ！
夕食に夕食に

はさむだけ！はさむだけ！
昼食に昼食に

 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 4/3お届け週4/3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

 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   

1211    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1208    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   535円  （税込578円） 

毎週 9061

 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   

1217    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 
 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   

1209    υυ       
     ベーコンスライス（ファイン）  

  90g   411円  （税込444円） 
 豚ロースを自然な形のまま直火でスモー
ク、厚めにスライスしました。香り・うまみ
とも抜群です。            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（ステーキ用）  

  200g   1,270円  （税込1,372円） 

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

                      

イメージイメージ

1212    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ロースハムスライス（ファイン）  

  70g   474円  （税込512円） 

 本場ドイツの香辛料を
含んだ調味液に3日間
漬け込み、じっくりス
モークして、薫り高く
仕上げました。            λファ
イン（山形県高畠町）
  δお届け後7日保証   

本場ドイツが認めた本格派の味本場ドイツが認めた本格派の味

イメージイメージ

1214    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ボンレスハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  100g   509円  （税込550円） 

 ボンレスの特徴であ
る肉感と直火スモー
クでちょっぴりワイ
ルドな味わいです。
            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   

スモーク香るハムをパンにはさんでスモーク香るハムをパンにはさんで

 塩漬けとスモークでしっかり熟成。煮込
んでも炒めても。            λ中津ミート（神奈川
県愛川町）  δお届け後3日保証   

1210    υυ       
     ベーコンブロック（中津）  

  250g   1,111円  （税込1,200円）  人気No.1ウインナーの徳用規格です。た
っぷり使えて、通常品を2パック買うより
48円（税込）お得です。            λ中津ミート（神
奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1216    υυ       
     徳用 皮なしベビーウインナー  

  240g   628円  （税込678円） 
 玉ねぎで自然な甘みを出し、塩と香辛料で
味付けしました。ぷりっと食感が良く、かむ
ほどにうまみがあふれます。            λウインナー
クラブ（徳島県石井町）  δお届け後7日保証   

1218    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     あらびきロングウインナー  

  120g(4本)   444円  （税込480円） 
 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   

1219    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1220    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ファインの5種ソーセージ  

  135g   597円  （税込645円） 

イメージイメージ

お好みの厚さにスライスしてどうぞ。お好みの厚さにスライスしてどうぞ。
軽く焼くと一層風味豊かに軽く焼くと一層風味豊かに

太い分、ふんわりした食感が楽し
めます。添加物不使用なので、解
凍しても水分と一緒にうまみが抜
けません。焼きめが少し付くくら
いに軽く焼くと、一層風味が増し
ます。

             λファーマーズファクトリー（北海道恵
庭市）     

1222    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

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

1221    ττ       
     北海道放牧豚レモンハーブウインナー  

  100g   444円  （税込480円） 

イメージイメージ

1223    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     北海道放牧豚骨付きソーセージ  

  90g   545円  （税込589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）     

ぷりっとした歯ごたえがやみつきにぷりっとした歯ごたえがやみつきに

 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 

1224    ττ       
     中津ミートの合挽生ハンバーグ  
  200g（100g×2コ）   452円  （税込488円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1225    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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

1226    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1227    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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   

 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 

1228    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

1229    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

 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 

1230    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

イメージイメージ

セットもの・簡単調理

13113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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1272    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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）     

1364    υυбб   NN 4/3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。        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）  δお届
け後6日保証  θ卵 

毎週 9066

1251    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1250    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1267    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1269    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

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

                      

1231    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1232    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1233    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     短角牛モモスライス  

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

1234    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1235    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     短角牛バラしゃぶしゃぶ用  

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

1236    υυ       
     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   

1237    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   イメージイメージ

1238    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     短角牛カタロースステーキ用  
  180g(2枚)   1,699円  （税込1,835円） 

 程よい脂がきめ細か
く入り、しっとりやわ
らかな食感とこくのあ
るうまみが魅力です。
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   

赤身のおいしさをシンプルな味付けで赤身のおいしさをシンプルな味付けで

1239    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     短角牛バラカルビ焼用  

  180g   1,208円  （税込1,305円） 
 赤身と脂が層になったこくのある部位。
焼肉や炒め物に。          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 4/3お届け週4/3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   

1241    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1242    υυ   NN 4/3お届け週4/3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   

1243    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     冷凍阿蘇あか牛切落し  

  160g   1,341円  （税込1,448円） 
 バラとウデの切り落としです。あか牛の
おいしさを気軽にお召し上がりください。
          3～3.5mm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   

1244    ττ       
     未来とかち牛挽肉・バラ凍結  

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

1006    ττ       
     冷凍えこりん村のラム肉スライス  

  200g   1,850円  （税込1,998円） 

         ■原材料／羊肉   
約3mm厚  λえこり
ん村（北海道恵庭
市）  δお届け後60
日保証   

イメージイメージ

えこりん村の貴重な国産ラム肉をどうぞ
日本で流通しているラム肉は外国産の
ものがほとんどですが、本品は北海道
恵庭市産の貴重な国産品。国産飼料で
育てられた、赤身の割合が多い高品質
なラム肉を、お好みの野菜と一緒にお
楽しみください。

新商品

1245    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1246    υυ   NN 4/3お届け週4/3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   

豚肉とトマトの
豚肉とトマトの卵炒め卵炒め

  オムレツオムレツ  

  鶏ムネ肉
の親子丼鶏ムネ肉の親
子丼  

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

トマトの酸味がアクセント。トマトの酸味がアクセント。
ふんわり卵と合わせてどうぞふんわり卵と合わせてどうぞ

こく深い味わいの豚挽肉をこく深い味わいの豚挽肉を
とろとろ卵でやさしく包んでとろとろ卵でやさしく包んで

うまみ豊かなしっとり鶏肉にうまみ豊かなしっとり鶏肉に
まろやかな卵が絶妙にマッチまろやかな卵が絶妙にマッチ

元気いっぱい元気いっぱい
肉に卵をプラスして、栄養

たっぷり

14 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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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 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   

1247    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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

                      

1248    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1249    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   

1252    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1005    ττ       
     冷凍少量パックセット豚カタローススライス  
  100g×3パック   980円  （税込1,058円） 

         ■原材料／豚肉   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   

イメージイメージ

豚カタロースが100ｇの小分けで便利
食味に定評のある仙台黒豚会のカタ
ロース肉を、約3mm厚にスライス。
使い勝手の良い100gずつに冷凍しま
した。常備しておけば、「あと一品」
というときや、ちょっとしたお弁当の
おかず作りに重宝します。

新商品

1253    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     徳用豚丼用うす切り  

  400g   922円  （税込996円） 
 薄めでやわらかなスライス肉の400g徳
用規格。他の料理にもたっぷり使えます。
          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   

1254    ττ       
     冷凍豚ロースしょうが焼用  

  200g   600円  （税込648円） 
 やわらかな生姜焼きにしたいときに。タ
レによくなじむ厚さです。          約5mm厚  λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  δお届け後
60日保証   

1255    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1256    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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   

1257    υυ   NN 4/10お届け週4/10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   

1258    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1259    ττ   NN 4/3お届け週4/3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   

1260    ττ   NN 4/10お届け週4/10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   

イメージイメージ

1261    ττ   NN 4/10お届け週4/10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   

期末末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

お好みの野菜と一緒に召し上がれお好みの野菜と一緒に召し上がれ

1262    υυ       
     豚カタロースブロック  

  400g   1,160円  （税込1,253円） 
 程よく脂が混ざりやわらか。煮豚やゆで
豚がおすすめ。            λ仙台黒豚会（宮城県大
崎市他）  εお届け後2日保証   

1263    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   

1264    ττ   NN 4/3お届け週4/3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   

1265    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1266    ττ   NN 4/3お届け週4/3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   

1268    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     豚モモ挽肉  

  200g   444円  （税込480円） 
 脂が少ないモモ肉を挽きました。あっ
さりと仕上げたい料理に。          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   

 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   

1270    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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

                      

1271    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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

1273    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

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

1274    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     チキンリブ手羽中・バラ凍結（まほろば）  

  300g   635円  （税込686円） 
 皮付きでゼラチン質が豊富。ぷりぷりの
食感が楽しめます。            λまほろばライブフ
ァーム（山形県高畠町）     

1275    ττ       
     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）     

1276    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     うまか赤鶏手羽元  

  250g   516円  （税込557円） 
 程よく身が締まり、適度な歯ごたえ。濃い
うまみをじっくりご堪能ください。            λ九
州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1277    ττ       
     鶏モモ肉500g（秋川）  

  500g   998円  （税込1,078円） 
 若鶏のモモ肉を1枚ずつバラ凍結に。解凍して
そのままソテーや照り焼きに、カットして唐揚
げ、煮物に。    ※量目を合わせるため、切身が入る
場合があります。        λ秋川牧園（山口県山口市）     

1278    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     鶏モモ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

  300g   725円  （税込783円） 
 そのまま調理できるよう、食べやすい大
きさにカットしてバラ凍結。唐揚げや煮
物に。            λまほろばライブファーム（山形
県高畠町）     

1279    ττ   NN 4/10お届け週4/10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）     

1280    ττ   NN 4/10お届け週4/10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）     

1281    ττ   NN 4/3お届け週4/3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）     

15113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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うまみ抜群！ 調理しやすい小ぶりな縞ホッケ うまみ抜群！ 調理しやすい小ぶりな縞ホッケ 
小ぶりなもったいナイ・縞ホッケを三枚におろし、
赤穂の天塩で味付けして干し上げました。干すこ
とで魚本来のうまみがぐっと凝縮され、焼くだけ
で香ばしく、大変美味。衣を付けてフライに、味噌
とたっぷりの刻みねぎをのせてちゃんちゃん焼き
風にするのもおすすめです。

イメージイメージ

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

北海道産の天然生鮭と
いうことで初めて購入

してびっくりしました。どんな
調理法でもとてもおいしく食べ
られます。現在、妊娠中で養殖
の鮭にはかなり抵抗があった
のですが、これなら安心して食
べられます。
 （Emamamaさん）

パパッと使える便利品が新登場！ 原材料は国産のカツオ節と昆布のみ。原材料は国産のカツオ節と昆布のみ。
お子さんの離乳食にも安心して使えますお子さんの離乳食にも安心して使えます

化学調味料・食品添加物や
食塩を使用せず、国産のカツ
オ節と昆布のみで作った自然
だしです。食塩も不使用なの
で、お子さんの離乳食に特に
おすすめ。もちろん、毎日の味
噌汁や野菜炒め、チャーハン
などにも重宝します。

イメージイメージ

1002    ττ       
     もったいナイ魚・縞ほっけ半身干し  

  200g   499円  （税込539円） 

         ■原材料／縞ホッケ（アメリカ産）、
食塩■原産国／アメリカ    λ中央水産
（北海道稚内市）     

1001        
     食塩不使用 いぶし銀の自然だし（ボトル）  

  100g   800円  （税込864円） 
         ■原材料／カツオ荒節（鹿児島県指宿市
山川産）、昆布（北海道道南産）    λオリッジ
（鹿児島県指宿市）     

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］   

1282    ττ   NN 4/3お届け週4/3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

 太平洋で一本釣りで漁獲した特大カツオを、釣り
上げ後すぐに船上で瞬間凍結。鮮度を保ったまま
食卓へお届けします。        ■漁場／太平洋    λ村田漁業
（宮城県気仙沼市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1283    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     一本釣りかつお（刺身用）  

  200g   698円  （税込754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］   

1284    ττ   NN 4/3お届け週4/3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

 刺身のうまさを知りつくした日本の船が漁獲したミナ
ミ（インド）マグロです。きめ細かな脂とほのかな甘み。
    ※今週は通常の6倍ポイントです。    ■漁場／インド洋    λマ
ストミ（徳島県徳島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1286    ττ       
     天然南まぐろトロ（刺身用）  
  150g(2柵)   2,980円  （税込3,218円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1287    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） 

 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。    ※今週は通常の4倍
ポイントです。        λマストミ
（徳島県徳島市）  δお届
け後7日保証［生食可］   

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

とろけるように濃厚な天然本マグロとろけるように濃厚な天然本マグロ

 オホーツク産ホタテのなかでも、1,000粒に
1～2粒しか獲れない希少品。鮮やかな色合
いと濃厚な甘みが楽しめます。        ■漁場／北海
道    λ知床ジャニー（北海道斜里町）  ［生食可］   

1288    ττ       
     オホーツク産 赤玉ほたて貝柱（刺身用）  

  100g   740円  （税込799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］   

1290    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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

イメージイメージ

1292    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     紅鮭親子漬け丼用  

  70g×2パック   814円  （税込879円） 

 沖獲り紅鮭と北海道産
イクラを、自社製醤油ダ
レに漬け込みました。ご
はんにタレごとかけて。
        ■原産国／ロシア    λ札
幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証
［生食可］  θ小麦・大豆 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

ごはんにのせればぜいたく丼にごはんにのせればぜいたく丼に
 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   

1293    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   561円  （税込606円） 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

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

1295    ττ       
     徳用・知床産 うす塩味鮭切身  
  320g(4切)   1,169円  （税込1,263円） 

 脂がのって程よく引き締まった身で定評
の沖獲り紅鮭を厚くスライス。        ■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   

1296    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     紅鮭切身  

  180g(2切)   703円  （税込759円） 

イメージイメージ

1297    ττ       
     もったいナイ魚・真ほっけ切り落とし  

  300g   470円  （税込508円） 

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

火が通りやすい便利な切り落とし火が通りやすい便利な切り落とし

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

1299    ττ       
     あじフィーレ（加熱用）  
  150g(11枚以上)   381円  （税込411円） 

 お子さんやご年配の方でも食べやすい一
口大のサバの切身です。フライやソテー
などにどうぞ。        ■漁場／宮城県    λアイケ
イ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1300    ττ       
     もったいナイ魚・さばの一口切身  
  220g(8切以上)   380円  （税込410円） 

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

1302    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     厚
あっけし

岸のさんま  
  3尾   480円  （税込518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   

1303    ττ       
     カラスかれい切身  

  140g(2切)   548円  （税込592円） 
 脂のりが良い白身の魚で、甘みのある脂
がくせになります。フライやムニエルなど
幅広く使えます。        ■漁場／カナダ    λ魚中
（東京都足立区）  δお届け後45日保証   

1304    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     銀だら切身  

  140g(2切)   805円  （税込869円） 
 骨がなく、ジューシーでやわらかな身質
です。バター焼きや煮付け、唐揚げなど
に。        ■漁場／太平洋    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け後15日保証   

1306    ττ       
     骨なしめかじき切身  

  140g(2切)   554円  （税込598円） 

どんな料理でもおいしい！どんな料理でもおいしい！
天然鮭なので安心です天然鮭なので安心です

イメージイメージ

刺身

切身

16 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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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もったいナイシリーズでもったいナイシリーズで
漁師さんを応援しよう！漁師さんを応援しよう！もう

今週
の

一品

イメージイメージ

 国内で流通している多くは輸入もの。これは
礼文島沖で旬を迎えた国産ニシンです。    ※4
月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／礼文    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1307    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     礼
れ ぶ ん

文の春にしん  
  2尾   680円  （税込734円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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）     

1308    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 

1309    ττбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

 プランクトンや水草を食べ、広い池でのびのびと育ったエビ。エ
ビチリなどにどうぞ。    ※お買い上げ代金のうち15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 

1310    ττ       
     エコシュリンプ（Ｍ）  

  300g   1,433円  （税込1,546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 

1311    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     たかえびむき身（加熱用）  

  150g   603円  （税込651円） 
 国内主産地のなかから天然・手掘り漁の
ものを集めて、砂抜き後パックしました。
        ■漁場／国内産    λおおぐさ丸水産（千
葉県富津市）  εお届け後2日保証   

1312    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 シジミの一大産地・島根県宍道湖産。砂抜き処理した
ものをパックして冷凍しました。凍ったままで調理に使
えます。    ※通常規格より40g増えて価格据え置きです。
    ■漁場／宍道湖東部    λイトハラ水産（島根県松江市）     

1314    ττ       
     徳用宍道湖のしじみ（冷凍ツインパック）  
  100g×2パック   495円  （税込535円） 

1285    ττ     
     藁焼き天然ぶりタタキ  
  120g   695円  （税込751円） 

               δお届け後20日保証［生食可］   

1301    ττ     
     北海道産真いわし  
  370g(3尾)   458円  （税込495円） 
               δお届け後45日保証   

