
手作り手作り

ま
た
は

     ※同時配布チラシをご覧ください。
        λ健康フーズ（神奈川県横浜市）     

1605    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     国産ビート氷砂糖  

  1kg   785円  （税込848円） 

国産てんさい糖100％。
すっきりした味わい

     ※同時配布チラシをご覧ください。        λフルーツ
バスケット［新光糖業］（鹿児島県中種子町）     

1602    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

ミネラル豊富なきび糖で
滋味あふれる味に

     ※同時配布チラシをご覧ください。    ■アルコール
度数／35度    λ豊永酒造（熊本県湯前町）     

1752    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機米焼酎 豊永蔵 35度 1.8L  

  1.8L   3,700円  （税込3,996円） 

限定 80

       ※中ぶたは付いていません。  ■セット内容／本体・ふ
た・ハンドル・レードル・果実酒レシピ■サイズ／底
面17（入れ口の口径11.2）×高さ22.3cm、容量3L、
レードル容量35ml    λ石塚硝子（愛知県岩倉市）     

2113        
     復刻梅びん 3Ｌ  

  1コ   2,100円  （税込2,268円） 

有機栽培米のうまみが
味わえる球磨焼酎

赤いふたがレトロな印象。
「アデリア」の復刻版梅びん

※ 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。

   お届け時期注意６／12（月）週か６／19（月）週のお届
けとなります。本品のみのお届けでも、配送手数料がか
かります。          λ有機、無～7割減／王隠堂農園／奈良県     

1025  υυ           予約 森そだち香り青梅
（梅酒・ジュース用）  

  1kg   1,330円  （税込1,436円） 

● 青梅1kg
●  氷砂糖
（または砂糖）1kg

材料

作り方

❶  梅を洗う
梅は水洗いした後、乾いた清潔な
布で水分を拭き取り、竹串でヘタ
を取り除く。

❷  仕込む
煮沸消毒して乾かしたびんに梅と
氷砂糖（または砂糖）を交互に入
れ、焼酎を注いで密閉。冷暗所に
保存する。約3カ月ででき上がり。
1年経つとさらに味が深くなりま
す。3年後には、熟成がすすみまろ
やかな味に。

●青梅1kg
● 焼酎1.8L
●  氷砂糖（または砂糖）
350～700g

材料

石坂 優子さん
美容栄養アドバイザー。2007
年ミス・ユニバース・ジャパン
ファイナリスト。2010年よりミ
ス・ユニバース・ジャパントレー
ニング講師（美容栄養学）とし
て後輩たちに食事のトレーニン
グを行う。レシピ本などの著作
も手掛ける。大地宅配会員。

森そだちの香り青梅で梅酒作りを！

詳しくは同時配布の別チラシを
ご覧ください。
「森そだち香り青梅」の生産者・仁司与士
久さんのストーリーに加えて、梅干しレシ
ピや堀知佐子さんのコラムもご紹介。

を

125号
6月19日週
お届け

 「
自
然
の
ま
ま
」育
て
た

森
そ
だ
ち
の
香
り
青
梅

隠
堂
農
園（
奈
良
県
五
條
市
）の
梅
は
、

千
本
桜
で
有
名
な
吉
野
よ
り
も
さ
ら
に

奥
、「
奥
吉
野
」
と
呼
ば
れ
る
旧
西
吉
野
村
の

畑
で（
※
）栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
梅
畑
と
い
っ
て
も
、
急
斜
面
を
利
用
し
た
畑
に

一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
そ
こ
は
静
か
で
、
ま

る
で
神
秘
の
森
の
よ
う
。

「
う
っ
そ
う
と
茂
っ
た
下
草
は
、
除
草
剤
を
使

用
し
て
い
な
い
証
で
す
。
有
機
質
肥
に
よ
る
土
作

り
、
そ
し
て
、
畑
を
流
れ
る
小
川
の
お
か
げ
で
水

は
け
が
良
く
、
木
が
余
分
な
水
分
を
吸
わ
ず
に

味
が
濃
く
な
る
、
ま
た
昼
夜
の
寒
暖
の
差
が
あ

る
た
め
に
糖
分
を
蓄
え
や
す
い
。
自
然
の
恵
み

と
先
人
の
知
恵
が
、
私
た
ち
の
梅
作
り
を
支
え

て
い
ま
す
」
と
、
王
隠
堂
農
園
の
仁
司
与
士
久

さ
ん（
写
真
）。
森
を
練
り
歩
き
、
一
つ一
つ
熟
度
を

確
認
し
な
が
ら
梅
を
収
穫
し
て
い
ま
す
。

　
王
隠
堂
農
園
の
梅
が
届
い
た
ら
、
ま
ず
は
香

り
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
梅
酒
に
し

た
と
き
の
芳
醇
な
香
り
は
、
手
作
り
の
よ
ろ
こ

び
を
一
層
大
き
く
し
て
く
れ
ま
す
。
自
然
の
恵
み

を
、
森
の
香
り
と
と
も
に
お
届
け
し
ま
す
。

王

予約 森そだち香り青梅梅酒・ジュース用

お届け時期注意 6/12（月）週か6/19（月）週のお届けとなります。本品のみのお届けでも、配送手数料がかかります。有機、無～7割減／王隠堂農園／奈良県、三重県

1025 1kg 1,330円（税込1,436円）

歴史ある梅農家が育てた香り高い青梅

森そだちの香り青梅

材料　青梅 1kg、焼酎 1.8L、氷砂糖または砂糖 350～700g作り方
❶ 梅は水洗いした後、乾いた清潔な布で水分を拭き取り、竹串でヘタを取り除く。❷ 煮沸消毒して乾かしたびんに梅と氷砂糖を交互に入れ、焼酎を注いで密閉。冷暗所に保存する。

梅酒レシピ

材料　青梅 1kg、砂糖1kg作り方
❶ 下準備は梅酒の工程①と同じ。❷ 煮沸消毒して乾かしたびんに梅と砂糖を交互に入れ、密閉して冷暗所に保存する。❸ 翌日から1日に一度、びんを揺すって中身を混ぜ、梅と砂糖をなじませる。❹ 1～1.5カ月後、梅がしわしわになったら出来上がり。

梅ジュースレシピ

古くは南北朝時代から、脈 と々受け継がれた梅栽培の歴史を持つ、
奈良県「奥吉野」の香り高い梅をお届けします。大地宅配の梅といえば、王隠堂農園（奈良県五條市）の青梅。

森の畑で育った梅は、木 の々香りが“そのまま芳醇な梅の香り”に。年に一度の梅酒作りに、特別な梅で作ってみませんか？

梅酒用に熟度を見極めて、一つ一つ手摘みされた青梅。

王隠堂農園の仁司与士久さん（写真右）と、農園で働く皆さん。

有機栽培米の球磨焼酎

国産
ビート氷砂糖

健康フーズ（神奈川県横浜市）

国産てんさい糖100％。梅酒作りにどうぞ

1kg 785円（税込848円）
1605

大地を守る会の砂糖 （洗双糖）

フルーツバスケット［生和糖業］（鹿児島県喜界町）

ミネラル豊富なきび糖で滋味あふれる味に

1kg 474円（税込512円）
1602

※一部
の
梅
は
、三
重
県
御
浜
町
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

保存版
これで準備万端♪

梅、お酒、砂糖。梅酒の材料は3つだけ！
ご予約承り中！
122号で

ご注文ください。

梅酒・梅ジュース・梅干し作ったよ！ キャンペーン開催最大1,000ポイントプレゼント！

もっと梅を楽しもう！堀知佐子さんの
「梅の栄養と梅レシピ」

裏面へ

対象商品を購入の上、梅酒・梅ジュース・梅干しを作っている様子がわかる写真を、SNSでハッシュタグ「#大地宅配と#梅しごと」と付けて投稿、または、「梅しごと」という件名でメールにてご応募いただいた方全員に50ポイント！ さらに抽選で5名様に1,000ポイントをプレゼントいたします。
応募の詳細は、お買い物サイトをご覧ください。

森の香りを、

そのままお届け！

有機米焼酎豊永蔵 35度 1.8L

アルコール度数／35度 豊永酒造（熊本県湯前町）

1.8L 3,700円（税込3,996円）
1752 145

15
10

※梅酒用梅、梅干し用梅は、本チラシ（122号）でご注文ください。赤じそは本チラシと124号でもご注文を承ります。

※予約の商品はお休み期間中でも届きます。ご注意ください。

商品名用途

次号以降の取り扱い・お届けカレンダー

梅酒
梅ジュース

梅干し

有機米焼酎 豊永蔵 35度 1.8L

127号
7月3日週
お届け

米焼酎 房の露 35度 1.8L
国産ビート氷砂糖
予約 森そだち香り完熟梅（梅干用）

予約 森そだち香り青梅（梅酒・ジュース用）
予約 ゆあさ農園の有機青梅・梅酒用1㎏

予約 森そだち香り完熟南高梅（梅干用）
予約 赤じそ

梅しごと
梅酒・梅干し
レシピ

※酒は20歳以上であることを確認できない場合は販売しません。

123号
6月5日週
お届け

124号
6月12日週
お届け

126号
6月26日週
お届け

ツチオーネ取扱
ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱
ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱
ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

ツチオーネ取扱

どちらかの週でお届け

どちらかの週でお届け

どちらかの週でお届け

どちらかの週でお届け

どちらかの週でお届け

梅しごとレシピ簡単！簡単！梅酒 材料は梅、砂糖、焼酎だけ

31 16/

王隠堂農園の
仁司与士久さん

大地宅配の梅酒用梅といえば、王隠堂農園（奈良県
五條市）の青梅。森のような畑で育った梅は、木々
の香りが“そのまま芳醇な梅の香り”に。梅酒、梅
ジュースにしたときに、味の違いを実感できます。 ❶   梅を洗う

梅酒の工程❶と同じ。

❷  仕込む
煮沸消毒して乾かしたびんに梅と
氷砂糖（または砂糖）を交互に入
れ、密閉して冷暗所に保存する。

❸  なじませる
翌日から1日1度、びんを揺すって
中身をかき混ぜ、梅と砂糖をなじ
ませる。1～1.5カ月後、梅の成分
が出きったらでき上がり。

作り方

梅酒

梅ジュース

梅香る、
ひととき

梅を漬ける季節になりました。
忙しい毎日を癒してくれる“梅香る、ひととき”。
農薬に頼らず育てた大地宅配の青梅を使って、
今年も梅しごとを楽しみましょう。梅しごと

味に深みを与える、き
び糖を使用。焼酎を入
れなければこれだけで
ジュースが完成。 

忙しい子育ての日々を癒
してくれる“梅香る、ひとと
き”。お母さんのゆとり時間
に珠澄（みと）ちゃん（9カ
月）も思わずにっこり。 

梅しごとの最初の
一歩。竹串でヘタ
を取り除く作業。 

今回の撮影では、
「冷凍梅」を使用。 

お酒が好きな石坂
さんは、ロックで飲
むのが定番。 

2017年

号122
5/29 お届け週

お届けカレンダー

注文書
提出

お届け

火 水 金月 木

23225/ 25 2624

3029 2

未 来 を は ぐくむ 、お い し さ が あ る
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             λ中津ミート（神奈川県愛川町）  δお
届け後3日保証   

1214    υυбб   NN 6/5お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 

1276    ττбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     鶏モモ肉鶏モモ肉（まほろば）（まほろば）    

    250g 250g     589589円円    （（税税込込636636円）円）  
                          λλまほろばライブファーム（山形県高畠町）まほろばライブファーム（山形県高畠町）          

毎週 9058

                      直径約3mm直径約3mm    λλ仙台黒豚会（宮城県大仙台黒豚会（宮城県大
崎市他）崎市他）    δδお届け後60日保証お届け後60日保証      

1275    ττбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
          冷凍冷凍豚挽肉・バラ凍結豚挽肉・バラ凍結    

    400g 400g     878878円円    （（税税込込948948円）円）  

     ※凍らせて食べないでください。    ■セット内容
／みかん・りんご・ぶどう各15コ    λフルーツバ
スケット（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1687        
     徳用ミニカップゼリー（みかん・りんご・ぶどう）  
  22g×45コ   1,050円  （税込1,134円） 

1278    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

  300g   646円  （税込698円） 
             λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

       ■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 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円）              λ飯尾醸造（京都府宮津市）     

1587   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

             λ川原製粉所（東京都練馬区）     

 $$  職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）            
 1735      

   10g×20包    256円    （税込276円）         
 1736      

 徳用   10g×48包    537円    （税込580円）                                                                                                
1735              λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

 $$  奥出雲そば・乾麺
（国内産有機そば粉使用）            
 1556      

   200g    312円    （税込337円）      
 1557     箱売   200g×12パック    
 3,600円    （税込3,888円）                                                                                               

1556

     ※１０月頃までの取り扱い予定。        λ瀬間商店
（東京都世田谷区）  δお届け後15日保証   

1478    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   瀬間商店のさしみこんにゃく  

  100g×3パック   427円  （税込461円） 
             λ中津ミート（神奈川県愛川町）  δお届け後
60日保証  θ小麦・大豆 

1232    ττ       
     豚レバー焼肉用（味付）  

  200g   407円  （税込440円） 
             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小麦 

1695    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     カシューナッツ（カレー味）  

  60g   520円  （税込562円） 
             λ日本ビール（東京都目黒区）     

   ノンアルコールビール
龍馬1865            
 1758      

   350ml×6缶    660円    （税込713円）      
 1759      

   350ml×24缶    2,587円    （税込2,794円）                                                                                                

国産果汁のゼリーがたっぷり。
定番のロングセラー商品です

六条大麦を強火焙煎製法で煎り、
香り高く仕上げました

くせがなく、さっぱりとした味わい

12種類の穀物で栄養バランスアップ きりっとした酸味で味を引き締めます

程よい脂で、しっとりなめらかな口当たり

おいしくて便利と好評です

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

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

ゆっくり、じっくり育てた自慢の鶏モモ肉。
プリッと弾力があり、ジューシー

そばの実を丸ごと挽いた風味の良さ。
つけ汁は気温によって温・冷お好みで

【りんご】子どもの大好物
で、食欲のないときにも

パクパク食べます。カップを見た
だけでテンションMAX！！ みかん
やぶどう味もおいしいですよ。
 （ワンワンさん）

大地宅配歴20年以上ですが、
一番びっくりしたのがこの鶏

肉。ジューシーで、くせがなくて。ほ
とんど毎週注文しているはずです。
塩・こしょうして焼くだけでもおいし
くてたまりません！ （淡々さん）

2位
バラ凍結肉バラ凍結肉

部門部門

1位
酢酢
部門部門

1位
雑穀雑穀
部門部門

1位
そばそば
部門部門

1位
ゼリーゼリー
部門部門

1位
麦茶麦茶
部門部門

これからの季節に食べたい＆飲みたい！

セ
レ
ク
シ
ョン

大
地
宅
配
の
商
品
の
な
か
か
ら
、部
門
ご
と
に
人
気
の
も
の
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
。
今
の
季
節
に
合
う
お
す
す
め
品
や
、

料
理
を
一
層
お
い
し
く
仕
上
げ
る
名
脇
役
も
一
緒
に
ご
紹
介
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。

※
2
0
1
6
年
1
〜
12
月
の
注
文
数
を
も
と
に「
ツ
チ
オ
ー
ネ
」編
集
部
が
集
計
し
ま
し
た
。

28ページの「 1588 360ml」
もご覧ください

1位
鶏肉鶏肉
部門部門

１位
バラ凍結肉バラ凍結肉

部門部門

１位
ハムハム
部門部門

炒め物や、ほぐしてサラダに
したり、とにかく使い勝手が

良いです。ササミですが味も食感も
しっかりしていて、蒸してわさび醤油
でも立派な一品に。 （こぱんださん）

徳用がお得！

箱売がお得！

箱売がお得！

市販の水出し麦茶にありがちな
苦味はまったくなく、やわらか

な香ばしさや甘さを感じます。ゴクゴ
ク飲めて、娘も毎日「おいしかった～」
と水筒を空にしてきます。 （ナッコさん）

香りが良くおいしいです。そ
ばはあまり好きではなかった

のですが、こういうのが本当のそば
だってわかりました。市販のおそばっ
て何だったのかなと……。 （ガットさん）

2 122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

　　季節のお楽しみです！ ぷるぷるの食感
がたまりません。 （シュヴァルツさん）

　　ニラ、もやしと炒めます。くさみもな
く、やわらかくておいしいです。（かっぱさん）

　　めちゃくちゃおいしい。程よくスパイ
シーでビールにぴったり。 （oneneさん）

　　市販のノンアルコールビールは味が納
得できず全滅でしたが、これは本当におい
しい！  毎晩飲んでます！ （きんにくちゃんさん）
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これまで食べたアジの開きのなかで一番
おいしかったです。プリッとした歯ごたえ