 地元漁師が刺身で食べる「シイラ」の皮をむいて切身
にし、薄塩に仕上げました。そのまま焼くか、粉をま
ぶして揚げ物にどうぞ。        ■漁場／鹿児島県    λ中野
水産（鹿児島県阿久根市）  δお届け後45日保証   

1298    ττ       
     もったいナイ魚・白身魚の薄塩味切身  

  280g(5切以上)   458円  （税込495円） 

 小さかったり身が欠けてい
たりして、はじかれてしまっ
た広島県産カキです。おい
しさは変わりません。    ※身
が欠けたものや、小さいもの
が入ることがあります。    ■漁
場／広島県    λ広島県漁業
協同組合（広島県広島市）     

1315    ττ       
     もったいナイ魚・規格外冷凍かき  

  300g   568円  （税込613円） 

1291    ττ     
     ゴマさば（真さばゴマだれ漬け）  

  90g   418円  （税込451円） 
               δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1305    ττ      
     天然ぶり切身  
  160g(2切)   598円  （税込646円） 
               δお届け後45日保証   

1294    ττ     
     お弁当用・北海道産生鮭切身  
  150g(5切)   500円  （税込540円） 
               δお届け後45日保証   

1313    ττ      
  $$   愛知県産手むき生あさり  

  70g   669円  （税込723円） 
                  

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準
化学調味料（アミノ酸等）や酸化
防止剤等の食品添加物不使用

すべて国内工場で製造

干物・漬込魚
簡単調理

                      

 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   

1316    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

 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   

1318    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   566円  （税込611円）  宮城県女川町で朝獲りしたホヤを新鮮な
ままカットし、蒸しました。生よりも食べや
すく、炒めても美味。        ■漁場／宮城県    λ高
橋徳治商店（宮城県東松島市）  ［生食可］   

1289    ττ       
     もったいナイ魚・蒸しほや  

  100g   599円  （税込647円） 
 北海道稚内近海で漁獲された真ダラのオリ
ーブオイル漬け。小型のものを使用している
分、お得な価格です。        ■漁場／北海道    λ札幌
中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1329    ττ       
     もったいナイ魚・フライパンで焼く真だら オリーブオイル漬け  

  180g(5切)   448円  （税込484円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

脂のりと漬け床がおいしさの秘密。脂のりと漬け床がおいしさの秘密。
大地宅配の漬込魚で不動の人気No.1大地宅配の漬込魚で不動の人気No.1

脂ののった一等級の銀ダラを厳選
し、西京味噌に漬け込みました。身
は、焼くと箸でほろっとほぐれるほ
どやわらか。口の中で広がる、酒粕
の甘みと香りが人気です。

         ■原産国／カナダ    λ魚中（東京都足立
区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

期末末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

1326    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   878円  （税込948円） 

 山陰を代表する高級魚ノドグロ（アカム
ツ）。脂のりが良く、「白身のトロ」と呼ば
れます。        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水産（島
根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1321    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円） 

イメージイメージ

ぷっくり太った広島県産のカキを使用。ぷっくり太った広島県産のカキを使用。
衣はさっくり、中はジューシー衣はさっくり、中はジューシー

濃厚な味わいに定評がある広島
県産のカキのなかから、特に身入り
の良いものを選び、国産小麦の衣
を薄めに付けました。凍ったまま
油で揚げるだけなので簡単。食べ
ごたえ十分で、サクッとした衣から
ジューシーなうまみがあふれます。

             λ広島県漁業協同組合（広島県広島市）
    θ小麦 

1330    ττ       
  $$   広島産かきフライ  

  160g(8粒)   549円  （税込593円） 

 小ぶりですが脂のりが良く、丸干ししたこ
とでうまみが凝縮されています。焼き物
や揚げ物で丸ごとどうぞ。        ■漁場／新潟
県    λまえた（新潟県新潟市）     

1322    ττ       
     もったいナイ魚・にぎす丸干し（無頭）  

  200g   407円  （税込440円） 
 鮮度も脂のりも良い、北海道釧路沖のイワシを
使用。ほんのり甘い風味と凝縮されたイワシの
うまみが美味。        ■漁場／北海道    λ桃屋食品（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1324    ττ       
     北海道産いわし味醂醤油干し  

  240g(3枚)   550円  （税込594円） 

 旬の春に日本近海で漁獲したニシンを干してうま
みを凝縮させました。ニシンそばや煮物にも。    ※4
月頃までの取り扱い予定。    ■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   

1325    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     にしんフィレ一夜干し  
  170g(3枚以上)   522円  （税込564円） 

イメージイメージ

1317    ττ      
     真あじ天日干し 2枚入（島源）  
  140g(2枚)   430円  （税込464円） 
               δお届け後15日保証   

1323    ττ     
     北海道産さんま西京漬け一夜干し  
  180g(4枚)   647円  （税込699円） 
               δお届け後45日保証  θ大豆 

1331    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 

1319    ττ     
     真さば天日干し（島源）  
  150g（2枚）   359円  （税込388円） 
               δお届け後15日保証   

1327    ττ      
     天然真鯛西京漬  
  140g(2切)   850円  （税込918円） 
               δお届け後45日保証  θ大豆 

1332    ττ     
     さんま竜田揚げさんま竜田揚げ    
  130g(6枚以上)    130g(6枚以上)    528528円  円  （（税税込込570570円）円）  
               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1320    ττ     
     紅鮭切身一夜干し  
  180g(3切)   856円  （税込924円） 
               δお届け後45日保証   

1328    ττ      
     さわらわら（さごし）（さごし）西京漬西京漬    
    120g(2切) 120g(2切)     638638円円    （（税税込込689689円）円）  
               δお届け後45日保証  θ大豆 

1333    ττ      
     あじハンバーグじハンバーグ    
    200g(4コ) 200g(4コ)     628628円円    （（税税込込678678円）円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦 

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

簡単調理

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

イメージイメージ

17113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。
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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

                      

 北海道産タラコを使用した辛子明太子を、使い勝
手の良いばらこにしました。食品添加物は使わず、
辛さ控えめ。        ■漁場／北海道    λ西昆（福岡県古賀
市）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1334    ττ       
     辛子明太子ばらこ  
  50g×3パック   943円  （税込1,018円） 

 黒潮が注ぎ込む豊かな海で獲れたチリメンジャ
コをじっくりと天日干し。たっぷり150ｇの徳用パ
ックです。        ■漁場／志布志湾    λ谷口海産（鹿児
島県志布志市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1340    υυ       
     志
し ぶ し

布志ちりめん徳用パック  
  150g   849円  （税込917円） 

イメージイメージ

適度な塩気とふっくらとした食感。適度な塩気とふっくらとした食感。
かむほどにうまみがあふれますかむほどにうまみがあふれます

シラス本来の味を生かすため、水
揚げ後すぐに赤穂の天塩でふんわ
りとゆで上げました。しっとりした
食感で、かみしめるたびに甘みとう
まみが口いっぱいに広がります。

         ■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］   

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

1337    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

イメージイメージ

天日干しでうまみをぎゅっと凝縮。天日干しでうまみをぎゅっと凝縮。
春漁真っ只中の旬の味をお届け春漁真っ只中の旬の味をお届け

山肌の柑橘畑から栄養分が流れ
込む、豊かな海で育ったイワシの
稚魚を、水揚げ後すぐに塩ゆでし
て天日干しにしました。程よい塩
加減の乾きタイプで、サラダや炒
め物のアクセントにもなります。

         ■漁場／宇和海    λ無茶々園（愛媛県西
予市）  δお届け後15日保証［生食可］   

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1339    υυ       
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   569円  （税込615円） 

 やわらかく、コシのあるみずみずしい食感の新物を
お届け。三杯酢をかけて召し上がれ。    ※4月頃まで
の取り扱い予定。    ■漁場／沖縄    λ伊是名漁業協
同組合（沖縄県伊是名村）  δお届け後10日保証   

1342    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     いぜな島の早摘み生もずく  

  250g   523円  （税込565円） 

限定 1000
イメージイメージ

イメージイメージ

1341    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   512円  （税込553円） 

 水洗いするだけで、ワ
カメの風味がよみが
える、人気の商品で
す。        ■漁場／有明海
    λ長崎有機農業研究
会（長崎県南島原市）
  δお届け後45日保証
［生食可］   

やわらかな食感と際立つ磯の香りやわらかな食感と際立つ磯の香り
1335    ττ      
     北海道産塩たらこ切子  
  150g 150g     850850円円    （（税税込込918918円）円） 

               δお届け後45日保証［生食可］   

1336    ττ     
     味付け焼きたらこ味付け焼きたらこ（切子・しょうゆ味）（切子・しょうゆ味）    
    120g 120g     645645円円    （（税税込込697697円）円）  

               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1338    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］   

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

                      

 添加物不使用の特製ダレを塗って香ばしくふっくらと
焼き上げました。食べきりサイズです。    ※お買い上げ代
金のうち25円は「ささエールうなぎ基金」として積み立
てられます。        λ大畑食品（長崎県長崎市）    θ小麦・大豆 

1343    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼カット（タレ・山椒付）  

  50g   1,195円  （税込1,289円） 

イメージイメージ

 鹿児島県の養鰻場にて無投薬で育てたウナギを使用。蒸
してから、タレを塗って香ばしく焼きました。    ※お買い上
げ代金のうち50円は「ささエールうなぎ基金」として積み
立てられます。        λ大畑食品（長崎県長崎市）    θ小麦・大豆 

1344    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付）130g  

  130g   2,650円  （税込2,858円） 

イメージイメージ

 雄の白鮭をお弁当用サイズにカットして
焼きました。解凍するだけでOK。個包
装なので保存しやすいです。            λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1345    ττ       
     焼鮭  

  150g(5切)   712円  （税込769円） 
 程よい甘酸っぱさに仕上げました。頭から尾まで丸
ごと食べられるので、小アジの栄養を余さず摂取で
きます。    ※9月頃までの取り扱い予定。        λ金沢錦（石
川県金沢市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1346    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     小あじ南蛮漬け  
  180g(固形量140g)   435円  （税込470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 

1347    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   551円  （税込595円） 
 山陰沖で漁獲した真イワシを使用。スチー
ムして余分な脂を落としました。解凍して
そのままどうぞ。            λ小倉水産食品（鳥取県
境港市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1348    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     真いわしの生姜煮  

  100g（3尾）   394円  （税込426円） 
 北海道産の脂ののった秋のサンマを、缶詰などと
は違う独自の製法で骨まで食べられるように仕
上げました。        ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北
海道斜里町）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1349    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     骨まで食べられる焼きさんま  

  150g   490円  （税込529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］   

1350    ττ       
  $$   徳用・北海道産スモークサーモン  

  160g   924円  （税込998円） 
 千葉県で漁獲した真イワシを使用。国産野菜入
りで彩りも豊か。解凍してそのままはもちろん、
サラダにも。        ■漁場／千葉県    λ丸一水産（千葉
県九十九里町）  δお届け後45日保証［生食可］   

1351    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     まいわしマリネ  

  120g   415円  （税込448円） 

佃煮・海苔
ふりかけなど

着色料、化学調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤等の食品添加物不使用

国内の水産物を優先

すべて国内工場で製造

                      

 程よい甘さでお子さんも喜ぶ一品。くる
みの香ばしさとコウナゴのうまみが合わ
さった佃煮。            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 

1352    υυ       
     くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 

 北海道産の昆布とタラコを合わせて、伝
統的な浮かし煮製法で炊きました。            λ安
田水産（鳥取県境港市）  δお届け後15
日保証  θ小麦・大豆 

1354    υυ       
     たらこ昆布佃煮  

  65g   350円  （税込378円） 

 おにぎりを一つ巻け
る大きさに切りまし
た。チャック付き小袋
で分けているので、外
出先へのおともにも
便利。            λ成清海苔店
（福岡県柳川市）     

1355   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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） 

 味を優先した海苔作
りで評価の高い皿垣
漁協産の海苔限定。
まずはそのままパリッ
と食べて、豊かな風味
と口どけをお楽しみく
ださい。            λ成清海苔店
（福岡県柳川市）     

1356        
     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） 

 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。            λ成
清海苔店（福岡県柳
川市）     

1357    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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） 

 添加物不使用の調味
液で味付けし、秋芽
一番摘みの海苔の風
味を生かしています。
            λ成清海苔店（福岡
県柳川市）    θえび・小
麦・大豆 

1358    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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） 

 瀬戸内海産チリメンジャコ、長崎県産芽ヒ
ジキ、白ごまを使ったふりかけです。ごはん
に混ぜるのもおすすめ。            λハヤシ食品工業
（広島県広島市）  δお届け後45日保証   

1360        
     ちりめんひじき  

  40g   356円  （税込384円） 

イメージイメージ

 長崎県産ヒジキと国産白ごまに、赤じそ
漬けを加えてさわやかな風味をプラス。
しっとりタイプです。            λプロスペリティ
（大阪府大阪市）     

1362    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     国産ごまひじきふりかけ  

  45g   474円  （税込512円） 

1353        
     京都津乃吉の山椒じゃこ  

  50g   794円  （税込858円） 
               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1359      
     成清さんの有明一番摘み 韓国風味付塩焼海苔  
  4切×20枚   400円  （税込432円） 
               δお届け後45日保証   

1361      
     味のりふりかけ  

  50g   300円  （税込324円） 
                 θ小麦・大豆 

18 113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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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

                      

 国産小麦を使用したもっちりとした皮の中か
ら、豚肉・キャベツ・エビのうまみがあふれ出
ます。            λ飛鳥食品（東京都葛飾区）  δお届け
後60日保証  θえび・小麦・大豆 

1522    ττ       
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  

  480g(30コ)   982円  （税込1,061円） 
1414        
  $$   徳用 サラのふぞろいプチパン20コ入  

  20コ   720円  （税込778円） 

 生地を分割し、成形せずに
焼いたお得なシリーズの徳
用。油脂を加えていないシ
ンプルな配合です。            λサラ
秋田白神（東京都八王子市）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

1450   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週        
     箱売・ヤマキの豆乳  
  125ml×24本   3,840円  （税込4,147円） 
 契約栽培の国産大豆を使用した、豆腐が
作れる濃度の本格的な豆乳です。さっぱ
りと飲みやすく仕上げました。            λヤマキ
（埼玉県神川町）    θ大豆 

 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 1514    ττ       

  $$   徳用ふわふわシュウマイ  
  442g（26コ）   1,175円  （税込1,269円） 

 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）     

1739    NN 4/10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） 

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

                      

1367    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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） 

 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

搾りたてのような新鮮さが楽しめます搾りたてのような新鮮さが楽しめます

1368    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

 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 

毎週 9072

風味はそのまま、脂肪分だけカット風味はそのまま、脂肪分だけカット

毎週 9071

 長野県中部で育てられた
牛の生乳を、ノンホモジナ
イズ、65℃ 30分で低温
殺菌しています。  2点以上
注文すると1点あたり6ポイ
ント付与します。          λタカハ
シ乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1369    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1370    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1371    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1372    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 

1373    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1374    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1375    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1376    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1377    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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） 

 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 

1378    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1379    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     のむヨーグルト花子ちゃん  

  1000ml   341円  （税込368円） 

イメージイメージ

1363    υυбб  NN 4/3お届け週4/3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        
 1364    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1365    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）     

1366    υυбб  NN 4/3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

もっちもちの皮の中からもっちもちの皮の中から
じゅわっと肉汁があふれますじゅわっと肉汁があふれます

国産小麦の自然な甘み。国産小麦の自然な甘み。
飽きのこない素朴な味わい飽きのこない素朴な味わい

まとめて買ってお買い得

徳用徳用＆＆箱売箱売 大集合
徳用
30コ

徳用
20コ

箱売
24本

徳用
26コ

箱売
30缶

19113号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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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1380    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

すっきりとした飲み口ですすっきりとした飲み口です
 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 

1381    υυ   NN 4/10お届け週4/10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） 

1382    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1383    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1384    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     全乳ヨーグルト（プレーン）  