で新鮮なアジの香りがしました。塩加減もちょ
うど良く、再度購入しました。 （チェシャ猫さん）

         ■漁場／長崎県             ■漁場／長崎県    λλ島源商店（静岡県伊東市）島源商店（静岡県伊東市）
    δδお届け後15日保証   お届け後15日保証   

      真あじ天日干し真あじ天日干し（島源）（島源）                        
 1315    ττ    

     140g(2枚)  140g(2枚)      430 430円円        （（税税込込464464円）円）            
 1316    ττ    

     210g(3枚)  210g(3枚)      566 566円円        （（税税込込611611円）円）                                                                                                                                                                                              

1315

         ■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   

1320    τ   N 6/12お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円）      ※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 

1345    ττ   NN 6/12お届け週    
     小あじ南蛮漬け  
  180g(固形量140g)   435円  （税込470円） 

1645   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ツナフレーク（水煮・オイル無添加）  

  80g×3缶   780円  （税込842円） 
             λタイム缶詰（岩手
県陸前高田市）                  λヨコミゾ（埼玉県さいたま市）    θ小麦・大豆 

1516    ττ   NN 6/12お届け週6/12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

                          λλ日本セントラルキ日本セントラルキ
ッチン（東京都荒川ッチン（東京都荒川
区）区）    δδお届け後45お届け後45
日保証日保証    θθ小麦・大豆小麦・大豆  

1515    ττ   NN 6/5お届け週6/5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） 

             λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

 $  ふんわり豆腐鶏肉だんご            
 1505    ττ    

   280g(8コ)    461円    （税込498円）       

 1506    ττ   

   280g×2パック    885円    （税込956円）                                                                                                

1505

         ■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 

1520    ττ       
  $$   エビワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 
                          λλ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）日本セントラルキッチン（東京都荒川区）
    δδお届け後45日保証お届け後45日保証    θθえび・小麦・大豆えび・小麦・大豆  

1521    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ミニ五目春巻きミニ五目春巻き    

    160g（8本） 160g（8本）     785785円円    （（税税込込848848円）円）  

             λ井口食品（福岡県福岡市）     

1636        
  $$   青のり  

  8g   590円  （税込637円） 

1623    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     おろし本わさび  

  5g×6パック   325円  （税込351円） 
             λマル井（長野県安曇野市）                  λベストアメニティ（福岡県久留米市）     

1624    NN 6/12お届け週    
     にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 
         ■原産国／ネパール    λネパリ・バザーロ（神奈川県横浜市）     

1621        
     ネパール・ブラックペッパー（あらびき）  

  20g   300円  （税込324円） 

エビのプリプリ感が美味。
お好みで青菜を添えても

鶏肉本来のおいしさが
ぎゅっと詰まっています

ふんわり卵をのせれば
簡単オムライスが完成♪

脂のりが良い
山陰の高級魚

もっちりとした皮から
肉汁がジュワ～

刺身にできるほど新鮮な
メバチマグロだけを使用

$$ふんわり

豆腐入りのふわふわ食感。
甘酢ダレにごはんが
すすみます

30コ入りで大人気！

             λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵 

 $$  チキンナゲットチキンナゲット            
 1491    ττб б   

   200g    454円    （税込490円）       

 1492    ττ   

 徳用   450g    960円    （税込1,037円）                                                                                                

1491

1位
ワンタンワンタン
部門部門

             λ全国農協食品
（東京都渋谷区）
    θ小麦・大豆 

1541    ττ   NN 6/5お届け週6/5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

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

本当においしくて、やめら
れません。しかもお得で

すし。いつもストックしています。
 （ラッキーさん）

皮はパリパリ、中は具だくさん。
ミニサイズで調理しやすいのも魅力

エビがプリップリでとって
もおいしい。野菜たっぷ

りのワンタンスープにすると立
派な一品に。スープもおいしい
ですよ。エビワンタン麺にする
のもお気に入り。 （ニカさん）

小アジがとろけるよう
にやわらかく、誰でも

簡単にカルシウムが摂取でき
ます。調味料が良いので、ツ
ンとした酸っぱさがなく、マイ
ルドなお味。新玉ねぎのスラ
イスやパセリを加えたら最高
でした。 （食にうるさい母親さん）

2位
餃子餃子
部門部門

1位
缶詰缶詰
部門部門

脂
２位
干物干物
部門部門

1位
干物干物
部門部門

１位
肉団子 肉団子 
部門部門

１位
米飯惣菜米飯惣菜
部門部門

１位
鶏フライ鶏フライ
部門部門

料理のおいしさを引き立てる実力派！

ミニサイズなので、フ
ライパンでさっと揚げ

焼きするだけ。“皮パリ”で、
中身の具は本格的な味わい。
酢醤油とからしでさっぱりい
ただきました。 （葉菜さん）

部
門
別

人
気
商
品

選
り
す
ぐ
り
が
勢
揃
い

お
さ
え
て
お
き
た
い

30ページの
「 1622 ホール」も
ご覧ください

1位
魚介惣菜魚介惣菜
部門部門

1位
春巻き春巻き
部門部門

イメージイメージイメージイメージ イメージイメージ

1位
餃子餃子
部門部門

天日干しならではの
熟成されたうまみ

徳用がお得！

2パックがお得！

3122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」

さっぱりと、甘酸っぱく味付け。
頭から尾まで食べられます

　　本当に香りが良い！ 開けるとき、ついつい
深呼吸したくなります。 （おじいさん）

　　新鮮なので素材そのままの香りと味。わが
家の必需品です！！ （M.Sさん）

　　お肉の味噌漬けなど、気軽に使えて料理が
おいしくなります。 （mamuさん）

　　新鮮な香りにまずびっくり。こんなブラック
ペッパーは初めて！ （休日の昼酒さん）
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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

                      雪室で保った新鮮なみずみずしさ雪室で保った新鮮なみずみずしさ

             λ無／鶴田有機農園／熊本県     

1020    υυ            雪
ゆきむろ

室甘夏  
  600g   478円  （税込516円） 

雪の冷気で、低温と程よ
い湿度を保ち、貯蔵。み
ずみずしいおいしさが
味わえます。

イタリア料理などに欠かせない夏野菜の「ズ
ッキーニ」。見ためはきゅうりに似ています
が、実はかぼちゃの仲間です。火の通りが早
く、皮をむく必要もないので気軽に使えま
す。オリーブオイルでハムやベーコンと炒め
たり、相性抜群のトマト
と合わせてラタトゥイユ
にしたり、いろいろな料
理でお楽しみください。

さっと炒めるだけで、おいしい料理にさっと炒めるだけで、おいしい料理に

イメージイメージ

     ※黄色いズッキーニをお届けする場合があります。
        λ有機、無／瀬山 明グループ、さんぶ野菜ネット
ワーク、かごしま有機、他／埼玉県、千葉県、鹿児島
県、群馬県     

1117              ズッキーニ  
  1本   198円  （税込214円） 

ミャンマー北西部のザガイン管区産のひま
わりのはちみつです。藤井養蜂場は2006年
から現地の養蜂家と交流を続け、厳しい品
質管理のもとで高品質な
はちみつを生産していま
す。柑橘を思わせるさわや
かな風味、“梅しごと”にも
おすすめの大容量です。

たくさん使えてうれしい大容量たくさん使えてうれしい大容量手作り手作り

     ※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。※同時配布チラシをご覧くだ
さい。    ■原産国／ミャンマー    λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

1428    NN 6/5お届け週6/5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） 

さらりとした口どけの良い脂と赤身のバラ
ンスが絶妙な仙台黒豚会の豚のロース肉
を使用。タレがよくなじむよう、約5mmの厚
さにスライスしました。肉厚なので、いつも
の生姜焼きがふっ
くらとやわらかに。
舌もおなかも満足
できる一品になり
ます。

ふっくら焼き上がる厚めのスライスふっくら焼き上がる厚めのスライス

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   

1260    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     冷凍豚ロースしょうが焼用  

  200g   600円  （税込648円） 

国産の天然もののアサリを、手掘りしてお
届け。アサリはこの時季から身が太りだし、
だんだんおいしくなっていきます。砂抜き
後、すぐに真空包装しているので、鮮度が良
くうまみもたっぷり。野
菜と合わせたパスタな
どで、旬の味をご堪能く
ださい。