  500ml   296円  （税込320円） 

1385    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     飛騨プレーンヨーグルト  

  400g   265円  （税込286円） 
 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 

毎週 9082

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 

1386    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     低脂肪ヨーグルト（プレーン）  

  405g   227円  （税込245円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

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 

1387    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1388    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1389    υυ   NN 4/3お届け週4/3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） 

1390    υυ   NN 4/3お届け週4/3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

1391    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1392    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

 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 

1393    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1394    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     木
き す き

次モッツァレラチーズ  
  100g   460円  （税込497円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 くせが少なく、熱を加えると伸びる特性がありま
す。トーストやグラタン、おつまみに。    ※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76日保証  θ乳 

1395    υυ       
     木
き す き

次プロボローネチーズ  
  380g   1,800円  （税込1,944円） 

限定 200

 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 

1396    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     おいしいクリームチーズ  

  100g   556円  （税込600円） 
 ブラジルでポピュラーなフレッシュチーズを
本場の製法で作りました。焼けばふわっととろ
ける食感に。            λファリアス ビルマル デ ソウザ
（群馬県大泉町）  δお届け後25日保証  θ乳 

1397    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ブラジルフレッシュチーズ ミナスチーズ  

  125g   682円  （税込737円） 
 生乳の豊かな風味とまろやかなこくが、料理の味
わいを引き立てます。スープや目玉焼きなどにも。
    ※物流の都合上、冷蔵でお届けします。    ■原産国／
イタリア    λユニオンチーズ（神奈川県厚木市）    θ乳 

1398    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100％  

  35g   429円  （税込463円） 

イメージイメージ

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

                      

1400   б б   NN 4/3お届け週4/3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

1401   б б   NN 4/3お届け週4/3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

1406    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ザクセンのブランパン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   462円  （税込499円） 
 「国産全粒粉」にブランを加え、砂糖不使用で焼き
上げました。小麦本来の豊かな風味がしっかり楽し
めます。    ※焼型になたね油を塗布しています。        λザ
クセン（東京都板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1407    NN 4/10お届け週4/10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4日保証  θ小麦 

1409    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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 

1410    NN 4/10お届け週4/10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 

1411        
     かぼちゃのふんわりプチパン  

  4コ   380円  （税込410円） 

 大地を守る会の生産
者のかぼちゃを練り
込みました。米粉入り
でふんわりもちもち
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 

米粉入りのもちもち食感がたまりません米粉入りのもちもち食感がたまりません

1412        
  $$   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

1413    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   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

     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
1399

  б б   NN 4/3お届け週4/3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。             

今週のセット内容
●  ヴァイツェンミッシュブロート（ハーフ）
（1コ）：ドイツで親しまれている小麦粉
とライ麦粉を使ったずっしりとしたパン
●  いよかんの編みパン（1コ）：少し甘い生
地と、いよかんピールの酸味が好相性

●  ごまリング（1コ）：リング型の食事パン。
スライスして野菜やハムをはさんでも

●  プチパン・ショコラ（1コ）：バターを
使った生地に、オーガニックのビター
チョコチップをプラス

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週は今週はザクセンザクセン

プチパン・プチパン・
ショコラショコラ

ごまリングごまリング

いよかんのいよかんの
編みパン編みパン

ヴァイツェンヴァイツェン
ミッシュブロートミッシュブロート
（ハーフ）（ハーフ）

20 113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。

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_113_p20M_04.indd   20 2017/03/06   12:43:53



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

                      

1414        
  $$   徳用 サラのふぞろいプチパン20コ入  

  20コ   720円  （税込778円） 
 生地を分割し、成形せずに焼いたお得な
シリーズの徳用。油脂を加えていないシン
プルな配合です。            λサラ秋田白神（東京
都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1415        
     サラのふぞろいプチパン（黒ごま）  

  10コ   380円  （税込410円） 
 「白神こだま酵母」をはじめ、小麦粉、塩、砂
糖とシンプルな原料に、有機の黒炒りごま
を練り込みました。            λサラ秋田白神（東京
都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1416        
     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5日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

1418    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   桜のあんぱん2種セット  

  1セット   418円  （税込451円） 

 あんの甘みと桜の花の塩気
が絶妙なバランス。プレーン
な生地とよもぎを練り込んだ
生地の2種セットです。        ■セ
ット内容／桜のあんぱん・桜
のよもぎあんぱん各1コ    λザ
クセン（東京都板橋区）  εお
届け後3日保証  θ小麦・乳 

楽しむ
を春

楽しむ
を春 あんぱんに桜の香りを添えましたあんぱんに桜の香りを添えました

1417        
     ベーコンチーズパン  

  2コ   397円  （税込429円） 
 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 

1419        
     ショコラブレッド  

  1コ   377円  （税込407円） 
 ココアパウダーとチョコ使用。ふんわり生地
に、ビターなチョコチップがアクセント。    ※次回
取り扱いは１１月頃予定。        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 

 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 

1420    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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

1421    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     トライベッカ・ベーカリーの冷凍ベーグル  

  3コ   518円  （税込559円） 
 本場アメリカ仕込みのベーグル。北海道産小麦「ゆめ
ちから」を使用。自然解凍した後、お好みでトースタ
ーで温めてください。            λトライベッカ・ベーカリー（東
京都稲城市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

限定 1000

 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 

1422    ττ       
     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 

1423    NN 4/10お届け週4/10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 

1424    NN 4/10お届け週4/10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） 

1425    υυ   NN 4/3お届け週4/3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。            λ丸和油脂（東
京都品川区）  δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

1426    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1427    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1428    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   マーマレード  

  140g   284円  （税込307円） 
 ほんのり苦く、さわやかな甘夏の風味が
たっぷり残ったマーマレードです。            λフ
ルーツバスケット（静岡県函南町）     

1429    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   ＦＢブルーベリージャム  

  140g   589円  （税込636円） 
 甘酸っぱくてつぶつぶの食感。国産で、
栽培期間中農薬不使用のブルーベリー
とビートグラニュー糖を使用。            λフルー
ツバスケット（静岡県函南町）     

1430    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ミックスベリージャム  

  140g   575円  （税込621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、ビートグラニュー糖、
寒天のみで作りました。果実感が◎。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1431        
  $$   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。※5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）     

1432    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     国産落花生のピーナッツクリーム  

  140g   360円  （税込389円） 
 焙煎した国産ピーナッツをたっぷりと使
用。濃厚な風味で、口どけはなめらかで
す。            λ丸和油脂（東京都品川区）    θ乳・
落花生・大豆 

1433    NN 4/10お届け週4/10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） 

 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）     

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

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
 サトウカエデの樹液
をゆっくりと煮詰めて
作りました。甘味料と
して、メープルティー
やホットケーキ、照り
焼きなどに。        ■原産
国／カナダ    λむそう
商事（大阪府大阪市）     

1434    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

2013      
     北海道産オートミール  
  300g   680円  （税込734円） 

                  

2016        
     ブラウンスイスみるくジャム  
  150g   800円  （税込864円） 

                 θ乳 

2014        
  $$   いちごジャム（有機いちご使用）  
  140g   474円  （税込512円） 

                  

2017        
     ヘーゼルナッツ香るチョコレートクリーム  
  150g   360円  （税込389円） 

                 θ乳・大豆 

2015      
     久慈の山ぶどうフルーツソース  
  150g   457円  （税込494円） 

                  

2018        
     カンガルー島産オーガニック蜂蜜・450g  
  450g   1,550円  （税込1,674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
   б  б   NN 4/3お届け週4/3お届け週  
     299円  （税込323円）
 1403       6枚          毎週 9095     

 1404       ノーカット1コ          毎週 9096                                                                                              

1403

1405   б б   NN 4/3お届け週4/3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

1408   б б   NN 4/3お届け週4/3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

1402   б б   NN 4/3お届け週4/3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

冷凍パン

シリアル バター・ジャムなど

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

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

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

21113号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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

     豆腐屋さんのお楽しみセット  
  1セット   638円  （税込689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
1435

 υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
毎週 9100

 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。             

                      

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

                      

イメージイメージイメージイメージ

1436    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
                      

1442    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1443    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1444    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1445    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1447    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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 

濃厚で豆乳の甘みを感じます濃厚で豆乳の甘みを感じます

 おぼろ豆腐に、王隠堂農園の桜の花の塩漬けをひと
ひら添えました。添付の桜塩を振りかけて。    ※桜塩
付き。※次回取り扱いは来年3月頃予定。        λもぎ豆
腐店（埼玉県本庄市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1448    υυ       
     ひとひら（桜よせ豆腐）  

  130g   330円  （税込356円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1449    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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。  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

1450   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     箱売・ヤマキの豆乳  
  125ml×24本   3,840円  （税込4,147円） 
 契約栽培の国産大豆を使用した、豆腐が
作れる濃度の本格的な豆乳です。さっぱ
りと飲みやすく仕上げました。            λヤマキ
（埼玉県神川町）    θ大豆 

1452    υυ       
  $$   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。    ※114
号より「特撰 島田さんの肉厚手揚げ油あげ」が登場します。
        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 9099

 秋田県産の大豆「すずさや
か」を100％使用した、濃厚
な味わいながらさらりと飲
みやすい豆乳です。  2点以
上注文すると1点あたり5ポイ
ント付与します。          λヤマダフ
ーズ（秋田県横手市）  δお
届け後10日保証  θ大豆 

1451    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     飲みやすい豆乳  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1454    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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。            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    υυ       
     島田さんのふっくら手揚げ油あげ  

  3枚   199円  （税込215円） 
 北海道産大豆を原料に国産なたね油で揚げました。肉厚
に仕上げているので、大豆のうまみが際立ちます。    ※114
号より「特撰 島田さんの肉厚手揚げ油あげ」が登場します。
        λ島田食品（埼玉県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

 「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 

1439    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   238円  （税込257円） 

毎週 9102

 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 

1438    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9101

 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 

1446    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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） 

毎週 9109

1437    υυ   NN 4/10お届け週4/10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

大地宅配の

油揚げ定番

 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            
 1440    υυб б    木綿   300g   
 188円    （税込203円）   毎週 9103      

 1441    υυб б    絹   300g   
 180円    （税込194円）   毎週 9104                                                                               

イメージイメージ

1453    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   181円  （税込195円） 
 複数の国産大豆を配合し、にがりと非遺伝
子組み換えのなたね油を使って仕上げた
ふっくらした油揚げです。            λ丸和食品（東
京都練馬区）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9112

「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

1440

1441

まったり寄せ豆腐まったり寄せ豆腐

手あげ油揚げ手あげ油揚げ

きつねがんもきつねがんも

丸和食品の豆乳丸和食品の豆乳
（濃度12％以上）（濃度12％以上）

今週のセット内容
●  まったり寄せ豆腐（200ｇ）：口の中
で大豆のうまみがまったりと広がる
寄せ豆腐

●  きつねがんも（3コ）：野菜の入った
がんもを油揚げで包みました。煮物
などにどうぞ

●  丸和食品の豆乳（濃度12％以上）
（180ml）：豆乳濃度12％以上の濃
厚さと、大豆の香りが豊か

●  手あげ油揚げ（1枚）：1枚ずつていね
いに手揚げしたジューシーな油揚げ

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

十勝十富十勝十富

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

豆腐
セット

今週は今週は丸和食品丸和食品

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）

22 113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

大地宅配の

納 豆定番

 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 

1456    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

 野菜、桜エビ、ごまなどの具入り。普通の
厚揚げ同様、炙ってそのままや、煮物な
どに。            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 

1457    υυ       
  $$   五目厚揚（桜えび入）  

  2コ   398円  （税込430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。    ※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 

1459    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 

最終週

4週連続
お試し
ポイント

1458    υυ       
  $$   味付けミニがんも  

  10コ   379円  （税込409円） 

 一口サイズのがんも
におだしを含ませま
した。湯せんするだ
けの便利な一品。お
弁当にも。            λ丸和食
品（東京都練馬区）
  δお届け後15日保
証  θ小麦・大豆 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

味がよくしみて、冷めても美味味がよくしみて、冷めても美味

1460    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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。    ※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

最終週

4週連続
お試し
ポイント

1461    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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。            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

1462    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1463    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1464    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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

1465    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

 醤油をベースに、カツ
オ節などのだしの風味
をきかせました。納豆
50gに小さじ1が目安
です。            λちば醤油（千
葉県香取市）    θ小麦・
大豆 

1466    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   納豆のたれ  

  200ml   284円  （税込307円） 

練り物
漬物など

練り物：すり身原料は
国産を優先

化学調味料（アミノ酸等）、
リン酸塩等の食品添加物不使用

漬物：大地宅配の生産基準に
合致した野菜を優先

                      

 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 

1467    υυ   NN 4/3お届け週4/3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） 

 すり身に大地を守る会の生産者の玉ねぎと
人参をたっぷり入れ、だしをきかせました。
温めると一層風味が良くなります。            λ遠藤
蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1468    υυ       
  $$   玉ねぎと人参のさつま揚げ  

  165g（3枚）   466円  （税込503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 

1469    υυ   NN 4/3お届け週4/3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） 
 れんこんに魚肉すり身をはさみ、カツオ昆布だしを
きかせた、少し甘めの味わいに仕上げて香ばしく
揚げました。    ※次回取り扱いは10月頃予定。        λ遠
藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1470    υυ       
     レンコンのはさみ揚げ  

  200g(5枚)   492円  （税込531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   

1471    υυ   NN 4/10お届け週4/10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） 
 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 

1472    υυ   NN 4/10お届け週4/10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   

1473    υυ       
     じゃこスティック  
  180g(12本入)   495円  （税込535円） 

1474    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     出雲のちくわ磯辺揚げ  

  120g   390円  （税込421円） 

 弾力のある焼き竹輪
「野焼蒲鉾」をカット
し、あおさ粉と天然だ
し入りの衣を付け、な
たね油で揚げました。
            λ別所蒲鉾店（島根
県出雲市）  δお届け
後30日保証   

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

弾力のある竹輪をカラッと香ばしく弾力のある竹輪をカラッと香ばしく

 調味料もつなぎも最低限に抑えていま
す。わさび醤油などでどうぞ。            λいちうろ
こ（静岡県静岡市）  δお届け後6日保証
  θ卵 

1475    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     白蒲鉾（うろこちゃん）  

  150g   410円  （税込443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   

1476    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9121

 静岡の名物、黒いはんぺん。そのままは
もちろん、軽く炙って生姜醤油で食べた
り、煮物にも。            λいちうろこ（静岡県静岡
市）  δお届け後7日保証   

1477    υυ       
     いわし黒はんぺん  

  150g(5枚)   346円  （税込374円） 
 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 

1478    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ソフトはんぺん  

  200g(4枚)   460円  （税込497円） 
 王隠堂の赤梅酢で漬けた大根に、奈良県吉野の桜の
塩漬けでアクセントをつけました。食卓に花を添える
一品です。    ※次回取り扱いは来年３月頃予定。        λ王
隠堂農園（奈良県五條市）  δお届け後10日保証   

1484    υυ       
     さくら大根  

  100g   317円  （税込342円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 塩漬けにした青梅を天日干しし、もみじ
そと合わせて2カ月以上漬け込んだ後、
桜の花を添えました。            λ王隠堂農園（奈
良県五條市）     

1489    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     さくら梅ぼし  

  150g   684円  （税込739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   

1487    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     桜の花の塩漬け  

  50g   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

目に美しく、舌においしい。桜が食卓に春を運びます目に美しく、舌においしい。桜が食卓に春を運びます

希少な国産大豆が原料

23113号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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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【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）

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

純米酢の甘酸っぱい風味がアクセント純米酢の甘酸っぱい風味がアクセント

イメージイメージ

豆腐1丁を加えるだけででき上がり豆腐1丁を加えるだけででき上がり

総合農舎山形村の惣菜がお得

 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   

1479    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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   

1480    υυ   NN 4/10お届け週4/10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）     

1481    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   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。    ※4
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   

1482    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1483    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   かつお大根  

  150g   366円  （税込395円） 

イメージイメージ

 大根の歯ざわりと生姜の香りが食欲をそ
そり、やさしい甘さと素材の風味がカレ
ーの味を引き立てます。            λヤマキ（埼玉
県神川町）    θ小麦・大豆 

1485    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     福神漬（有機きゅうり、有機なす使用）  

  100g   400円  （税込432円） 

 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   

1486    υυ       
     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）     

1488        
     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   

1490    υυ   NN 4/3お届け週4/3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   

1491    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 

1492    υυ   NN 4/10お届け週4/10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

                      

 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）     

1494    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   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 

1495    ττбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円）  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 

1497    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 

1498    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   460円  （税込497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。        ■原産国／ベル
ギー    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1500    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     オーガニックフレンチフライポテト  

  300g   330円  （税込356円） 

イメージイメージ

 雄鮭にチーズをはさみ、なたね油で揚
げました。オーブンや電子レンジで温め
てどうぞ。            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 

1502    ττ       
     チーズ入り鮭フライ  

  190g（3枚）   789円  （税込852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 

1504    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもと玉ねぎ
に、山形村短角牛を混ぜた一口サイズのコロッ
ケ。お弁当にも。    ※電子レンジ専用品です。        λ総
合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1505    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   あたためるだけプチコロッケ（短角牛入り）  

  150g（6コ）   498円  （税込538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。        λ総合農舎
山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1506    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

1635    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

 純米酢がきいた甘酸っぱいタレに、豚肉と野菜
を絡めた本格酢豚。お好みでピーマンなどを加
えてどうぞ。    ※ピーマンは入っていません。        λ総
合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

1525    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     あたためるだけ酢豚  

  220g   598円  （税込646円） 

 鶏肉をトマトピューレや
自社製ビーフブイヨンな
どで調味し、香辛料でパ
ンチをきかせました。野
菜と一緒にごはんに盛っ
て。    ※9月頃までの取り
扱い予定。        λ総合農舎
山形村（岩手県久慈市）     

1536    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     あたためるだけタコライスの素  
  135g(約2人前)   498円  （税込538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）     

1526    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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） 

イメージイメージ

程よいスパイスで食がすすみます程よいスパイスで食がすすみます

鶏挽肉が約3割入ってボリューム満点鶏挽肉が約3割入ってボリューム満点

24 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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

 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 

1493    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   498円  （税込538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 

1496    ττ   NN 4/10お届け週4/10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 

1513    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1518    ττ   NN 4/3お届け週4/3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） 

 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。            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 

1507    ττ       
  $$   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

 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 

1508    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

イメージイメージ

 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 

1509    ττ   NN 4/3お届け週4/3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） 
 仙台黒豚会の豚肉を使用。やわらかく程
よく味がしみた仕上がり。温めるだけで
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  θ小麦・大豆 

1510    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   豚角煮（益子手づくりハム工房）  

  200g   662円  （税込715円） 
 国産豚バラ肉を、深みのある本格的な味わいの中華風
に仕上げました。温めるだけで手軽に食べられます。
    ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月
以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1511        
     中華風豚角煮（レトルト）  

  200g   598円  （税込646円） 

限定 500

 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）     

1512    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

1514    ττ       
  $$   徳用ふわふわシュウマイ  
  442g（26コ）   1,175円  （税込1,269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 

1515    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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。    ※4月頃まで
の取り扱い予定。        λニッコー（神奈川県
大和市）    θ小麦・大豆 

1516    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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 

1517    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

 大地を守る会の生産者のキャベツや産
地直送の豚肉を原料にした餃子が、たっ
ぷり30コ入り。            λヨコミゾ（埼玉県さい
たま市）    θ小麦・大豆 

1519    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   817円  （税込882円） 

限定 1000

 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 

1520    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

1521    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   飛鳥の水餃子  

  240g（15コ）   520円  （税込562円） 
 国産小麦を使用したもっちりとした皮の
中から、豚肉・キャベツ・エビのうまみがあ
ふれ出ます。            λ飛鳥食品（東京都葛飾区）
  δお届け後60日保証  θえび・小麦・大豆 

1522    ττ       
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  
  480g(30コ)   982円  （税込1,061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 

1523    ττ       
  $$   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 

1524    ττ       
  $$   フライパンｄｅミニ春巻き（野菜）  

  160g（8本）   646円  （税込698円） 
 有機ハーブやスパイスで作ったペーストに、秋川牧園の鶏肉やココナ
ッツミルクを加えました。    ※イワシを主原料としたナンプラーを使用し
ていますが、他の魚介類（特にエビ、カニ）も含む場合があります。※同
時配布チラシをご覧ください。        λキャニオンスパイス（大阪府泉南市）     

1527        
     タイ・グリーンカレー  

  170g   486円  （税込525円） 
 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。    ※サイトで防災商品とし
て掲載のため、賞味期間6カ月以上を保証。        λ日
本食品工業（鳥取県境港市）    θ小麦・乳・大豆 

1528        
  $$   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

1008        
     タイ・カオソーイスープ（タイ風カレーラーメンの素）  

  230g   528円  （税込570円） 

     ※イワシを主原料としたナンプ
ラーを使用していますが、他の
魚介類（特にエビ、カニ）も含む
場合があります。※詳しい原材
料は同時配布チラシをご覧く
ださい。        λキャニオンスパイス
（大阪府泉南市）    θ大豆 

イメージイメージ

ココナッツミルクが香る本格派
タイ北部で親しまれている麺料理・カ
オソーイ。本品は、国産の野菜と秋川
牧園の鶏肉を使用した、温めるだけの
手軽なカオソーイスープです。米麺や
中華麺など、お好きな麺と一緒にどう
ぞ。ごはんにも合います。

新商品

 3種の野菜（大豆、玉ねぎ、人参）と鶏モモ肉を具材に、ト
マト風味のシチューに仕上げました。約5分湯せんして。
    ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月
以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1529        
  $$   大豆と鶏肉のトマトシチュー  
  180g×5パック   1,466円  （税込1,583円） 

限定 500

 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。    ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味
期間6カ月以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）     

1530    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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。    ※サイト
で防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月以上
を保証。        λビオ・マーケット（大阪府豊中市）    θ大豆 

1531    NN 4/3お届け週4/3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） 

 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 

1534    ττ   NN 4/3お届け週4/3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

 ソースは、木次乳業のパスチャライズ・ノ
ンホモ牛乳を使用。鳥取県境港産紅ズワ
イガニの身がたっぷり。            λ小倉水産食品
（鳥取県境港市）    θかに・小麦・乳 

1535    ττ       
     境港産紅ずわいがにのグラタン  

  200g   820円  （税込886円） 

イメージイメージ

秋川牧園の鶏肉の奥深い味わい秋川牧園の鶏肉の奥深い味わい

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

25113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

 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。            λ総合農
舎山形村（岩手県久
慈市）    θ小麦・卵・乳・
大豆 

1499    ττ       
     あたためるだけキャベツメンチ  

  120g(2コ)   448円  （税込484円） 

 北海道釧路沖で水揚げさ
れた脂のりの良いサンマに
衣を付けて、非遺伝子組み
換えのなたね油で揚げまし
た。    ※電子レンジ専用品で
す。    ■漁場／北海道    λ桃屋
食品（北海道札幌市）  δお
届け後45日保証  θ小麦・卵 

1503    ττ       
     レンジで弁当用さんまフライ  

  140g(5枚)   480円  （税込518円） 

 約6カ月低温貯蔵で
熟成させ、糖度を高め
たキタアカリを使用。
芋の甘みが生きてい
ます。            λ知床ジャニー
（北海道斜里町）     

1501    ττ       
  $$   熟成いももち  

  200g(10コ)   370円  （税込400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   

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

  120g   380円  （税込410円） 

 エビをにんにくやバターと炒めた、食欲をそそるハワイの名物料
理。ごはんに盛り付けるのがハワイ流です。    ※魚介類を主原料と
したナンプラーを使用していますが、他の魚介類（特にエビ、カニ）も
含む場合があります。        λカラミノフーズ（東京都新宿区）    θえび・乳 

1537    ττ       
     国産えびのガーリックシュリンプ  

  150g   800円  （税込864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 4/10お届け週4/10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。
    ※次回取り扱いは１０月頃予定。        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       
     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 4/10お届け週4/10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

 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 4/10お届け週4/10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   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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

 ミネラル豊富なヒジキを手軽に味わえま
す。ヒジキも大豆もやわらかです。            λ遠
忠食品（埼玉県越谷市）  δお届け後15
日保証  θ小麦・大豆 

1545    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ひじき五目煮  

  100g   381円  （税込411円） 
 大地を守る会の生産者の野菜を中心に、豚肉・昆布だ
し・カツオだしでうまみをきかせた肉じゃがです。    ※サ
イトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月以
上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1546        
     もう一品のおかず 肉じゃが2パック  
  150g×2パック   635円  （税込686円） 

限定 500

 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。    ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ
月以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1547        
  $$   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

 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 

1548    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   桜えび入り卯の花  

  150g   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

1549    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   国産たけのこご飯の素  
  170g×2パック   798円  （税込862円） 

 ２合の米に加えて炊く
だけ。たけのこのシャ
キシャキ感がおいしい
ごはんです。    ※1パッ
ク2合用です。        λ遠忠
食品（埼玉県越谷市）
  δお届け後45日保証
  θ小麦・大豆 

楽しむ
を春

楽しむ
を春 シャキシャキのたけのこがたっぷりシャキシャキのたけのこがたっぷり

 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 

1550    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   たこ焼き  

  352g(16コ)   598円  （税込646円） 

限定 1000
イメージイメージ

 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 

1551    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g（3コ）   578円  （税込624円） 

1552    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） 
 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 

 桜の塩漬けの香り、はちみつの甘みと生クリームのまろ
やかさのハーモニーが絶妙なデザートピッツァ。    ※4月
頃までの取り扱い予定。    ■サイズ／直径約22cm    λ南
風堂（千葉県松戸市）  δお届け後15日保証  θ小麦・乳 

1553    ττ       
  $$   石窯ナポリピッツァ 春薫る桜のピザ  

  1枚   1,895円  （税込2,047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 

1554    ττ   NN 4/3お届け週4/3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

 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 

1555    ττ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   474円  （税込512円） 

限定 1000

 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 

1556    ττ   NN 4/10お届け週4/10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

 有機玄米を圧力釜で炊き上げ、レトルトパックにし
ました。湯せんまたは電子レンジで温めるだけ。    ※サ
イトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月
以上を保証。        λコジマフーズ（愛知県名古屋市）     

1557        
     有機玄米ごはん（パック）  
  160g×20パック   4,400円  （税込4,752円） 

 新潟県でできるだけ農薬を使わずに栽培したお米「春
陽」を、アルファ化米にしました。    ※アルファ化米です。
※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ
月以上を保証。        λエコ・ライス新潟（新潟県長岡市）     

1558        
     箱売・非常食はんぶん米（白飯）12パック  
  100g×12パック   3,800円  （税込4,104円） 

 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。    ※サイト
で防災商品として掲載のため、賞味期間6カ
月以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）     

1559        
  $$   穀物満彩がゆ  
  200g×10パック   1,790円  （税込1,933円） 

限定 500

 鶏肉、ひよこ豆、玉ねぎ、赤パプリカ入りで具だ
くさん。防災の常備品にも。    ※サイトで防災商
品として掲載のため、賞味期間6カ月以上を保
証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1560        
  $$   玄米トマトリゾット  
  200g×8パック   1,895円  （税込2,047円） 

限定 300

 ごま油の香りに、昆布、干し貝柱などの味わ
い深いだしが食欲をそそります。    ※サイトで
防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月
以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）     

1561        
  $$   中華粥  
  200g×8パック   1,903円  （税込2,055円） 

限定 300

野菜系副菜

軽食・パックごはんなどごはんの素・その他

イメージイメージ

キャベツいっぱい、ふわふわサクサクキャベツいっぱい、ふわふわサクサク

砂糖不使用。芋だけでこの甘み砂糖不使用。芋だけでこの甘み

うまみを逃さず高鮮度のまま加工うまみを逃さず高鮮度のまま加工

職人がていねいにふっくら炊きました職人がていねいにふっくら炊きました

イメージイメージ

26 113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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ランチにおうちパスタを 和えるだけで簡単ジェノベーゼに和えるだけで簡単ジェノベーゼに

短角牛の滋味あふれるソースを短角牛の滋味あふれるソースを
ぷりっとコシのある麺に絡めてぷりっとコシのある麺に絡めて

1576   б б   NN 4/3お届け週4/3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） 

     ※サイトで防災商品として掲載のため、賞味期
間6カ月以上を保証。        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 

             λ総合農舎山形村
（ 岩 手 県 久 慈 市 ）
    θ小麦・乳 

1532    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

     ※物流の都合上、冷蔵でお届けし
ます。    ■原産国／イタリア    λユニオ
ンチーズ（神奈川県厚木市）    θ乳 

1398    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100％  

  35g   429円  （税込463円） 

 大分県産バジルにオリーブオイルやにんに
く、玉ねぎなどを加えました。パスタと和え
たり、肉や魚料理のアクセントに。    ※次回、値
上げします。        λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

1533        
     バジルペースト  

  95g   759円  （税込820円） 

麺類
もち

麺：付属のスープは
食品添加物不使用
もち：国産のもち米
（有機～減農薬）が原料

麺：主原料（小麦・そば等）は
すべて国産

                      

1562    NN 4/3お届け週4/3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 

限定 1000

1563    NN 4/3お届け週4/3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 

限定 1000

イメージイメージ

1564    NN 4/3お届け週4/3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

博多の屋台の味をご家庭で博多の屋台の味をご家庭で

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 

1565    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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） 

 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 

1566    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1567    υυ   NN 4/3お届け週4/3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

1568    ττбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1569    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

1570    ττ   NN 4/3お届け週4/3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。    ※サイトで防災商
品として掲載のため、賞
味期間6カ月以上を保
証。        λ中尾食品（香川
県坂出市）    θ小麦 

1572    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   341円  （税込368円） 

 国産小麦粉に本葛を加え、1300年もの伝統ある手延
べ製法で熟成させました。    ※サイトで防災商品として掲
載のため、賞味期間6カ月以上を保証。※4月頃までの
取り扱い予定。        λ坂利製麺所（奈良県天理市）    θ小麦 

1573        
     徳用葛うどん  

  2kg   3,046円  （税込3,290円） 

イメージイメージ

 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。    ※サイトで防
災商品として掲載のため、賞味期間6カ月以上を
保証。        λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

1574    NN 4/3お届け週4/3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

イメージイメージ

1575    ττ       
     武
た け ふ

生製麺の生蕎麦（冷凍）  
  100g×2パック   649円  （税込701円） 

 自社栽培、自社製粉
の挽きたての粉で、
生そばを作りました。
香りと風味がとって
も豊かです。            λ武生
製麺（福井県越前市）
  δお届け後45日保
証  θ小麦・そば 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

できたて生そばを冷凍でお届けできたて生そばを冷凍でお届け

イメージイメージ

1577        
     有機グルテンフリー・スパゲッティ  

  250g   518円  （税込559円） 

 小麦不使用。穀物の
甘みともちっとした食
感は、通常のパスタと
遜色ないおいしさで
す。太さ約1.8mm。
        ■原産国／イタリア
    λ日仏貿易（東京都
千代田区）     

小麦不使用ながらおいしさそのまま小麦不使用ながらおいしさそのまま

1578    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1579    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1588        
     米
よねざわごう

沢郷牧場の切りもち（白）  
  1kg   1,317円  （税込1,422円） 

 自社収穫のもち米「ヒメノモチ」を100％
使い、杵つき製法で製造しました。    ※次
回取り扱いは１１月頃予定。        λ米沢郷牧
場（山形県高畠町）  δお届け後22日保証   

1589    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     庄内の杵つき有機栽培白切り餅  

  500g   784円  （税込847円） 
 コシが強くて煮崩れしにくい品種「デワノ
モチ」を使用。焼きもちやおしるこなどに
どうぞ。            λ庄内協同ファーム（山形県鶴
岡市）  δお届け後45日保証   

 玄米の甘さと香ばしさ
が特徴の、コシの強い
もち。こんがり焼くの
が特におすすめです。
    ※次回取り扱いは９月
頃予定。        λ庄内協同フ
ァーム（山形県鶴岡市）
  δお届け後45日保証   

1590        
     庄内の杵つき玄米丸餅  

  500g   700円  （税込756円） 

 大地を守る会の生産
者のもち米を杵でつ
き、手作業で黒豆を
混ぜ合わせました。素
朴な味がたまりませ
ん。            λ高橋総合食品
本舗（東京都大田区）
  δお届け後15日保証
  θ大豆 