身入りが良く、滋味豊かな旬の味身入りが良く、滋味豊かな旬の味

イメージイメージ
         ■漁場／国内    λおおぐさ丸水産（千葉県富津市）
  εお届け後2日保証   

1311    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622円） 

毎朝市場で仕入れる、新鮮な国産のタチウ
オやエソなどが原料。赤穂の天塩や洗双糖、
三河みりんで味を調え、つなぎには北海道
産馬鈴薯でん粉を使い、無添加のなたねサ
ラダ油で揚げました。
さっと炙ってお好み
の柑橘を添えれば、
暑い日にもうれしい
一皿に。

阿波の海の幸がたっぷり阿波の海の幸がたっぷり

イメージイメージ              λ四宮蒲鉾店（徳島県徳島市）  δお届け後3日保証   

1471    υυ       
     じゃこ天  

  180g(6枚入)   495円  （税込535円） 

明るいつや肌に仕上げる3種のパール
3種の天然色調パールが光を反射し、色ムラを補正。
肌のくすみを自然にカバーし、つややかな肌に仕上
げます。柑橘系のさわやかな香りも魅力。

きれいのひみつ きれいのひみつ 33

1本4役のオールインワンクリーム
UVケア、保湿美容液、化粧下地、ライトファンデーシ
ョンの多機能クリーム。石けんで落とせます。

きれいのひみつ きれいのひみつ 11

100％自然素材で、しっかりUVケア
SPF30、PA＋＋で、気になる紫外線をしっかりガー
ド。さらに、化学物質無添加で、100％自然素材にこ
だわっています（天然由来または天然物を加工した
原料を使用）。

きれいのひみつ きれいのひみつ 22

ナチュラル＆オーガニック原料でナチュラル＆オーガニック原料で
紫外線をガードしながらつや肌美人紫外線をガードしながらつや肌美人

ネイチャーズウェイ
 ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム

イチオシ

1584   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 料理がおいしくなる純米料理酒  

  720ml   915円  （税込988円） 

大和川酒造店が、稲田稲作研
究会のコシヒカリを65％まで精
米し、米麹を通常の2倍量加え
て仕込んだ、大地宅配オリジナ
ルの純米料理酒。とろりとした
甘みとこく、雑味のないうまみは
少量でも濃厚で、料理を奥深い
味わいに仕上げます。飲んでも
おいしいと評判。

うまみ、甘み、こくのあるオリジナル料理酒うまみ、甘み、こくのあるオリジナル料理酒

     ※商品名を「大地を守る会の料理酒」から変更し、パッ
ケージを変更しました。※物流費高騰のため、16円（税
込）値上げします。        λ大和川酒造店（福島県喜多方市）     

2151    NN 6/5お届け週    
     ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム  

  25ml   2,800円  （税込3,024円） 
       ※ＳＰＦ30、ＰＡ＋＋      λネイチャーズウェ
イ（愛知県名古屋市）     

イメージイメージ

   お届け時期注意６／12（月）週か６／19（月）週のお
届けとなります。本品のみのお届けでも、配送手数料
がかかります。          λ有機／ゆあさ農園／群馬県     

1026  υυ            予約 ゆあさ農園の有機青梅（梅酒用）  
  1kg   1,480円  （税込1,598円） 

群馬県のゆあさ農園から有機JAS栽培され
た青梅をお届けします。粒が大きく、きれい
な青梅は毎年好評です。ゆあさ農園では、
太陽光発電や薪ボイラーなど、自然エネル
ギーの利用にも積
極的に取り組んで
います。

粒の大きな美しい青梅です粒の大きな美しい青梅です

※20歳以上の年齢であることを確認できない場合には※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。酒類を販売しません。

手作り手作り

4 122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。

tsuci17_122_p04_05.indd   4 2017/05/08   13:10:52



アスパラを楽しむ定番メ
ニューもお忘れなく。ア
スパラのシャキシャキ、ほ
くほくした食感と甘み、
肉のうまみが絶妙です。
食卓のメインはもちろ
ん、お弁当のおかずにも
活躍します。

アスパラの
肉巻き

アスパラの他にミニトマ
トやほうれんそうなど
の野菜、ベーコンを炒
めて卵を薄く流し入れ
るだけ。とじない・巻か
ない・火の通りが早いの
で、手軽に見栄えのよ
い一皿が完成します。

彩りオープン
オムレツ

グリーンアスパラとベーコンのホットサラダ
しっかり甘みを蓄えたグリーンアスパラガスは、まずはシンプルな味付けでお楽し
みください。ゆでて器に盛り付け、カリッと焼いたベーコンをのせればホットサラダ
のでき上がり。ベーコンの塩気がアスパラの甘みを一層引き立てます。

             λ有機、無／早坂 清彦、どらごんふらい、大
西 洋子、他／北海道     

1094    υυ             北海道のグリーンアスパラガス  
  100g   338円  （税込365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   

1211    υυ       
     ベーコンスライス（ファイン）  

  90g   411円  （税込444円） 
1255    υυбб   NN 6/5お届け週    
     豚モモスライス  

  200g   461円  （税込498円） 
 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   

1359    υυбб   NN 6/5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

産直だから、樹上で完熟
させて食べごろにお届け

果物
国産はすべて産直

海外産はすべてフェアトレード

土壌消毒・除草剤は
原則不使用

                      

 旬のさくらんぼを味わえるのは今だけ！
「高砂」などの品種をお手ごろな量目で
お届けします。
            λ5割減／一宮大地／山梨県     

1017    υυ             山梨のさくらんぼ山梨のさくらんぼ    
  180g   1,380円  （税込1,490円） 

     ※詳しくは同時配布チラシをご覧ください。
        λ有機、無～9割減／黒沢グループ、天恵グ
ループ、大和田 忠、北海道有機農協／埼玉
県、愛知県、茨城県、北海道     

   頒布会 もぎたて品質！夏の蜜甘とうもろこし            
 1001  υυ      1口（全4回）   

各回6本 1,880円    （税込2,030円）      
 1002  υυ      1口（全4回）

各回12本    3,580円    （税込3,866円）                                                                               

イメージイメージ1001

採れたてのフレッシュなおいしさを採れたてのフレッシュなおいしさを
“雪室”でしっかりキープしました“雪室”でしっかりキープしました

雪を詰めた倉庫“雪室”で貯蔵した
甘夏です。冷蔵庫などでの保存と
は違い、雪の冷気だけで低温にす
ると程よい湿度が保てるため、“採
れたてのおいしさ”を損なわずにし
っかり蓄えています。

             λ無／鶴田有機農園／熊本県     
1020    υυ             雪

ゆきむろ

室甘夏  
  600g   478円  （税込516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有機、無～7割減／望月 美秀、早藤 義則、
南伊豆太陽苑生産者グループ、他／静岡県、
神奈川県、高知県、愛媛県、和歌山県     

   甘夏            
 1018       800g    378円    （税込408円）      
 1019       2kg    768円    （税込829円）                                                                               

1018

イメージイメージ

この夏はいろいろなスイカを楽しんで！この夏はいろいろなスイカを楽しんで！
冷蔵庫にすっぽり入るサイズも魅力です冷蔵庫にすっぽり入るサイズも魅力です

夏の風物詩・小玉スイカを、品種別
に5回にわたってお届けする頒布会。
甘みが濃厚な楕円形の「マダーボー
ル」やシャキッとした食感の「ひとりじ
めBONBON」、果肉が黄色い「美黄
姫」、皮が薄く、果肉がぎゅっと詰まっ
た「愛娘さくら」など、この夏はいろい
ろなスイカを楽しんでください。
     ※詳しくは同時配布チラシをご覧ください。
        λ無～8割減／千葉畑の会、さんぶ野菜ネッ
トワーク、門脇 栄悦／千葉県、山形県     

1003             頒布会 冷蔵庫にすっぽり！小玉スイカ      
  1口(全5回)各回1コ   1,480円  （税込1,598円） 

 初夏にさわやかな甘酸っぱさが楽しめま
す。マーマレードやサラダなどにもどうぞ。
            λ無～9割減／望月 美秀、南伊豆太陽苑生産
者グループ／静岡県     

1021              夏みかん  
  1kg   378円  （税込408円） 

手作り手作り

 別名「小夏」とも呼ばれ、甘さと程よい酸味がさわや
か。ビタミンＣを豊富に含み、初夏にうれしい柑橘で
す。皮が厚いので、カットしてお召し上がりください。
    ※枝変わりでできたオレンジ色のものをお届けする場合があります。        λ無
～7割減／南伊豆太陽苑生産者グループ、早藤 義則／静岡県、神奈川県     