1591    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   黒豆もち  

  350g   862円  （税込931円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1571        
     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   

27113号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  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

調味料定番
                      

 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 

1592   б б   NN 4/3お届け週4/3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 

1593   б б   NN 4/3お届け週4/3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 

1596    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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）     

1601   б б   NN 4/3お届け週4/3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）     

1606   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188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）     

1624    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512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）     

1616    NN 4/3お届け週4/3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）     

1622   б б   NN 4/3お届け週4/3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 

1594    NN 4/3お届け週4/3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 

1595        
     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 

1597    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1598    υυбб   NN 4/3お届け週4/3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 

1599    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

1600    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     やさかみそ（甘口）  

  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 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

あっさりタイプの甘口味噌あっさりタイプの甘口味噌

 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）     

1602        
     千代菊の純米料理酒（有機米使用）  
  720ml   1,200円  （税込1,296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）     

1603    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     クッキングワイン（赤）  

  720ml   787円  （税込850円） 

 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）     

1604    NN 4/3お届け週4/3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）     

1605    NN 4/3お届け週4/3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）     

1607    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

1608    NN 4/3お届け週4/3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） 

 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）     

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

国産りんご果汁で造ったまろやかな酸味国産りんご果汁で造ったまろやかな酸味

 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）     

1609        
     富士手巻きすし酢（砂糖不使用）  
  360ml   1,200円  （税込1,296円） 

 ゆずやすだちにはな
い、独特の香りとまろ
やかな酸味が特徴。料
理やスイーツにさわ
やかな風味を加えて。
    ※次回取り扱いは来年
１月頃予定。        λ熊野鼓
動（和歌山県本宮町）     

1610        
     じゃき払い 紀州産じゃばら果汁100ml  

  100ml   780円  （税込842円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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 

1611   б б   NN 4/3お届け週4/3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。    ※今
週は通常の3倍ポイント
です。        λ新丸正（静岡県
焼津市）    θ小麦・大豆 

1612    NN 4/3お届け週4/3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） 

最終週

4週連続
お試し
ポイント

1613    NN 4/3お届け週4/3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）     

1614    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

1615    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     白だし  

  400ml   890円  （税込961円） 

 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）     

1617    NN 4/10お届け週4/10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） 

 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）     

1618   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,190円  （税込1,285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）     

1619    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     有機アマニ油  

  190g   1,800円  （税込1,944円） 

イメージイメージ
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お試し少量品

醤油・味噌・酢など

イメージイメージ

春の野菜たっぷりのサラダにどうぞ♪春の野菜たっぷりのサラダにどうぞ♪新商品

沖縄県伊江島で収穫したサトウ
キビから作った黒糖を粉末状に
しました。潮風に吹かれて育っ
たサトウキビから作る黒糖は、
わずかに塩気があるのが特徴。
甘過ぎないこくのある甘みが魅
力です。料理やお菓子作り、飲
み物に。          ■原材料／黒糖（サトウキビ伊江島産

100％）    λ島酒家（沖縄県那覇市）     

1007        
     伊江島産粉黒糖  

  230g   354円  （税込382円） 

使い勝手抜群の粉末タイプの黒糖。使い勝手抜群の粉末タイプの黒糖。
料理や飲み物にこくのある甘みを料理や飲み物にこくのある甘みを

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。    ※今
週は通常の2倍ポイント
です。        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 

1633    NN 4/3お届け週4/3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） 

限定 1000

 じっくり炒めた玉ねぎ
に国産有機醤油、りん
ご酢などでこくとうま
みを加えました。            λ寺
岡有機醸造（広島県
福山市）    θ小麦・大豆 

1631    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   504円  （税込544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   

1724    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 

1620        
     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）     

1621        
     リキッドココナッツオイル  

  280g   2,400円  （税込2,592円） 

 液体タイプの100％ピ
ュアココナッツオイル
です。冬場や冷蔵庫に
入れても0℃まで固り
ません。ドレッシングオ
イルなどに。        ■原産国
／フィリピン    λココウ
ェル（大阪府大阪市）     

いつでも使いやすい液体タイプいつでも使いやすい液体タイプ
 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）     

1623    NN 4/3お届け週4/3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） 

 海藻と海水を使って
ミネラル分を濃縮す
る製塩法で作りまし
た。やわらかなうまみ
があり、1日約200kg
しか作れない塩です。
            λ蒲刈物産（広島県
呉市）     

1626    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     海
あまびと

人の藻
も し お

塩  
  200g   857円  （税込926円） 

この時季だけの豊かな香りとこく。この時季だけの豊かな香りとこく。
未精製のためミネラルたっぷり未精製のためミネラルたっぷり

日本最南端の有人島・波照間島か
らお届けする、新物の黒糖。12月
にさとうきびの収穫が始まり、わず
かな間だけ出回ります。コーヒー・
紅茶や料理に使う他、お茶請けや
小腹がすいたときにも。心和むや
さしい甘みです。

             λ島酒家（沖縄県那覇市）     

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1625        
     新物・波照間産黒糖（かちわり）  

  190g   382円  （税込413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）     

1627   б б   NN 4/3お届け週4/3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） 

 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 

1628    NN 4/3お届け週4/3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 

1629   б б   NN 4/3お届け週4/3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 

1630    υυ   NN 4/3お届け週4/3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 

1632    NN 4/10お届け週4/10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） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 米味噌や砂糖、醤油
など有機認証取得の
材料で作った回鍋肉
の味付けダレです。肉
や野菜と炒めてどう
ぞ。            λ光食品（徳島県
徳島市）    θ小麦・大豆 

1634    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     有機回鍋肉（ホイコーロー）の素  

  100g   250円  （税込270円） 
                      2024        

     純米本みりん 飛鳥山  
  500ml   900円  （税込972円） 
                  

2030        
     おいしいたれ 焼肉中辛  
  215g   570円  （税込616円） 

                 θ小麦・大豆 

2037        
  $$   大地を守る会の砂糖（喜界島限定きび糖）  

  1kg   436円  （税込471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 

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 

2025   б  б     
     味の母・720ml  
  720ml   693円  （税込748円） 
                  

2031        
  $$   中華風ブイヨン  
  15g×10袋   446円  （税込482円） 
                 θ小麦・大豆 

2038        
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 
                  

2044        
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 
                  

2020        
     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 

2026        
     富士すし酢  
  360ml   600円  （税込648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） 
                  

2045      
     チャンプルの素（粉末）ビン入  

  27g   650円  （税込702円） 
                  

2021    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 

2027        
     富士ピクル酢・360ml  
  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        
     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 

2046    ττ      
     おろししょうが  
  5g×6パック   340円  （税込367円） 
                  

2022    υυ      
     カクトウ醸造の豆みそ  
  500g   593円  （税込640円） 

     ※物流都合上冷蔵でお届け。            θ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      
     オーガニックインカインチオイル  
  180g   1,720円  （税込1,858円） 
                  

2041        
  $$   カレールウ（辛口）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 
                 θ小麦・大豆 

2034        
     今井のごま油165g  
  165g   436円  （税込471円） 

                  

2023    υυ      
     白みそ  
  500g   484円  （税込523円） 

               δお届け後76日保証  θ大豆 

2029        
     富士ゆずぽん酢  
  360ml   800円  （税込864円） 
                 θ小麦・大豆 

2036        
     有機オリーブオイル（スペイン）  
  270g   950円  （税込1,026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 

イメージイメージ

29113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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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

福岡出身のお友だちに教
えてもらって購入しまし

た。ふっくらもちもちで、中身も
安心材料なので大満足です！

（りり☆さん）

大地宅配の

乾 物定番

 

 

1635    ττ   NN 4/3お届け週4/3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 

1636    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     クリームシチュウ（ルウ）  
  115g×2パック   450円  （税込486円） 

 国産小麦や全脂粉乳など、吟味した原料
を使用。グラタンやコロッケにもどうぞ。
1パック約6人前。            λ大味研（鳥取県境港
市）    θ小麦・乳 

 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 

1637    NN 4/3お届け週4/3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） 

 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。    ※次回取り扱いは９月頃
予定。        λ大地と自然の恵み（高知県香美市）     

1638        
     有機乾燥生姜粉末  

  15g   750円  （税込810円） 
1639    ττ   NN 4/3お届け週4/3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）     

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

                      

 栃木県産「ゆめかお
り」を100％使用。吸
水性が良く、ふんわり
とした焼き上がりに。
            λ笠原産業（栃木県
足利市）    θ小麦 

1640    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     パン用小麦粉ゆめかおり（強力粉）  

  1kg   381円  （税込411円） 

 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）     

1642    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     かたくり粉  

  300g   331円  （税込357円） 

 佐賀県の在来種のご
まを、ふっくらすり上
がる「一本杵つき製
法」で仕上げました。
まろやかで甘い香味。
            λまんてん（佐賀県
佐賀市）     

1644    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     佐賀県産地ごま 白すりごま  

  30g   428円  （税込462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   

1646    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     切干し大根  

  50g   227円  （税込245円） 

1647    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ウエダ家のにおわないぬか床  

  1kg   1,800円  （税込1,944円） 
 ウエダ家が開発した自然発酵乳酸菌を加え、冷蔵庫で保管
するぬか床です。においが控えめで、毎日かき混ぜる手間も
ありません。    ※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）     

 九州産の素材を厳選。米
粉入りでふわふわもちも
ち。甘さ控えめなので、
ソーセージなどと合わせ
ても。    ※アルミフリーの
ベーキングパウダーを
使用。        λ一平（宮崎県宮
崎市）    θ小麦・卵・乳 

1641    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     九州パンケーキ（ミックス粉）  

  200g   406円  （税込438円） 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

 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）     

1648    υυ   NN 4/10お届け週4/10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。    ※次回取り扱いは１１月頃予定。        λ大和川
酒造店（福島県喜多方市）  δお届け後60日保証   

1649    υυ       
  $$   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

 岩手県産の天然ワカ
メをカットして乾燥。
水で戻せば、肉厚でコ
リコリとした歯ごたえ
が楽しめます。        ■漁場
／岩手県    λぎょれん
北光（大阪府大阪市）     

1650        
     岩手県産天然カットわかめ  

  25g   498円  （税込538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）     

1652        
     国内産海藻サラダ（4種ミックス）  

  30g   644円  （税込696円） 

 早く煮えて味の良い北
海道東部の昆布を結
びました。３～４人前
にちょうどいい分量で
す。            λ西昆（福岡県古
賀市）     

1653        
  $$   結び昆布（おでん・煮物用）  

  40g   364円  （税込393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   

1654    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     煮干し  

  150g   690円  （税込745円） 

 酸化防止剤や着色料
を使わず、天日で干し
ました。香りとうまみ
が凝縮されたおいし
さです。            λマルイ伊
豆川（静岡県静岡市）
  δお届け後45日保
証  θえび 

1655    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     素干し桜えび  

  25g   847円  （税込915円） 

 ホタテ貝柱と天日塩
のみを使用し、天日干
しと機械乾燥を交互
に繰り返して熟成さ
せた、味わい深い一
品。            λ札幌中一（北
海道札幌市）  δお届
け後45日保証   

1656        
     干し貝柱  

  45g   1,407円  （税込1,520円） 

2047        
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532円） 
                 θ小麦 

2053      
     対馬華茸（どんこ椎茸）  
  60g   1,320円  （税込1,426円） 
                  

2059      
  $$   とろろ昆布  

  60g   494円  （税込534円） 
                  

2048        
     北海道産パン専用粉 ミナミナ  
  5kg   2,550円  （税込2,754円） 
                 θ小麦 

2054        
     おつゆ麩

ふ

  
  30g   249円  （税込269円） 

                 θ小麦 

2060        
     削りぶしパック  
  5g×6袋   343円  （税込370円） 
                  

2049        
  $$   お好み焼粉  
  300g   496円  （税込536円） 

                 θ小麦 

2055        
     こだわり高野豆腐  
  96g（6枚）   414円  （税込447円） 
                 θ大豆 

2061        
     薩摩産かつお本枯節のけずりぶし  

  50g   600円  （税込648円） 
                  

             λ豊年屋（長野県駒ケ根市）     

   信州ごま            
 1643       いりごま黒   50g  

  500円    （税込540円）   限定 500     
 1645     すりごま黒   45g  
  500円    （税込540円）   限定 500                                                                                              

2050        
     お菓子用お米の粉  

  1kg   500円  （税込540円） 
                  

2056        
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 
                  

2062        
     厚削節（かつお節）  
  100g   624円  （税込674円） 

               δお届け後45日保証   

2051      
  $$   黒豆きな粉  
  150g   380円  （税込410円） 

                 θ大豆 

2057      
     粉末寒天  

  50g   550円  （税込594円） 
                  

2063        
     やきとり缶（塩味）  

  80g   297円  （税込321円） 
                  

2052        
     白神こだま酵母  
  200g   2,298円  （税込2,482円） 
                  

2058        
     徳用天然真昆布  
  200g   1,100円  （税込1,188円） 
                  

2064        
  $$   ゆで小豆  
  160g   267円  （税込288円） 

                  

イメージイメージ

1651        
     沖縄産乾燥あおさ  

  20g   510円  （税込551円） 

 鮮やかな緑色が美し
い、沖縄県産のアオ
サです。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）     

香りの良いアオサをサラダや味噌汁に香りの良いアオサをサラダや味噌汁に

ふっくらもちもちの食感。ふっくらもちもちの食感。
安心の材料で大満足安心の材料で大満足

イメージイメージ

貴重な国産ごまならではの
ふわりと広がる豊かな風味
長野県・南信州で育った黒ごまが
原料。ふわりと広がる豊かな香り
は、希少な国産ならでは。直火焙
煎釜でじっくり芯まで煎り上げ、香
ばしく仕上げた「いりごま」、しっと
りとした食感に仕上げた「すりご
ま」。丹念に作られたその一粒一
粒が、毎日の食卓を豊かにします。

16451643

30 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

おいしく、使いやすいサイ
ズです。「野菜と食べる！

お鍋ひとつでタンメン」に入れま
した。この組み合わせでまた注
文します。

（トムヤンクンさん）

使いやすいサイズで便利。使いやすいサイズで便利。
タンメンのおともに決まり！タンメンのおともに決まり！

イメージイメージ

 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 

1657    NN 4/3お届け週4/3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）     

1658    NN 4/10お届け週4/10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） 

1001        
     食塩不使用 いぶし銀の自然だし（ボトル）  

  100g   800円  （税込864円） 

         ■原材料／カツオ
荒節（鹿児島県指
宿市山川産）、昆布
（北海道道南産）
    λオリッジ（鹿児
島県指宿市）     

国産のカツオ節と昆布のみで作りました
国産のカツオ節と昆布のみで作った自
然だしです。化学調味料・食品添加物
はもちろん、食塩も不使用。毎日の味
噌汁や野菜炒め、チャーハンなどの他、
お子さんの離乳食にもおすすめです。

新商品

1659   б б   NN 4/3お届け週4/3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）     

1660        
  $$   箱売・ツナフレーク（水煮・オイル無添加）24缶  
  80g×24缶   5,314円  （税込5,739円） 
 箱売でお得な水煮タイプのツナフレーク
です。賞味期間も長いので買いだめして
おくと便利。            λタイム缶詰（岩手県陸前
高田市）     

1661   б б   NN 4/3お届け週4/3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）     

1662        
     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） 

1663    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     有機ホールコーン（缶詰）275g  

  275g   273円  （税込295円） 

 酸化防止剤などの添加物は
もちろん、砂糖も使用せず、有
機スイートコーンそのものの
甘みを生かしました。    ※サイ
トで防災商品として掲載のた
め、賞味期間6カ月以上を保
証。    ■原産国／タイ    λフルー
ツバスケット（静岡県函南町）     

 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）     

1664    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

 国産カタクチイワシを
新鮮なうちに加工。く
さみがなく、フレッシュ
な風味です。            λＩＳフ
ーズ（愛媛県松山市）     

1666        
     国産手造りアンチョビ  

  45g   475円  （税込513円） 

1665        
     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 

康応援
品 登録

1%
週0

                      