      ニューサマーオレンジニューサマーオレンジ                        
 1023       500g    388円    （税込419円）      
 1024     徳用   1kg    688円    （税込743円）                                                                               

1023 

   お届け時期注意６／５（月）
週か６／12（月）週のお届
けとなります。  〔1029〕※サ
イズは1.1kg～1.7kg・価
格は2,362円～3,650円
（税込）の間でお届けしま
す。〔1030〕※サイズは2kg
～2.3kg・価格は4,300円
～4,946円（税込）の間で
お届けします。サイズのご
指定はできません。        λ7割
減／真南風の会／沖縄県     

   予約 ゴールドバレル            
 1029       大1コ    3,380円    （税込3,650円）      
 1030       特大1コ    4,580円    （税込4,946円）                                                                               

1029

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

 ぶんたんの仲間。「和製グレープフルーツ」
「ジューシーフルーツ」と呼ばれ、果汁が
豊富で、さっぱりとした甘さのみかんです。
            λ9～6割減／無茶々園、ブレス、肥後あゆみ
の会、他／愛媛県、熊本県     

1022              河内晩柑河内晩柑    
  800g   528円  （税込570円） 

     〔1 0 3 1〕※6 0 0 gを
目安にお届けします。
〔1032〕※900gを目
安にお届けします。※量
目に満たない場合は、値
引きしてお届けします。
        λ7割減／真南風の会
／沖縄県     

   八重山のスナックパイン（ボゴール）            
 1031     小   1コ    680円    （税込734円）      
 1032     大   1コ    1,280円    （税込1,382円）                                                                               

1031

春から夏にかけて旬を迎える国産アスパラガスは、出荷できる期間の短い希少な野菜。なかでも北海道産は
この時季だけのおいしさです。冷涼な気候に育まれた濃い甘みをご堪能ください。

北海道からお届け北海道からお届け

アスパラアスパラで    を旬旬 満喫満喫

限りなくもぎたてに近い“朝採り”で限りなくもぎたてに近い“朝採り”で
蜜のような甘さとみずみずしさをお届け蜜のような甘さとみずみずしさをお届け

イメージイメージ

第1回は「おおもの」、第2回は「ゴールド
ラッシュ」、第3回は「ゴールドラッシュ」
「プラチナコーン」、第4回は「恵味ゴー
ルド」を産地から直送（冷蔵）でお届けす
る頒布会。甘く、大きな粒がぎっしり詰
まったとうもろこしの品種リレーです。
とうもろこし三昧をお楽しみください。

5122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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梅の季節のお楽しみ。梅の季節のお楽しみ。
わが家の味を仕込みましょうわが家の味を仕込みましょう

梅作り約700年の歴史を誇る王
隠堂農園の青梅です。「肉厚で香
りが良い」と毎年人気。梅酒や梅
ジュースなど、わが家オリジナル
の味作りを楽しんでください。

   お届け時期注意６／12（月）週か６／19
（月）週のお届けとなります。本品のみのお
届けでも、配送手数料がかかります。          λ有
機、無～7割減／王隠堂農園／奈良県     

1025  υυ            予約 森そだち香り青梅（梅酒・ジュース用）  
  1kg   1,330円  （税込1,436円） 

イメージイメージ

農薬に頼らず、ていねいに育てた大粒。農薬に頼らず、ていねいに育てた大粒。
漬けた後の実も安心して食べられます漬けた後の実も安心して食べられます

農薬に頼らず、手間ひまかけてて
いねいに育てた有機栽培の青梅
です。梅酒や梅ジュースはもちろ
ん、漬けた後の実も安心してお召
し上がりいただけます。粒が大き
いのも魅力です。
   お届け時期注意６／12（月）週か６／19（月）週の
お届けとなります。本品のみのお届けでも、配送手
数料がかかります。          λ有機／ゆあさ農園／群馬県     

1026  υυ            予約 ゆあさ農園の有機青梅（梅酒用）  
  1kg   1,480円  （税込1,598円） 

     ※500g以上のものをお届けします。量目に
満たない場合には、値引きしてお届けします。
        λ7割減／真南風の会／沖縄県     

1033              八重山のピーチパイン  
  1コ   680円  （税込734円） 

イメージイメージ

果肉がやわらかく、仕上がりふっくら。果肉がやわらかく、仕上がりふっくら。
長期熟成させると、塩味がまろやかに長期熟成させると、塩味がまろやかに

約700年の歴史を持つ梅農家、王
隠堂農園の「南高梅」。果肉がやわ
らかいので、干すとふっくらとした
梅干しに仕上がります。まろやか
な味がお好みの方は、長く熟成さ
せるのがおすすめです。
   お届け時期注意６／26（月）週か7／3（月）
週のお届けとなります。本品のみのお届けで
も、配送手数料がかかります。          λ有機、無～7
割減／王隠堂農園／奈良県     

手作り手作り

1027  υυ             予約 森そだち香り完熟南高梅（梅干用）  
  1kg   1,380円  （税込1,490円） 

イメージイメージ

今年も“梅しごと”の季節到来！今年も“梅しごと”の季節到来！
自家製の梅干し作りを始めましょう自家製の梅干し作りを始めましょう

洗って、拭いて、塩と一緒に漬け
て、干して……。ひと手間かけるご
とに愛着が湧く、“梅しごと”を始
めましょう。こつをつかめば、初心
者でも簡単に自家製の梅干しが
作れます。
   お届け時期注意６／26（月）週か7／3（月）
週のお届けとなります。本品のみのお届けで
も、配送手数料がかかります。          λ有機、無～7
割減／王隠堂農園／奈良県     

手作り手作り

1028  υυ             予約 森そだち香り完熟梅（梅干用）  
  1kg   1,280円  （税込1,382円） 

     ※他産地（有機・無）のものをお
届けする場合、青い皮のものが
入る場合があります。※検疫所
でくん蒸処理を受ける場合があ
ります。※お買い上げ代金のう
ち100g当たり1円が、「互恵のた
めのアジア民衆基金」として積み
立てられます。        λ無／オルター・
トレード・ジャパン／フィリピン     

   バランゴンバナナ            
 1034       500g    
378円    （税込408円）   毎週 9018      

 1035       1kg    
658円    （税込711円）   毎週 9019                                                                               

1034

 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            
 1036       500g    
375円    （税込405円）   毎週 9020     

 1037       1kg    
648円    （税込700円）   毎週 9021                                                                               

1036

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

                      

     ※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～9割減／岡村グル
ープ、さんぶ野菜ネットワーク、黒沢グループ、
他／埼玉県、千葉県、鹿児島県、長崎県、茨城県     

1039              人参  
  800g   328円  （税込354円） 

毎週 9023

     ※一部皮荒れ、小さめの
ものが入る場合がありま
す。※色 な々品種をお届
けします。        λ有機、無～
8割減／長崎有機農業
研究会、松藤 行雄、鳥次 
耕市、他／長崎県、茨城
県、埼玉県、千葉県     

   じゃがいも            
 1040       少量500g    
268円    （税込289円）   毎週 9024      

 1041       800g    
358円    （税込387円）   毎週 9025                                                                               

1040

 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。
    ※一部皮荒れ、小さめのものが入る場合があり
ます。        λ無／長崎有機農業研究会、天恵グル
ープ、他／長崎県、愛知県、北海道     

1042              メークインメークイン    
  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／甘楽町有機農業研究会、かごしま
有機、長崎有機農業研究会、他／群馬県、鹿
児島県、長崎県、兵庫県     

1043              有機玉ねぎ  
  800g   398円  （税込430円） 

イメージイメージ

みずみずしく、辛み・苦味は少なめ。みずみずしく、辛み・苦味は少なめ。
目にも華やかなサラダにしてどうぞ目にも華やかなサラダにしてどうぞ

アントシアニン色素で、目にも美
しい紫色の玉ねぎ。水分を多く含
み、辛みが穏やかなので、サラダ
などの生食にぴったりです。ミッ
クスビーンズやトマトと合わせれ
ば、一層華やかに。

             λ7割減／王隠堂農園、甘楽町有機農業研
究会／和歌山県、群馬県     

1047              赤玉ねぎ  
  500g   288円  （税込311円） 

     ※一部小さめのものが入
る場合があります。        λ有
機、無／長崎有機農業研
究会、かごしま有機、甘楽
町有機農業研究会、他／
長崎県、鹿児島県、群馬
県、熊本県、兵庫県        玉ねぎ            

 1044       少量500g    
230円    （税込248円）   毎週 9026      

 1045       1kg    
368円    （税込397円）   毎週 9027      

 1046       徳用3kg   938円    （税込1,013円）                                                             

1044

     ※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         

1048              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）。             

1049              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

     〔1050〕※上半分か
下半分は選べません。
        λ有機、無～8割減／
吉沢 重造、野原 茂治、
くらぶち草の会、他／埼
玉県、茨城県、群馬県、
鹿児島県、千葉県、山梨
県、神奈川県、滋賀県、
愛知県     

   大根            
 1050       1/2本    
158円    （税込171円）   毎週 9029      

 1051       1本    
218円    （税込235円）   毎週 9030                                                                               

1050

1052             葉付大根  
  1本   258円  （税込279円） 

     ※泥付きでお届けします。        λ有機、無／つく
ば中根グループ、黒沢グループ、さんぶ野菜
ネットワーク、他／茨城県、埼玉県、千葉県、
鹿児島県、神奈川県、滋賀県、愛知県     

 甘くて、緻密な肉質はとてもやわらかく、味わ
い深いです。葉っぱが付いてきたらラッキー。
炒めてふりかけなどにすれば、これまた美味。
    ※葉をカットしてお届けする場合があります。        λ有機、
無／三枝 晃男、くらぶち草の会、さんぶ野菜ネットワ
ーク、他／埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、福島県     

1053              かぶ  
  400g   208円  （税込225円） 

             λ無／農事組合法人増野／長野県     

1038    ττ             冷凍ブルーベリー  
  100g   398円  （税込430円） 

手作り手作り 手作り手作り

6 122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　

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_122_p06_04.indd   6 2017/05/08   13:11:39



くらぶち草の会の主な商品

ほっと
Story

産地の

くらぶち草の会
（群馬県高崎市倉渕町）

 ねっとりした粘りと強い甘みが特徴。焼いても
ふかしても、とてもおいしいさつまいもです。
    ※泥付きでお届けする場合があります。        λ無
／ふきのとう産直センター／茨城県     

1055              しっとりさつまいも・紅まさり  
  800g   388円  （税込419円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1056              長芋（脱気パック）  
  250g   338円  （税込365円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1057              長芋  
  500g   488円  （税込527円） 

             λ有機、無／北の恵み、深田 友章、常総セン
ター、他／北海道、埼玉県、茨城県、鹿児島県     

   ごぼう            
 1059       少量150g    158円    （税込171円）      
 1060       300g    265円    （税込286円）                                                                               

1059

     ※木灰（なければ重曹）であく抜きしてお使い
ください。        λ無／平庭高原白樺ファミリー／
岩手県     

1061    υυ             名人が採る！ わらび  
  100g   358円  （税込387円）  塩を振って軽く板ずりし、下ゆでであくを

抜きます。皮をむいて、きゃらぶきにしまし
ょう。昔懐かしい味わいをお試しください。
            λ無／平庭高原白樺ファミリー／岩手県     

1062              名人が採る！ 野ぶき  
  300g   358円  （税込387円） 

             λ無／平庭高原白樺ファミリー／岩手県     

1063    υυ             名人が採る！ うるい  
  200g   365円  （税込394円） 

             λ有機、無／深田 友章、三里塚酵素の会、藤
川 春雄、他／埼玉県、千葉県、群馬県、島根
県、茨城県、鹿児島県、東京都、長野県、福島
県、広島県     

1064    υυ             小松菜  
  200g   218円  （税込235円） 

毎週 9031

             λ有機、無／くらぶち草の会、いわみ地方有
機野菜の会、吉沢 重造、他／群馬県、島根
県、埼玉県、茨城県、千葉県、鹿児島県、長野
県、北海道、東京都、広島県     

1065    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 9032

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

1066    υυ             ルコラ  
  50g   218円  （税込235円） 

             λ有機／寺岡有機、大和田 忠、大地と自然
の恵み／広島県、茨城県、高知県     

1067    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     

1068    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、くら
ぶち草の会、さんぶ野菜ネットワーク、他／島
根県、群馬県、千葉県、茨城県、東京都、福島
県、鹿児島県、広島県     

1069    υυ             水菜  
  200g   218円  （税込235円） 

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

1070    υυ             チンゲンサイ  
  200g   218円  （税込235円） 

             λ無／阪本 吉五郎・啓一、大西 一幸／東京
都、長野県     

1071    υυ             若草色のやわらか・べか菜  
  250g   228円  （税込246円） 

 山形県置賜地方の伝統野菜。栄養価が
高く、ミネラルも豊富。さっとゆがいて、お
ひたしや和え物にするとおいしいです。
            λ有機、無／おきたま興農舎、さんぶ野菜ネ
ットワーク／山形県、千葉県     

1072    υυ             おかひじき  
  100g   218円  （税込235円） 

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

1073              葉物セット   
  1セット   上限 605円  （税込653円） 

イメージイメージ

             λ有機、無～8割減／飯塚 一実、常総センタ
ー、酒井 久和、他／茨城県、千葉県、埼玉県、
新潟県     

1074              長ねぎ  
  300g   226円  （税込244円） 

毎週 9034

             λ有機、無～8割減／飯塚 一実、鳥次 耕市、
岡村グループ、他／茨城県、埼玉県、千葉県、
新潟県     

   ムキねぎ            
 1075       少量100g    168円    （税込181円）      
 1076       200g    246円    （税込266円）                                                                               

1075

             λ有機、無／いわみ地方有機野菜の会、大地
と自然の恵み、さんぶ野菜ネットワーク、他／
島根県、高知県、千葉県、、茨城県、山形県     

1077              葉ねぎ（青ねぎ）  
  100g   198円  （税込214円） 

             λ有機、無／無農薬生産組合、天谷 幸男、大
地と自然の恵み、他／宮城県、栃木県、高知
県、福島県     

1078    υυ             ニラ  
  100g   168円  （税込181円） 

毎週 9033

             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連／高
知県     

1079              生姜  
  200g   328円  （税込354円） 

   お届け時期注意６／26（月）週か7／3（月）
週のお届けとなります。本品のみのお届けで
も、配送手数料がかかります。          λ有機、無／
福井 忠雄、王隠堂農園／埼玉県、奈良県     

1081              予約 赤じそ  
  300g   418円  （税込451円） 

手作り手作り

1082    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     もみじそ 300g  

  300g   422円  （税込456円） 
     ※赤じそを塩もみして梅酢に漬けました。梅干
しでは梅１kgに、300ｇが使用の目安。※同時
配布チラシをご覧ください。※７月頃までの取
り扱い予定。        λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

手作り手作り

             λ有機、無／くらぶち草の会、いわみ地方有機野菜の
会、吉沢 重造、他／群馬県、島根県、埼玉県、茨城県、
千葉県、鹿児島県、長野県、北海道、東京都、広島県     

1065    υυ             ほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

毎週 9032

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

1070    υυ             チンゲンサイ  
  200g   218円  （税込235円） 

             λ有機、無／楽園の果実／沖縄県     

1080              島にんにく  
  100g   258円  （税込279円） 

イメージイメージ

強い粘りと濃厚な風味を楽しめます強い粘りと濃厚な風味を楽しめます
 利根川流域の肥沃な
土壌で栽培される大
和芋。地域の名産で、
国道沿いの「道の駅」
では必ず販売されてい
ます。粘りの強さは太
鼓判。マグロの山かけ
丼で夏を元気に迎えま
しょう。
            λ9割減／岡村グルー
プ／埼玉県、群馬県     

1058              ねばトロ大和芋  
  500g   484円  （税込523円） 

さわやかな準高原地帯で、
新規就農者が活躍しています
榛名山の西麓、標高400～900ｍの準高原地帯で葉物類を中心に
農業を営む、くらぶち草の会。40軒あるメンバーのうち約半数は新
規就農者という、若手の農業者ががんばっているグループです。秋
には収穫祭を開催し、収穫したばかりの水菜やかぶなど新鮮な野菜
を囲んでバーベキューを実施。おなかも心も満たされるイベントで、
野菜を買っていただく皆さんとの交流を大切にしています。

地の利を生かし、技術を磨き、おいしい野菜を栽培
くらぶち草の会ではおいしく、品質の良い野菜を作ることにグルー
プ全体で取り組んでいます。ほうれんそうを例に挙げると、中山間
地の強みである新鮮な空気ときれいな水源を利用するのはもちろ
ん、糖度に深く関係する硝酸態窒素を計ることや、完熟堆肥を使っ
て栄養が豊富な土を作ることなど、日々の技術力アップにも励んで
います。食べる際は、さっとゆでて、ほうれんそうのさわやかな甘み
をお楽しみください。 農産担当：大熊 俊之