1667    ττ   NN 4/3お届け週4/3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）     

1668    NN 4/3お届け週4/3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）     

1669    NN 4/10お届け週4/10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） 
 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。5粒当たり0.7ｇの
α-リノレン酸が含まれています。            λＪＡ
全農たまご（東京都新宿区）     

1670    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     瀧の酵母 30包  
  66g(2.2g×30包)   4,700円  （税込5,076円） 

¼  週 9323

 清酒天然酵母とパン酵母を合わせた複合酵母が生きた
まま腸へ届きます。さらに、107種の植物の発酵エキス
が酵素を補給。水またはぬるま湯でお召し上がりくださ
い。            λなごみコーポレーション（神奈川県横浜市）    θ大豆 

 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）     

1671        
     マヌカはちみつＮＰＡ15＋  

  180g   4,000円  （税込4,320円） 

1672    NN 4/3お届け週4/3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）     

1673    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ウエダ家の自然発酵乳酸菌 30包  
  1g×30包   3,420円  （税込3,694円） 
 農薬を使わず栽培したササニシキと玄米
麹を低温でじっくり発酵。乳酸菌と酵母
が腸内環境を整えます。            λＣＯＢＯ（神
奈川県横浜市）     

2065        
     国産有機青汁 四重奏  
  90g(3g×30包)  
 2,838円  （税込3,065円） 

¼  週 9302

             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

2071    υυ     
     国産生ローヤルゼリー  
  50g  
 15,000円  （税込16,200円） 
             λ五十川養蜂園（東京都狛
江市）     

2066        
     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

             λ九鬼産業（三重県四日市市）     

2072        
     有機アサイーパウダー 20g  
  20g   
900円  （税込972円） 

             λ生活の木（東京都渋谷区）     

1674        
     お試し・森川酵

こうそ

甦（植物発酵食品）ペースト  
  3.5g×10包   3,200円  （税込3,456円） 
 フルーティな栄養補助食品をお試ししやすい
少量規格で。79種もの天然素材を発酵熟成
させ、栄養たっぷり。    ※今週は通常の3倍ポイ
ントです。        λ森川健康堂（熊本県甲佐町）    θ乳 

1675    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     すぎ・ひのきドリンク  
  500ml   5,537円  （税込5,980円） 

 スギとヒノキを独自の製
法でじっくりと煮出した
エキスで作ったストレー
トタイプのドリンク。付属
のカップで1日2～3杯を
目安にどうぞ。    ※4月頃ま
での取り扱い予定。        λカ
ミナリヤ（静岡県静岡市）     

森林浴のパワーで心身をリフレッシュ森林浴のパワーで心身をリフレッシュ
2067        
     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

             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

2073      
     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） 

             λ遠赤青汁（愛媛県東温市）     

2068        
     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） 
             λ日本有機（鹿児島県曽於
市）    θ大豆 

2074        
     ファイトケミカルプラス  
  30g(3g×10包)   
3,0003,000円  円  （（税税込込3,2403,240円）円）  
             λウィンチェスター研究所
（東京都港区）     

 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）     

1676    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     なつめエキス  

  220g   4,286円  （税込4,629円） 

 兵庫県丹波の白なた
豆を、農薬や化学肥料
を使わずに栽培。ほの
かな甘みのある味わ
いです。ペットボトル
にそのまま入れて水出
しもおすすめ。            λこや
ま園（兵庫県丹波市）     

1677        
     丹波なた豆茶・ティーポット用ティーバッグ  
  60g(2g×30コ)   2,000円  （税込2,160円） 

 大麦、玄米、ハブ茶な
ど、 16種類すべて国
産原料を使用した、飲
みやすく食事にも合
う、カフェインフリー
の健康茶。            λ小川生薬
（徳島県東みよし町）     

1678        
     日本の恵みそのまま茶（16種ブレンド）  

  300g   500円  （税込540円） 

2069        
     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

             λマイクロフーズジャパン
（群馬県高崎市）     

2075        
     麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  
  720ml   
2,200円  （税込2,376円） 

¼  週 9326

             λ堤酒造（熊本県あさぎり
町）    θ大豆 

2070        
     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

             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2076        
     はとむぎ茶  
  2g×30包   
1,000円  （税込1,080円） 
             λ桜江町桑茶生産組合（島
根県江津市）     

健康応援
食品 登録すると

で

1%お得
週0000

※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

31113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。
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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

                      

 大地宅配のりんごを煮てたっぷり混ぜ込み、煮
汁も加えた風味豊かなケーキです。    ※6月頃ま
での取り扱い予定。        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 

1679    ττ       
  $$   アップルスクエア  

  4コ   690円  （税込745円） 
 丹那のヨーグルトに国産レモンの果汁をたっぷり
加えたさわやかな酸味のタルト。リキュールで華や
かな香りに仕上げました。            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 

1681    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円） 

ふわふわのスポンジ生地に、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♪有機いちごのクリームがたっぷり♪

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
飼卵を使用して焼き上げ、有機い
ちごシロップをしみ込ませたスポ

ンジ生地は、ふんわ
りとした口当たり。テ
ィータイムにどうぞ。

         ■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 

1680    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） 
 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 

1682    υυ   NN 4/10お届け週4/10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 

1683    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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） 
 定番の「みるく」と、「ココア」・「コーヒー」の詰め合わ
せです。香料や乳化剤を使用せず、素材の味を生か
した逸品です。        ■セット内容／みるく・ココア各2コ、
コーヒー4コ    λ木次乳業（島根県雲南市）    θ卵・乳 

1684    ττ       
     アイスクリームセット（みるく・ココア・コーヒー）  
  120ml×8コ   2,700円  （税込2,916円） 

限定 70

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 定番の「みるく」と風味豊かな「抹茶」・「コーヒー」の詰
め合わせです。香料や乳化剤を使用せず、素材の味を
生かした逸品です。        ■セット内容／みるく・抹茶各2コ、
コーヒー4コ    λ木次乳業（島根県雲南市）    θ卵・乳 

1685    ττ       
     アイスクリームセット（みるく・抹茶・コーヒー）  
  120ml×8コ   2,700円  （税込2,916円） 

限定 70
イメージイメージ

イメージイメージ

 うす塩仕立ての黒豆を混ぜたもちもちの
もち生地で、粒あんを包みました。甘さ
控えめ。            λ平和堂（山梨県甲府市）  δお
届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1686    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   黒豆大福  

  55g×3コ   431円  （税込465円） 
 北海道産の手亡豆あんに、無茶々園の
伊予柑ピールを混ぜ込みました。            λ松屋
（京都府城陽市）  δお届け後45日保証   

1687    ττ       
  $$   宇治松屋のいよかん大福  

  4コ   1,000円  （税込1,080円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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 

1689    ττ       
  $$   笹団子  

  55g×5コ   680円  （税込734円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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）     

1690    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

 北海道産の大納言小豆とビートグラニュー糖を使用し、自然な
甘さに仕上げました。冷蔵庫で冷やしても、温めてもおいしい
ですよ。    ※もちは入っていません。※サイトで防災商品として掲載
のため、賞味期間6カ月以上を保証。        λ誠晃産業（東京都新宿区）     

1691    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   大納言あずきのぜんざい  
  180g×5パック   991円  （税込1,070円） 

限定 300
イメージイメージ

 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 

1692    ττ   NN 4/10お届け週4/10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 

1693    ττ       
     龍馬のカステラ  

  1コ   569円  （税込615円） 
 シンプルな原材料で作った生地に、大地を守る会
の生産者が栽培した小豆で作った小倉あんがマッ
チ。    ※6月頃までの取り扱い予定。        λたんばや製菓
（山形県酒田市）  δお届け後10日保証  θ小麦・卵 

1694    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   どら焼き（十勝産契約栽培小豆の小倉餡）  

  5コ   498円  （税込538円） 

限定 300

 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 

1695    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   生どら焼き（小豆）  

  3コ   500円  （税込540円） 

 北海道産小豆で作ったやさしい甘さの自
社製粒あんを、国産小麦のもっちりとした
皮で包みました。    ※電子レンジ専用品で
す。        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦 

1696    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   大判焼き（つぶあん）  

  340g(4コ)   478円  （税込516円） 
 希少な国産栗のきざみを使用。栽培期間
中農薬不使用の小豆を使い、上品な甘さ
に仕上げました。            λ海老屋（山梨県甲府
市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1697    υυ       
  $$   栗蒸し羊かん  

  200g   474円  （税込512円） 
1698    υυбб   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   信州名産・市田柿（無くん蒸干し柿）  

  200g   924円  （税込998円） 

 表面に白く吹き出した粉が美
しく、自然な甘さは和菓子の
よう。無くん蒸仕上げで、味の
良い干し柿です。    ※今週は通
常の2倍ポイントです。※4月
頃までの取り扱い予定。        λ信
州有機農法研究会（長野県飯
田市）  δお届け後30日保証   

限定 2000

長年の経験が作り出す繊細な味わい長年の経験が作り出す繊細な味わい

 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）     

1699    ττ   NN 4/10お届け週4/10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） 

イフルー

                      

 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 

1700    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     和らぎ濃厚豆乳プリン  

  100g×2コ   255円  （税込275円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 国産の牛乳と生クリーム、国産大豆の自家製豆乳
に、抹茶を加えました。やさしい甘さのなかにほろ
苦さが広がります。            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 

1701    υυ   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     和らぎ抹茶豆乳プリン  
  100g×2パック   259円  （税込280円） 

1702        
     岡林農園のぶんたんゼリー  

  100g×2コ   443円  （税込478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   

楽しむ
を春

楽しむ
を春 「土佐文旦」の果肉がたっぷり「土佐文旦」の果肉がたっぷり

 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 

1703    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 

1704        
     きらず揚げ（しお）20g×4パック  

  20g×4パック   262円  （税込283円） 
1705    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302円） 

 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 

楽しむ
を春

楽しむ
を春 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

 国産素材にこだわったドーナツ。売上の一部を
障がいがありながらも才能を持つ人々に還元
しています。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県
高浜市）  δお届け後5日保証  θ小麦・卵・大豆 

1706    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     おとうふ屋さんのＳＯＹドーナツ  

  4コ   300円  （税込324円） 

菓子
ドライフルーツなど

※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

イメージイメージ

イメージイメージ
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど

商品担当の

おすすめ
「みたらし団子」

も
っ
ち
も
ち
の
団
子
に

甘
い
タ
レ
が
と
ろ
〜
り
と
美
味

加工食品担当　青山 茂

国産うるち米を主原料とした上新粉と国産もち粉で
作った団子に、焼きめを入れて醤油味のタレをかけま
した。タレは福岡県の老舗メーカー、クルメキッコー

の国産丸大豆・天然醸造醤油と自社製昆布だし
を使用。もちもちの団子に香ばしく甘いタレがと

ろりと絡んだ、素朴でやさしい味わい
です。常温で約2～3時間解凍してお
召し上がりください。

 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 

1707    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     玄米・バー（ハードクッキー）  

  10枚   360円  （税込389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 

1710    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     麩菓子  

  12本   250円  （税込270円） 
 大豆を焙煎し、味噌・きな粉・砂糖で香ば
しく味付けした大豆菓子。食物繊維やカ
ルシウムなどがたっぷり。            λ宮本邦製菓
（佐賀県武雄市）    θ大豆 

1711        
     煎り大豆ソイ美－ン（味噌・きな粉）  

  78g   350円  （税込378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   

1712    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     メープルアーモンド  

  40g   440円  （税込475円） 

限定200

 フェアトレードで取り引きさ
れた確かな原材料のチョコ
レート。マイルドなミルクは
定番品。    ※次回取り扱いは
１１月頃予定。    ■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 

1713        
     ＦＴチョコレート・ミルク  

  50g   350円  （税込378円） 

限定200

 ホワイトチョコをベースに、レ
モンと生姜をきかせました。
ピリッとした辛みが生姜好き
にはたまりません。    ※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 

1714        
     ＦＴホワイトチョコレート・ジンジャー＆レモン  

  50g   350円  （税込378円） 

限定200

 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 

1715        
     ＦＴラムチョコレート  

  100g   720円  （税込778円） 

 もちもちの団子に香ばしく甘いタレが
とろりと絡み、素朴でやさしい味わいで
す。            λ丸きんまんじゅう（佐賀県佐賀市）
    θ小麦・大豆 

1688    ττ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     みたらし団子  

  300g(5本)   418円  （税込451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   

1716    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     焼塩せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 
 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   

1717    NN 4/10お届け週4/10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） 

1718   б б   NN 4/3お届け週4/3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   

1719    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ノヴァの有機干しあんず  

  100g   690円  （税込745円） 

 酸味が少なく甘みの
強い、トルコ・マラティ
ア地方産の有機あん
ずを使用。砂糖不使
用、無漂白です。            λノ
ヴァ（埼玉県北本市）     

砂糖不使用、無漂白の有機あんず砂糖不使用、無漂白の有機あんず

1720        
     徳用ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  

  280g   1,320円  （税込1,426円） 
 肉厚でつぶつぶとした口当たりと濃厚な
甘みが特徴。たっぷり使える徳用サイズ
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   

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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   

1721    NN 4/3お届け週4/3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   

1722        
     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）     

1723    NN 4/10お届け週4/10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） 

 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   

1724    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 

1725    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     第3世界ショップのアーモンド（無塩）  

  70g   580円  （税込626円） 

 油や塩は使用せず、素
材そのものの味わい
を生かしました。        ■原
産国／アメリカ    λ第
3世界ショップ（プレ
ス・オールターナティ
ブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証   

油や塩を使っていない自然な風味油や塩を使っていない自然な風味
2082        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2088        
     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   

2077    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 

2083        
     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 

2089        
     ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   520円  （税込562円） 
               δお届け後60日保証   

2078        
  $$   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   

2084        
     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 

2090        
     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） 
                  

 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   

1726    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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） 

 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   

1727    NN 4/3お届け週4/3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） 

2079        
  $$   飲むこんにゃくゼリー飲むこんにゃくゼリー（りんご）（りんご）5コパック5コパック  
  130g×5コ   779円  （税込841円） 
                  

2085        
     カシューナッツ（カレー味）  

  60g   520円  （税込562円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦 

2091        
     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   

2080        
     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 

2086      
     塩黒糖（石垣の塩使用）  

  90g   238円  （税込257円） 
                  

2092        
     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   

2081        
  $$   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 

2087        
     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   

2093      
     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   

1708    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ＦＴ有機チョコレート・ビター  

  50g   350円  （税込378円） 

 カカオが持つほろ苦さと
香りを最もよく味わえるビ
ター。お菓子作りにもどう
ぞ。    ※4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 限定200

1709        
     第3世界ショップのビターチョコレート  

  100g   650円  （税込702円） 

 カカオ分約55％。カカオ
本来のほろ苦い風味が楽
しめます。    ※4月頃までの
取り扱い予定。    ■原産国／
スイス    λ第3世界ショップ
（プレス・オールターナテ
ィブ）（東京都目黒区）  δお
届け後60日保証  θ乳 

ドライフルーツなど

33113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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「野菜を飲もう！ジュース
（北海道産野菜使用）」どこが違うの？

大地宅配は大地宅配は料 登録
1%
週

                      

1728    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   お試し・野菜を飲もう！ジュースぜいたくべジタブル1缶  

  160g   258円  （税込279円） 

 野菜本来の味わいを
感じられる、あらごし感
のある人参とトマトの
ピューレが魅力。ぜひ
お試しください。            λ日
本デルモンテ株式会社
（長野県千曲市）     

1729    NN 4/3お届け週4/3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。    ※サイ
トで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月以上
を保証。        λ日本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

1730    NN 4/3お届け週4/3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） 
 野菜本来の味わいを感じられる、あらごし感のある人
参とトマトのピューレが魅力。買い置きにどうぞ。    ※サ
イトで防災商品として掲載のため、賞味期間6カ月以上
を保証。        λ日本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

¼  週 9329

1733    NN 4/3お届け週4/3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）     

楽しむ
を春

楽しむ
を春 北海道産完熟トマトの濃厚な甘み北海道産完熟トマトの濃厚な甘み

1732    NN 4/10お届け週4/10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）     

1734        
  $$   箱売・りんごとにんじんのミックスジュース  
  1000ml×6本   3,648円  （税込3,940円） 
 りんごの風味が人参をマイルドに。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）     