くらぶち草の会の収穫祭の様子
（写真上）

ほうれんそうを収穫する
メンバーの利波さん（写真下）

軸まで甘く、食感はシャキシャキ さわやかな甘みが特徴です

7122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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お得な野菜セット「ベジタ」
季節の野菜が届く、大地宅配の人気野菜セット。料理家・堀 知佐子さんのレシピや産地情報入りの
リーフレット付きで、“野菜のある食卓”が楽しくなります。 ※レシピはお届けする野菜以外のメニューの場合があります。 

春の人参は、九州から始まります。
産地の一つ、長崎有機農業研究会で
は有明海を望む日当たりの良い畑で
栽培。昨年秋に播種され、冬の寒さ
のなかでじっくり育って春を迎えま
す。春の掘りたての人参は、みず
みずしくて甘いので、スライスして
生でもお楽しみください。

産地
だ よ り グレープシードオイル … 大さじ3

レーズン …………… 20g
松の実 ……………… 10g
クコの実 ……………… 5g
酢 …………………… 40cc
パセリ ……………… 少々

【作り方】
❶ 人参は5cmの長さに切っ
てピーラーでむき、塩を

人参のリボンピクルスベジタレシピ

【材料（2人分）】
人参 ……………………1本
塩 ……………………… 3g

①を入れて冷めるまでお
き、味をなじませる。
❺ 器に盛り付け、刻んだパ
セリを振る。

振る。しんなりしたらよく
もみ、水分を絞る。
❷ レーズンと松の実は粗く
刻む。

❸ 鍋に酢、グレープシードオイ
ル、②、クコの実、水100cc
を入れて火にかける。
❹ ③が沸いたら火を止め、

レシピ提供：堀 知佐子さん

農産担当：結城 修

畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めてある日の「ベジタ」は

単品で購入するよりも 
5％（※1）お得になることも！

お得な野菜セット「ベジタ」
季節の野菜が届く、大地宅配の人気野菜セット。料理家・堀 知佐子さんのレシピや産地情報入りの
リーフレット付きで、“野菜のある食卓”が楽しくなります。 ※レシピはお届けする野菜以外のメニューの場合があります。 

夏野菜が増えてくる季節です。長野
県や群馬県の高原産地からレタスが
たくさん出始めます。なんと1週間に
7,000コ！ トマトやきゅうりの他、そ
ら豆やスナップえんどうなどが入る
かも♪ サラダもいいですが、スー
プなどの温野菜にしてもりもり食
べてくださいね。

産地
だ よ り グレープシードオイル … 大さじ3

レーズン …………… 20g
松の実 ……………… 10g
クコの実 ……………… 5g
酢 …………………… 40cc
パセリ ……………… 少々

【作り方】
❶人参は5cmの長さに切っ
てピーラーでむき、塩を

人参のリボンピクルスベジタレシピ

【材料（2人分）】
人参 ……………………1本
塩 ……………………… 3g

①を入れて冷めるまでお
き、味をなじませる。
❺器に盛り付け、刻んだパ
セリを振る。

振る。しんなりしたらよく
もみ、水分を絞る。
❷レーズンと松の実は粗く
刻む。

❸鍋に酢、グレープシードオイ
ル、②、クコの実、水100cc
を入れて火にかける。
❹③が沸いたら火を止め、

レシピ提供：堀 知佐子さん

豚挽肉 ……………… 100g
赤玉ねぎ ……………1/2コ
ピーマン ……………… 1コ
パプリカ（黄） ………1/6コ
ピーナッツ（刻む） … 10g
パクチー …………… 少々
オリーブオイル …… 適量
甜麺醤 ……………… 30g
タカノツメ ……………1本
醤油 ……………… 小さじ2

レタスと春雨のおかずサラダベジタレシピ

【材料（2人分）】
春雨（乾） ………………20g
レタス ………………1/2コ

かけ、豚肉に火が通った
ら水気を切った春雨を入
れてよく混ぜ合わせる。

❹ ③に醤油、ピーマン、パプ
リカ、赤玉ねぎ、レタスを
加えて炒め、器に盛り付
ける。仕上げにパクチー
とピーナッツをトッピン
グする。

【作り方】
❶ 春雨は熱湯で1分ほどゆ
でて、そのまま冷ます。
❷ レタス、赤玉ねぎ、ピーマ
ン、パプリカは千切り、パ
クチーはざく切りにする。
❸ フライパンにオリーブオ
イルと豚挽肉、タカノツ
メ、甜麺醤を入れて火に

レシピ提供：堀 知佐子さん

農産担当：藤井 美香

援援援援応援応応援応援応応援援援援援援援援援援援援応援
のの

ポイ トポイント

畑畑畑畑畑畑畑畑畑
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！
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！

キレイにうれしい野菜力キレイにうれしい野菜力

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

髙橋 弘先生

麻布医院院長、医学博士。ハーバード大学医学部内科
元准教授。日本肝臓学会肝臓専門医、米国癌学会正会
員。著書に「がんにならない３つの食習慣」（ソフトバンク
新書）、「血管があなたの寿命を決めている」（大和書房）、
「ハーバード大学式 命の野菜スープ」（宝島社）など。

イメージイメージ

                      

     ※四葉きゅうりをお届けする場合があります。
        λ無～8割減／福島わかば会、宮崎アグリア
ート、高生連、他／福島県、宮崎県、高知県、北
海道、茨城県     

1106              きゅうり  
  500g   425円  （税込459円） 

 「大地を守る会のびん
牛乳」と同じ生乳を使
用。くせのないマイル
ドな味わい。            λタカ
ハシ乳業（群馬県前
橋市）  δお届け後15
日保証  θ乳 

1389    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     タカハシ乳業のモッツァレラチーズ  

  100g   413円  （税込446円） 

                      

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（購入種苗を除く）、「○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（購入種
苗を除く）。

　  （※）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。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 1008
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9004 1011

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9005 1012

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9002 1009
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9006 1013

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9003 1010

              
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 2112

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 2111

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 2110

イメージイメージ

※※
λ
ー
海

塩もみしないでサラダに
きゅうりは、塩もみしてしまうと、せっ
かくのカリウムやファイトケミカルも
一緒に流れ出てしまいます。塩もみ
や板ずりせずに、サラダにしましょう。
きゅうりのパリパリ感が楽しめます。
スライスしてそのまま、酢の物などで
食べるのもおすすめです。

きゅうりにはカリウムが豊富
に含まれています。カリウム
はナトリウム（塩分）を腎臓
から排泄する作用がありま
す。塩分のたまり過ぎは高
血圧やむくみの原因となり
ます。また、ヘタに近い部分

にはククルビタシンCと呼ば
れる苦味成分のファイトケ
ミカルが含まれています。

カリウムを豊富に含むきゅうり

8 122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）トマト、長ねぎ、レタス、
葉物など

■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／矢澤園芸／茨城県     

1084              有機スイートバジル  
  15g   218円  （税込235円）              λ有機／矢澤園芸、大地と自然の恵み／茨

城県、高知県     

1085              有機パセリ  
  30g   146円  （税込158円） 

イメージイメージ

さわやかなシャキシャキレタスにさわやかなシャキシャキレタスに
スパイシーに味付けした挽肉をかけてスパイシーに味付けした挽肉をかけて

暑さが気になる日は、レタスのシ
ャキシャキ食感を生かしたタコラ
イスにしてみては。さわやかなレ
タスに、スパイシーなタコミート
が絶妙にマッチして美味。ごはん
がすすみます。

             λ有機、無～6割減／北軽井沢有機ファミリー、く
らぶち草の会、佐久ゆうきの会、他／群馬県、長野
県、山梨県、千葉県、茨城県、宮城県、静岡県、長崎県     

1088    υυ             レタス  
  1コ   268円  （税込289円） 

毎週 9035
             λ有機、無～6割減／比留間農園、野菜くら
ぶ、岡村グループ、他／埼玉県、群馬県、愛知
県、長崎県、神奈川県、静岡県、茨城県、千葉
県、鹿児島県     

1087    υυ             ブロッコリー  
  1コ   318円  （税込343円） 

 赤い葉先にカロテンが含まれ栄養満点。
肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ有機、無～5割減／くらぶち草の会、大西 一幸、北
軽井沢有機ファミリー、他／群馬県、長野県、千葉県     

1089              サニーレタス  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～5割減／北軽井沢有機ファミリ
ー、つくばの風、大西 一幸、他／群馬県、茨城
県、長野県、千葉県     