1735    NN 4/10お届け週4/10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）     

 りんごと人参の自然な甘みがおいしい野菜ジュース。    ※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。※サイトで防災商品として掲載のため、賞味
期間6カ月以上を保証。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1731   б б   NN 4/3お届け週4/3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） 

期末末期末
感謝感謝感謝感謝
ポイントポイント

1736        
     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）     

 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。    ※次
回、値上げします。        λＪ
Ａあづみ梓川村ジュー
スセンター（長野県松
本市）     

1737    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   原さんのりんごジュース  

  1000ml   750円  （税込810円） 

1738    NN 4/10お届け週4/10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）     

 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）     

1739    NN 4/10お届け週4/10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） 

限定 50

 国産温州みかんのジ
ュース。果汁100％ス
トレートなので、搾り
たての風味がいっぱ
い。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1740        
  $$   箱売・みかんジュース（30缶）  
  190g×30缶   4,571円  （税込4,937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）     

1741        
     赤紫蘇ドリンク（3倍希釈）  
  500ml   1,100円  （税込1,188円） 

1742    NN 4/10お届け週4/10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）     

楽しむ
を春

楽しむ
を春 レモンの後味がスカッと爽快レモンの後味がスカッと爽快

 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）     

1743    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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） 

1744    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   箱売・にっぽんのお茶・有機緑茶（24本）  
  500ml×24本   3,517円  （税込3,798円） 
 国内で有機栽培された一番茶のみを使
用。6本入りを購入するより1本当たり約
3円（税込）お得です。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

 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）     

1745        
     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）     

1746    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   松田さんのやすらぎ一番茶  

  100g   920円  （税込994円） 

 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）     

1747    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     水車むらのせとやみどり（煎茶）  

  100g   700円  （税込756円） 

2094        
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）  
  160g×30缶   5,219円  （税込5,637円） 
                  

¼  週 9332 2100        
  $$   松田さんの煎茶  
  100g   600円  （税込648円） 

                  

2095        
  $$   箱売・箱売・キャロットジュース30本キャロットジュース30本    
  125g×30本  125g×30本      3,5003,500円  円  （（税税込込3,7803,780円）円）  
                  

¼  週 9335 2101        
     宇治有機抹茶入り茎茶  
  100g   600円  （税込648円） 

                  

2096        
  $$   アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,429円  （税込1,543円） 
                  

2102        
     有機屋久島茶  
  80g   1,040円  （税込1,123円） 
                  

限定 200

 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）     

1748        
     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） 

 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）     

1749        
  $$   ほうじ茶（春番）  

  200g   575円  （税込621円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1750        
     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。
    ※次回取り扱いは来年１
月頃予定。        λ水車むら農
園（静岡県藤枝市）     

2097      
     お試し・有機アップルサイダー＋レモン（無加糖）6缶  
  250ml×6缶   819円  （税込885円） 
                  

2103        
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  
  200g   600円  （税込648円） 

                  

2098        
     お試し・有機ぶどうサイダー＋レモン（無加糖）6缶  
  250ml×6缶   882円  （税込953円） 
                  

2104        
  $$   職人焙煎 麦茶（丸粒・国産六条大麦使用）  
  500g   380円  （税込410円） 

                  

2099        
     樽井さんの有機 特上煎茶  
  100g   1,293円  （税込1,396円） 
                  

2105      
     大人な黒糖ココア  
  150g   500円  （税込540円） 

                 θ大豆 

限定 30

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

1缶に190g分の野菜と100g分の果物を凝縮
原料は、大地宅配の栽培基準をクリアした野菜7種とりんごを使用。
野菜はすべて北海道産で、ふらの農協と太田農園のもの、りんごは青
森県の新農業研究会のものと、生産者の顔の見えるジュースです。1
缶に190gもの野菜を使いながら、りんご果汁入りなのでお子さんに
も飲みやすく、毎日の習慣として続けられるおいしさです。

加工食品担当：青山 茂

34 113号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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水

 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）     

1751        
     水車むらの五月紅茶  

  100g   780円  （税込842円） 

 大地宅配の生産基準
適合の大麦を強火で
焙煎し、色と香りを出
しました。水１Lに１
包が目安です。            λ川
原製粉所（東京都練
馬区）     

1752    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  

  10g×20包   256円  （税込276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１．８
L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。※同時配布チラ
シをご覧ください。    ■原産国／南アフリ
カ    λルイボス製茶（香川県三豊市）     

1753   б б   NN 4/3お届け週4/3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） 

1754        
     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）     

 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   

1755    υυ       
     天鷹酒造の有機大吟醸あまさけ  

  300ml   750円  （税込810円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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）     

1756   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 ペルー豆とメキシコ豆
を7：3でブレンド。シテ
ィローストとフルシテ
ィローストの中間くら
い。挽きたての香りを
楽しみたい方に。            λオ
ルター・トレード・ジャ
パン（東京都新宿区）     

1757    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  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）     

1758        
     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） 

 一般的なココアパウ
ダーよりも脂肪分が
約46％少ない低脂肪
タイプ。砂糖や粉乳
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）     

1759        
     ココア（砂糖・粉乳不使用）  

  130g   600円  （税込648円） 

1765        
     箱売・6年保存水  
  2L×6本   1,800円  （税込1,944円） 

 天城山系の湧水を自社の井戸から採水。外気に触れる
ことなく、自社工場でろ過・加熱殺菌処理、高温ホット
充填しました。    ※サイトで防災商品として掲載のため、
賞味期間6カ月以上を保証。        λミロク（静岡県三島市）     

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。

                      

 2月にできたばかりの新酒で
す。生酒のフレッシュな味わ
いをお楽しみください。    ※4月
頃までの取り扱い予定。    ■原
料米／美山錦■日本酒度／
＋4.5■アルコール度数／
16度以上17度未満    λ大和
川酒造店（福島県喜多方市）     

1766    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
  $$   種蒔人 純米吟醸（あらばしり）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

 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）     

1768    NN 4/10お届け週4/10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） 

繊細な味わいと華やかな香り。繊細な味わいと華やかな香り。
お花見のおともにお花見のおともに

木綿の酒袋にもろみを入れて吊る
し、圧力をかけずに自然の重みだ
けで落ちる酒だけを集めました。
繊細な味と華やかな香りをそのま
ま楽しんでいただけるよう、加熱
殺菌を行わない生酒の状態でお
届け。この時季だけの特別なお酒
です。
     ※今回のみの取り扱い予定。    ■原料米
／五百万石、山田錦■アルコール度数／
16度    λ仁井田本家（福島県郡山市）     

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1767    υυ       
     穏
おだやか

 純米大吟醸 袋
ふくろづ

吊り雫
しずくざけ

酒（生）  
  720ml   3,300円  （税込3,564円） 

限定 60

1769        
     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。※次回取り扱いは来年1月
頃予定。    ■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）     

楽しむ
を春

楽しむ
を春 グラスの中に花開く桜が華やかグラスの中に花開く桜が華やか

 甘みを残さないで発
酵させたワインです
が、酸味は穏やか。飲
みやすい辛口です。
酸化防止剤不使用。
        ■アルコール度数／
12.5％    λ井筒ワイン
（長野県塩尻市）     

1770    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 

 オーガニックのぶどうやオ
レンジ、レモンを使用。柑
橘類のさわやかな香りに
シナモンの風味が溶け込
み、すっきりとした味わい
です。    ※酸化防止剤使用。
    ■アルコール度数／7％
    λＧＲＮ（富山県高岡市）     

1771        
     ラ・サングリア（赤）  

  750ml   960円  （税込1,037円） 

楽しむ
を春

楽しむ
を春

1772    NN 4/3お届け週4/3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）     

1773    NN 4/3お届け週4/3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）     

2106        
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 
                  

2109        
     井筒ワイン コンコード（赤甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2107        
     五一わいん 草生栽培メルロ  
  720ml   1,668円  （税込1,801円） 
                  

2110        
     いわて蔵ビール・あかくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 
                  

2108        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2111        
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  
  350ml×6缶   660円  （税込713円） 
                  

 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）     

1763   б б   NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 

 カルシウム分を多く含んだ、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）     

      龍泉洞の水龍泉洞の水            
 1761         2L    247円    （税込267円）   毎週 9342     隔週 9343    

 1762   б  б    箱売   2L×6本   

 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9345     隔週 9346                                                                             

1762

1760   б б   NN 4/3お届け週4/3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）     

1764   б б   NN 4/3お届け週4/3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

35113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。

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）

             λアデプト（東京都港区）     
2115    NN 4/3お届け週    
     Ｄｅｓｆａｎ ｎｏｒｏ119 トリガー付  
  500ml   1,300円  （税込1,404円） 

       ※ミルク抽出物を含みます。※水性ペンキ、漆、ニス塗りされた場所、白木、桐、皮
革、壁面には使用しないでください。      λボーデン（東京都港区）     

   ＡＵＲＯフローリングワックススプレー            
 2117       ボトル   350ml   
 1,500円    （税込1,620円）      
 2118       詰替用   350ml   
 1,200円    （税込1,296円）                                                                               

2116    NN 4/10お届け週    
     バイオ消臭剤ＯＥ－1  
  230ml   1,300円  （税込1,404円） 

             λバイオフューチャー（東京都新宿区）     
2119    NN 4/10お届け週    
     ＡＵＲＯテーブルクリーナー  
  300ml   1,380円  （税込1,490円） 

       ※多量の水や塩素系（洗浄剤、漂白剤、カビ取り剤）商品などと併用
しないでください。      λボーデン（東京都港区）     

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）     

2120    NN 4/10お届け週4/10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） 

2121        
     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）     

2122    NN 4/10お届け週4/10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）     

2123        
     椿の炭石鹸  

  100g   1,800円  （税込1,944円） 

2124    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     椿の化粧水  
  120ml   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）     

椿油でふっくらみずみずしい肌へ椿油でふっくらみずみずしい肌へ

 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）     
2125    NN 4/10お届け週4/10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） 

2126        
     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           

2129        
     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           

2127        
     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           

2130        
     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           

2128        
     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           

2131        
     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           

                      

期末末期末
感感感謝謝謝感謝
ポイントポイント

   ウブスナ フィトリュクス            
 2132       ソープ（洗顔用枠練石けん）   80g    2,500円    （税込2,700円）      
 2133       ローション（化粧水）   100ml    4,000円    （税込4,320円）                          
 2135       クリーム（保湿クリーム）   30g    5,000円    （税込5,400円）                                                   

花粉・消臭花粉・消臭などなど季節季節ののお掃除お掃除にに

2117 2118

一般的には、拭き掃除をした後にワックスを
かけますが、本品は、ひと拭きするだけで拭き掃
除もワックスがけも完了。掃除機だと舞い上が
ってしまう花粉は、拭き掃除の方がキレイに退
治できます。ぜひお試しください。

面倒なワックスがけから解放！
花粉の時季の拭き掃除に

食卓のお掃除には除菌ができるク
リーナーを。天然由来成分100％
なので、お子さんにも安心です。レ
モンオイルとローズマリーオイル
配合で、さわやかな香り。

毎日の食卓を、簡単除菌で快適に

キッチンや水回りなどにも使える
消毒用アルコール製剤。グレープ
フルーツ種子由来の天然除菌・抗
菌成分を配合しているので、お子さ
んからお年寄りまで安心してお使
いいただけます。

グレープフルーツ種子の力を
生かした除菌・抗菌スプレー

無害・無臭のバクテリアが、
悪臭の元を水と二酸化炭素
に分解。長時間悪臭を防ぎ
ます。お部屋やトイレ、エアコ
ン、生ゴミや下駄箱、ペット
回りの消臭にも。

お掃除と一緒に
消臭もお忘れなく

36 113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）     
2136        
     ユード133（クマザサ化粧水）  
  25ml×4本   5,905円  （税込6,377円） 

2137        
     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） 

 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）     

重曹と炭酸泉の力でくすみをオフ重曹と炭酸泉の力でくすみをオフ
 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）     

2138        
     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） 

 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）     
2139        
     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） 

 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）     
2140    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ちゅらなちゅら 濃密深透ゲル  

  80g   2,800円  （税込3,024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）     

2141    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     椿の美容オイル  

  30ml   2,300円  （税込2,484円） 

 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）     

2142    NN 4/10お届け週4/10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） 

2143    NN 4/10お届け週4/10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）     

乾燥にはモロッコ伝統の保湿クリーム乾燥にはモロッコ伝統の保湿クリーム

 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）     
2144    NN 4/10お届け週4/10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） 

 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）     

2145    NN 4/10お届け週4/10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） 

2146    NN 4/10お届け週4/10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）     

2153        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2162        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2154      
     ポリラップ 30cm×100ｍ  

  1本   353円  （税込381円） 
                  

2163   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           

2155      
     クッキングシート  
  30cm×5ｍ   276円  （税込298円） 
                  

2164      
     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）     

2147        
     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）     

2148        
     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）     
2149    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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） 

2156      
     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） 
                  

2165        
     石けん百貨 染み抜き剤  
  300g   500円  （税込540円） 

                  

2157      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｓ  

  5枚   340円  （税込367円） 
                  

2166      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｍ  

  3枚   340円  （税込367円） 
                  

2158      
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｌ  

  2枚   340円  （税込367円） 
                  

2167      
     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） 
                  

 酸化チタンで紫外線をブロック。少量でなめらかに
伸び、透明感のあるつや肌を演出します。明るめ～
普通の肌色の方に。      ※ＳＰＦ27、ＰＡ＋＋ ■使用の
目安／開封後3カ月      λ美容薬理（福岡県芦屋町）     

2150    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     アンナトゥモール ナチュラルＵＶリキッド
ファンデーション（ナチュラルベージュ）  

  30g   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）     
2151        
     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）     
2152        
     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） 

2159      
     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） 
                  

2168      
     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） 
                  

2160        
     ソラデースペアブラシ（4本入）標準サイズかため毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2169        
     ソラデースペアブラシ（4本入）標準サイズ極細毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2161        
     洗濯槽快（ネット無）  

  30g   420円  （税込454円） 
                  

2170        
     激取りＭＡＸ1枚入  
  1枚   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2171        
     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）                   

2175        
     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）                   

2179      
     詰替用・
Ｐｒａｋｒｉｔｉ
シャンプードサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円）                   

2183   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）                   

2187   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2172        
     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）                   

2176        
     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）                   

2180      
     詰替用・
Ｐｒａｋｒｉｔｉ
リンスドサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円）                   

2184        
     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）                   

2188        
     詰替用・
洗濯用フィトンαグリーン
（消臭・抗菌剤）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円）                   

2173        
     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）                   

2177   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）                   

2181        
     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）                   

2185      
     詰替用・
ドラム式洗濯機用 
洗濯槽快  
  30g   500円  （税込540円）                   

2189        
     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）                   

2174   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）                   

2178        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2182   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）                   

2186   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）                   

2190   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

37113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）     

2191        
     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）     

2192        
     ネオナチュラル かぼすのリンス  
  300ml   1,260円  （税込1,361円） 

2193        
     Ｐｒａｋｒｉｔｉヘアトリートメントワックス30  

  30g   2,300円  （税込2,484円） 

 シアバターと天然精油のみで作ったヘア
ケア用ワックス。トリートメントとスタイリ
ング効果があります。            λアーク＆エコ（東
京都中央区）     

 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）     

2194        
     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）     

2195    NN 4/10お届け週4/10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）     

2196    NN 4/10お届け週4/10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） 

2197   б б   NN 4/3お届け週4/3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）     

2198    NN 4/10お届け週4/10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） 

2199        
     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）     

2200        
     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。ココナッツオイルも配合し、 
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）     

2201    NN 4/10お届け週4/10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）     

2202        
     メイドオブオーガニクス ドラゴンブラッドガムセラム ソルティ  

  75g   1,400円  （税込1,512円） 

 ドラゴンブラッドエキスやアロエジュー
ス、超微粒子の海塩を配合した歯みが
き。歯ぐきを引き締め、口内を清潔に保ち
ます。      ■使用の目安／開封後6カ月  ■原
産国／オーストラリア    λたかくら新産業
（東京都港区）     

歯と歯ぐきの健康を守ります歯と歯ぐきの健康を守ります
 ナタマメ種子エキス
と柿渋エキスを配合
した歯みがきです。歯
周炎（歯槽膿漏）や口
臭対策にもおすすめ。
      ■医薬部外品      λイン
ターナショナル・トイ
レツリース（神奈川県
秦野市）     

2203    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     薬用なたまめ柿渋歯磨き（純国産）  

  120g   1,600円  （税込1,728円） 

2204    NN 4/3お届け週4/3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）     

2205    NN 4/10お届け週4/10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。      ※金属を使用した一
部の入れ歯は変色する可
能性があります。  ■サイズ
／10×5×19cm    λ生活
と科学社（大阪府茨木市）     

2206        
     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）     

2207        
     入浴剤 養命泉  

  660g   1,500円  （税込1,620円） 

 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）     

2209        
     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） 

2210    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     オリーブスクワラン ブラッシングブラシ  

  1本   1,200円  （税込1,296円） 

 豚毛にオリーブオイルから抽出したオリ
ーブスクワランを含浸させたブラシ。ブラ
ッシングするたびに髪をしっとりなめらか
にします。  お届け時期注意4／3（月）～7
（金）に通常配送でお届けおよびご請求
します。      ■サイズ／長さ21.2×幅3.8×高
さ2.9cm    λ池本刷子工業（大阪府東大
阪市）     

ブラッシングするほど、髪しっとりブラッシングするほど、髪しっとり 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）     

2211    NN 4/10お届け週4/10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）     

2212    NN 4/10お届け週4/10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

                      

2213        
     お弁当ぴったり 深型フライパン20cm  

  1コ   1,680円  （税込1,814円） 

 深さ約7cmで炒め物にも
揚げ物にも活躍する、扱い
やすいフライパン。長く愛

用できる鉄製です。  お届け時期注意4／3（月）～
7（金）に通常配送でお届けおよびご請求します。
    ※ＩＨ対応、電子レンジ不可。  ■サイズ／幅36×奥
行21×高さ11.8cm、内径19.7×深さ6.9cm、重量
600g、満水容量1.7L    λ双葉工業（新潟県三条市）     

お弁当や少量の調理に大活躍お弁当や少量の調理に大活躍
2216        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用（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           

2222   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） 

                  

2217        
     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） 
                  

2223        
     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） 
                  

2218   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           

2224   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           

2214        
     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。  お届け時期注意4／3（月）

～7（金）に通常配送でお届けおよびご請求します。    ※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）     

魚焼きグリルでおしゃれにもう一品！魚焼きグリルでおしゃれにもう一品！

2215        
     ほうろうラウンドストッカー24cm  

  1コ   5,000円  （税込5,400円） 

 酸やにおいに強い、ほうろ
う製の保存容器。味噌や
梅干しなどにおすすめで
す。大豆1.5kgでの味噌
作りに。      ※金属タワシ・磨
き粉等は表面を傷つけま

すのでお控えください。※端は釉薬がのりにくい
ため、特有の黒い筋が残ります。また焼成の際に
生じる針穴が数カ所開いています。  ■サイズ／
内径24×深さ24cm、高さ24.5cm（ふた含）、重
さ2.2kg、容量10Ｌ    λ野田琺瑯（東京都江東区）     

限定 6

2219        
     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           

2225   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           

2220        
     ペーパータオル  

  1コ   215円  （税込232円） 
                  

2226        
     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           

2221        
     スーペリア（共通交換カートリッジ）Ｃ－ＭＦＨ－ＫＡ  
  1コ   15,000円  （税込16,200円） 
                  

2227        
     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） 
                  

2208        
     エミュールミネラルバスパウダートライアルセット  
  25g×8コ   1,800円  （税込1,944円） 

 お風呂に浸かるだけで、古くな
った角質や皮脂汚れを落とす
入浴剤です。ソルトレイクのミ
ネラルを使用。      ※日本製→台
湾製に変更になりました。※ま
れにミネラル成分が浴槽に付
着する場合があります。その
場合はお湯：クエン酸（お酢）を
2：1で希釈してスポンジで洗う
と取れます。  ■原産国／台湾
    λエミュール（埼玉県川口市）     

38 113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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羽毛布団をコンパクトに収納できます
ふんわりボリュームがあって、かさばる羽毛布団の収納は、悩みの種です
よね。布団圧縮袋などでもコンパクトになりますが、空気を抜くのが大変
だったりと、なかなか面倒なもの。そこでご紹介するのが、「消臭羽毛ふと
ん袋 シングル」。本品なら、羽毛布団を三つ折りにしてベルトで締め、2カ
所のファスナーを閉じるだけで、羽毛布団をぎゅっと小さくしまえます。さ
らに、消臭不織布を使用しているので、におい移りしづらいのもうれしい。
出し入れがスムーズにでき、春の寝具の衣替えやお部屋の模様替え、新
生活の準備など、いろいろなシーンで気軽にご利用いただけます。

ファスナーを2カ所閉じるだ
けで簡単に小さくなります

 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）     
2228        
     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）     
2229    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     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）     
2230    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     天然ハーブの衣類用防虫剤  

  12コ   800円  （税込864円） 

2231    NN 4/10お届け週4/10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）     

 布団や畳、カーペット
にシュッとひと吹き。
植物抽出成分（フィト
ンチッド）で、虫よけ・
消臭を。            λ日本グリ
ーンパックス（東京都
中央区）     

2232    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ナチュラプラス ダニよけスプレー  
  280ml   1,450円  （税込1,566円） 

2233    NN 4/10お届け週4/10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）     

 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）     
2234    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ナチュラプラス衣類用防虫剤タンス用  

  6コ   950円  （税込1,026円） 

 害虫への直接噴霧（殺
虫）と、発生場所に散
布する（虫よけ）の両
方に対応。100％天
然由来成分配合の水
性防虫駆除剤です。
網戸や玄関の他、キッ
チン周りにも。      ■防除
用医薬部外品      λ日本
グリーンパックス（東
京都中央区）     

2235        
     天然防虫駆除剤ピレカロール  

  1本   1,900円  （税込2,052円） 

 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）     

2236    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     リサイクル粉せっけん  

  2kg   750円  （税込810円） 

2255        
     消臭羽毛ふとん袋 シングル  

  1枚   1,800円  （税込1,944円） 

   お届け時期注意4／3（月）～7（金）に
通常配送でお届けおよびご請求します。
    ■生地／不織布：ポリプロピレン100％
（一部消臭剤練り込み）、フィルム：ポリ
オレフィン、ファスナー：亜鉛合金  ■サイ
ズ／67×155cm、重量200g（収納時67
×75cm）    λクラレリビング（東京都千代
田区）     

 タンク部分に粉末を投入し２時間以上
放置し流すだけ。合成界面活性剤を使わ
ずトイレタンク内部の汚れをお掃除しま
す。      ※トイレタンクから直接給水しておし
りを洗浄する洗浄便座の場合は使用不
可。      λ木村石鹸工業（大阪府八尾市）     
2237    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     トイレタンク洗浄剤  

  1袋(8パック)   880円  （税込950円） 

2238    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     排水管のお掃除くん  

  4g×40錠   980円  （税込1,058円） 

 錠剤をポンと入れるだけとお手軽です。
台所、風呂、洗面所の排水口、トイレの水
たまり部などの排水管洗浄に。            λ木村
石鹸工業（大阪府八尾市）     

2239    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     スポンジワイプランダム徳用2枚組  

  1セット   980円  （税込1,058円） 

 100％土に還るエコ素材を使用。スポンジのよ
うにやわらかく、洗って何度でも使えます。柄は
おまかせでちょっとお得です。      ※柄は選べませ
ん。  ■サイズ／横17×縦20cm、重量24g■原産
国／スウェーデン    λイーオクト（東京都渋谷区）     

柄の一例柄の一例

 全自動洗濯機の洗濯槽の裏側の黒カビ、汚れを除菌・洗浄。
酸素系なのでプラスチック槽、ステンレス槽の両方に使用
可。      ※塩素系の漂白剤および酸性洗剤とは混合しないでく
ださい。※50℃以上の熱湯は使用しないでください。※ドラ
ム式洗濯機不可。      λ日本グリーンパックス（東京都中央区）     
2240    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     エコメイト洗濯槽クリーナー  
  2回分(250g×2袋)   648円  （税込700円） 

2241    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     石けん百貨洗濯槽クリーナー（ドラム式洗濯機対応）  

  400g   500円  （税込540円） 

 過炭酸ナトリウムを主
成分にメタケイ酸ナト
リウムを配合した、強
力タイプの洗濯槽ク
リーナーです。ドラム
式洗濯機にも使用可。
        ■サイズ／13×20×
21.5cm    λ生活と科
学社（大阪府茨木市）     

2242        
     ＳＯＭＡＬＩ 洗濯用液体石けん  
  1200ml   1,800円  （税込1,944円） 

 純石けん分と植物由
来成分のバランスを
調整して作った洗濯
用液体石鹸。肌への刺
激となる成分は抑え
ながら、洗浄力や泡立
ちはしっかりと確保し
ています。        ■サイズ／
13×7.4×23cm、重量
1,320g    λ木村石鹸
工業（大阪府八尾市）     

2243    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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）     

2244    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     カビショット  
  300ml   1,220円  （税込1,318円） 

 タンパク質分解酵素
のはたらきで、カビの
発生を抑制します。
刺激臭もありません。
スプレーして、ブラッ
シングするだけで1～
3カ月、効果が持続。
            λ三興物産（千葉県
市川市）     

 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）     

2245    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     徳用 アルカリウォッシュ  

  3kg   1,455円  （税込1,571円） 

2246    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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）     

2247    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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）     

2248    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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）     

2249        
     ボトル・ＡＵＲＯキッチンお掃除スプレー  
  350ml   1,250円  （税込1,350円） 

2250        
     詰替用・ＡＵＲＯキッチンお掃除スプレー  

  350ml   950円  （税込1,026円） 

 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）     

 トイレのノズル専用洗剤です。スプレーするだけです
すぎいらず。天然由来成分のみを使用し、除菌もでき
て安心です。      ※容器をよく振り、噴射チューブを起こ
しノズルの洗浄部分に1～2秒スプレーし約3分放置
してください。※電気部品にかからないようご注意く
ださい。      λ日本グリーンパックス（東京都中央区）     
2251    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     エコメイト・トイレの泡クリーナー（ウォシュレットノズル用）  

  125ml   980円  （税込1,058円） 

2252    NN 4/10お届け週4/10お届け週    
     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）     

お風呂も小物も、まとめて丸洗いお風呂も小物も、まとめて丸洗い

2253    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     銅の力 抗菌スポンジ  

  1コ   400円  （税込432円） 

 銅微粒子を練り込んだスポンジ。抗菌効果が持
続し、置き場所周辺のヌルヌルも防ぎます。傷を
付けにくい特殊加工で、ガラスやプラスチック製
品にも使用可。      ※耐熱温度90℃。  ■サイズ／11
×7×4cm、重量22g    λ富士商（静岡県静岡市）     

2254    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     銅の力 抗菌タワシ  

  1コ   400円  （税込432円） 

 抗菌・防カビの働きがある銅のタワシ。傷を
付けにくい特殊加工。タイルの目地やまな
板、ガラス製品、テフロン加工品などにも使
えます。      ※耐熱温度90℃。  ■サイズ／10×8
×3.5cm、重量32g    λ富士商（静岡県静岡市）     

 国産原料100％で、ビタミンE以外の添加物は不
使用。7～10mmの粒状です。    ※総合栄養食で
す。※水分含有率が約1.5％と低いため、水を多く
飲むようになり、便通の回数が増える場合があり
ます。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1774    NN 4/3お届け週4/3お届け週    
     ドッグフード（オールステージ）  

  1kg   2,200円  （税込2,376円） 

39113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

片栗粉、白ごま家庭準備
約15分調理時間

マヨネーズ、ブラックペッパー家庭準備
約20分調理時間

めんつゆ、醤油家庭準備
約20分調理時間

マヨネーズ、牛乳家庭準備
約20分調理時間

ごはん家庭準備
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

ごま油、醤油、めんつゆ、みりん、片栗粉家庭準備
約20分調理時間

白ごま家庭準備
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

 主菜  国産のたけのこ、なす、ピーマンなど、中華にぴったりの野菜
を特製の麻婆ダレで炒めて。生姜が味を引き締めます。 
 副菜  国産大豆100％の絹豆腐を使用。きゅうりと大根が食感にア
クセントを加え、仕上げのごま油の香りが食欲をそそります。 

調理時間  約15分　 約15分　 家庭準備   ごま油、みりん、ぽん酢、酢ごま油、みりん、ぽん酢、酢

 主菜  国産筍と豚バラの麻
婆炒め

 副菜  きゅうりと豆腐の中華
サラダ

め

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！
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

約20分で完成

1003    υ       
     キット・国産筍と豚バラの麻婆炒めセット  

  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円）
 副菜：きゅうりと豆腐の中華サラダ        ■セット内容／主菜：な
す、豚肉、玉ねぎ、たけのこ水煮、ピーマン、タレ、生姜 副菜：豆
腐、きゅうり、大根        θ小麦・大豆 

限定 500

1580    υυ       
     キット・10分煮込みで味しみ！枕崎産かつお節のキット・10分煮込みで味しみ！枕崎産かつお節の
ダシを使った旨ダシ肉じゃがセットダシを使った旨ダシ肉じゃがセット    
    1セット(約3人前) 1セット(約3人前)     1,2781,278円円    （（税税込込1,3801,380円）円）  
 副菜：香ばし、国産大豆の油揚げ焼き        ■セット内容／
主菜：じゃがいも、玉ねぎ、豚肉、人参、タレ、いんげん 
副菜：油揚げ、長ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

ほっこりやさしい家庭の味わい。ほっこりやさしい家庭の味わい。
10分煮込むだけで手早く仕上がります10分煮込むだけで手早く仕上がります

1581    υυ       
     キット・トロ～リまるごと玉ねぎがット・トロ～リまるごと玉ねぎが
おいしいポトフセットおいしいポトフセット    
    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：国産おからの粒マスタードサラダ        ■セット内容／
主菜：玉ねぎ、キャベツ、じゃがいも、ウインナー、タレ、
人参 副菜：おから、人参、玉ねぎ、粒マスタード        θ大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

チキンスープでコトコト煮立てて、チキンスープでコトコト煮立てて、
とろりととろける玉ねぎを堪能とろりととろける玉ねぎを堪能

1582    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
         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、ハヤシルー、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

1583    υυ       
         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）

甘辛味で野菜がすすむ、中華の定番。甘辛味で野菜がすすむ、中華の定番。
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

1584    υυ       
     キット・シャキシャキ蓮根と
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、
シャキッとしたれんこんがタレに絡んで美味シャキッとしたれんこんがタレに絡んで美味

1585    υυ       
         キット・こだわり黒酢ソースで食べる！ キット・こだわり黒酢ソースで食べる！
肉団子の酢豚セット肉団子の酢豚セット    
    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：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ        ■セット内容／
主菜：豚肉団子、玉ねぎ、人参、タレ、ピーマン、パプリカ、
長ねぎ 副菜：じゃがいも、玉ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

国産豚の肉団子で黒酢酢豚を。国産豚の肉団子で黒酢酢豚を。
黒酢のこくと甘みが広がります黒酢のこくと甘みが広がります

1586    υυ       
         キット・平飼卵の温泉卵をのせた  キット・平飼卵の温泉卵をのせた 
塩ダレビビンバ丼セット塩ダレビビンバ丼セット    
    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：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ        ■セット
内容／主菜：もやし、温泉卵、豚肉、人参、小松菜、タレ 
副菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・卵・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

ごま油のきいた特製ナムルダレ付き。ごま油のきいた特製ナムルダレ付き。
食べやすいマイルドな塩味です食べやすいマイルドな塩味です

1587    υυ   NN 4/10お届け週4/10お届け週    
         キット・大人の辛さ  キット・大人の辛さ 
キムチ味の豚肉春雨炒めセットキムチ味の豚肉春雨炒めセット    
    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：絹生揚げと茄子の揚げだし        ■セット内容／主
菜：豚肉、レタス、長ねぎ、しめじ、タレ、春雨、ニラ 副
菜：絹生揚げ、なす        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

具材たっぷりのボリュームある一品！具材たっぷりのボリュームある一品！
本格的なキムチの辛さがくせになります本格的なキムチの辛さがくせになります

今週の
新商品
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