1090              グリーンリーフ  
  1コ   208円  （税込225円） 

             λ有機、無～9割減／早坂 清彦、どらごんふ
らい、大西 洋子、他／北海道、長崎県、熊本
県、新潟県、山形県、香川県、徳島県     

1093    υυ             グリーンアスパラガス  
  100g   318円  （税込343円） 

             λ有機、無／早坂 清彦、どらごんふらい、大
西 洋子、他／北海道     

1094    υυ             北海道のグリーンアスパラガス  
  100g   338円  （税込365円） 

             λ有機／肥後あゆみの会、真南風の会／熊
本県、沖縄県     

1095              有機トマト  
  800g   998円  （税込1,078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。
            λ7割減／長崎有機農業研究会・中村 敏信／長崎県     

1096              長崎・中村さんのトマト  
  400g   528円  （税込570円） 

     ※大きさ、形が不ぞろいのもの、ヘタのまわりに割れや
キズの入ったものをお届けする場合があります。        λ有
機、無～5割減／福島わかば会、肥後あゆみの会、飯島 
利巳智、他／福島県、熊本県、埼玉県、長崎県、群馬県、
高知県、徳島県、千葉県、茨城県、沖縄県、愛知県     

1099              トマト  
  徳用3.4kg箱   2,890円  （税込3,121円） 

     ※丸型を代用でお届けする場合があります。
        λ有機、無～6割減／やさい耕房伊勢崎、長
崎有機農業研究会、福島わかば会、他／群馬
県、長崎県、福島県、沖縄県     

1100              ミニトマト（細長型他）  
  200g   368円  （税込397円） 

     ※細長型を代用でお届けする場合があります。
        λ有機、無～6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、沖縄県、茨城県、福島県、千葉県     

   ミニトマト（丸型他）            
 1101       少量120g    240円    （税込259円）      
 1102       200g    
368円    （税込397円）   毎週 9039                                                                               

1101

             λ8割減／高生連／徳島県     

1103              ミディトマト  
  300g   438円  （税込473円） 

     ※四葉きゅうりをお届
けする場合があります。
        λ無～8割減／福島わ
かば会、宮崎アグリア
ート、高生連、他／福島
県、宮崎県、高知県、北
海道、茨城県     

   きゅうり            
 1104       少量180g    240円    （税込259円）      
 1105       300g    
315円    （税込340円）   毎週 9040     

 1106       500g    425円    （税込459円）                                                             

1104

     ※きゅうりを代用でお届けする場合がありま
す。        λ無／福島わかば会、大地と自然の恵み
／福島県、高知県     

1107              四
すうよう

葉きゅうり  
  400g   340円  （税込367円）  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     

1108              九州の長なす  
  300g   368円  （税込397円） 

             λ有機、無～8割減／真南風の会、宮崎アグ
リアート、西川 卓治、他／沖縄県、宮崎県、千
葉県、熊本県     

   ピーマン            
 1109       150g    258円    （税込279円）      
 1110     徳用   300g    398円    （税込430円）                                                                               

1109

     ※色は選べません。赤、黄、オレンジからお届
けします。        λ9～7割減／高生連、土佐百、真
南風の会／高知県、沖縄県     

1111              パプリカ  
  150g   438円  （税込473円） 

     ※甘長とうがらしを代用でお届けする場合が
あります。        λ有機、無／さんぶ野菜ネットワ
ーク／千葉県     

1112              ししとう  
  100g   218円  （税込235円）  生育途中のとうもろこしを早採りしたヤン

グコーン。希少な国産はこの時季だけ。中
華あんかけやスープ、素揚げもおすすめ。
            λ無／天恵グループ、大和田 忠／愛知県、茨城県     

1113              ベビーコーン  
  6本   318円  （税込343円） 

     ※サイズは300g～550g・価格は335円～613円
（税込）の間でお届け。サイズのご指定はできませ
ん。※白皮かぼちゃをお届けする場合があります。
        λ有機、無～5割減／長崎有機農業研究会、真南
風の会、かごしま有機／長崎県、沖縄県、鹿児島県     

1114              かぼちゃ  
  カット（1/4コ以上）   568円  （税込613円） 

     ※島いんげんを代用でお届けする場合があり
ます。        λ有機、無～7割減／かごしま有機、長
崎有機農業研究会、内山 幸一、他／鹿児島
県、長崎県、熊本県、愛媛県、茨城県、沖縄県     

1115              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

     ※黄色いズッキーニをお届けする場合があり
ます。        λ有機、無／瀬山 明グループ、さんぶ
野菜ネットワーク、かごしま有機、他／埼玉
県、千葉県、鹿児島県、群馬県     

1117              ズッキーニ  
  1本   198円  （税込214円） 

             λ有機、無～8割減／黒崎有機栽培研究会、
酒井 久和、野原 茂治、他／神奈川県、千葉
県、茨城県、群馬県     

   キャベツ            
 1091    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037      

 1092       1コ    
288円    （税込311円）   毎週 9036                                                                               

1092

             λ有機、無／矢澤園芸、つくば中根グルー
プ、ひさまつ農園／茨城県     

1083              青じそ  
  10枚   218円  （税込235円） 

1015        
      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

1014        
      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        
      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

 そろそろ蒸し暑くなってくる
季節に、がぶりと食べたくなる
のがひんやり冷やしたトマト。
スライスして、ぴりっと辛味を
きかせたソースをかけたバン
バンジーもおすすめです。 
           λ有機、無～5割減／福島
わかば会、肥後あゆみの会、
飯島 利巳智、他／福島県、
熊本県、埼玉県、長崎県、群
馬県、高知県、徳島県、千葉
県、茨城県、沖縄県、愛知県        トマト            

 1097       400g    
488円    （税込527円）   毎週 9038     

 1098       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1097

イメージイメージ

夏らしいトマトの一皿で夏らしいトマトの一皿で

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

イメージ

イメージ

イメージ

食べることが産地の
応援につながります

9122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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美味
レシピ

                      

イメージイメージ

香ばしく、ほくほくとした蒸し焼きに。香ばしく、ほくほくとした蒸し焼きに。
ひすい色がきれいな夏らしい一皿ひすい色がきれいな夏らしい一皿

さやの先端が空に向かって生長す
ることから、「そら豆」と名付けら
れました。食卓に夏を運んでくれ
る、鮮やかなひすい色も魅力です。
蒸し焼きにすれば、独特の香りと
ほくほく感が際立ちます。

             λ有機、無／常総センター、無茶々園、いわき
夏井ファーム、他／茨城県、愛媛県、福島県、
鹿児島県、宮城県     

1116              そら豆  
  600g   608円  （税込657円） 

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

1118              にがうり（ゴーヤ）  
  1本   348円  （税込376円） 

             λ無／王隠堂農園／奈良県     

1119    υυ             実
みざんしょう

山椒  
  30g   288円  （税込311円） 

手作り手作り

             λ有機、無～5割減／福島わかば会、肥後
あゆみの会、飯島 利巳智、他／福島県、熊本
県、埼玉県、長崎県、群馬県、高知県、徳島県、
千葉県、茨城県、沖縄県、愛知県     

1098              トマト  
  800g   928円  （税込1,002円） 

1120    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ブロッコリーの新芽（温泉水と天日塩のミネラルで栽培）  

  1束   146円  （税込158円） 
 恵那峡の温泉水と内モンゴル産の天日塩で栽培。抗酸
化作用で話題の成分「スルフォラファン」を含有。    ※可
食部約30g。※消費期限はお届け日の翌日です。        λサ
ラダコスモ（岐阜県中津川市）  εお届け後2日保証   

     ※消費期限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 6/5お届け週6/5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

1122    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     彩の国在来種の発芽大豆・いろどり7  

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

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     

1123    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   298円  （税込322円） 

毎週 9042

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

1124    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   328円  （税込354円） 

毎週 9043

     ※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

 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／マッシュハウス最上／山形県     

1128     υυ                       ひらたけ  ひらたけ    
  100g   186円  （税込201円） 

イメージイメージ

しこしことした食感がアクセントに。しこしことした食感がアクセントに。
深いうまみを生かした炒め物にして深いうまみを生かした炒め物にして

国産のおがくずと秋田県産の米
ぬかを利用して栽培したぶなしめ
じ。豊富なうまみと歯ざわりの良
さは、炒め物にしても。お好みの
野菜や肉、魚介を加え、彩り良く
仕上げてください。

             λ無／栗の木農園、秋田ふるさと農協／長
野県、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             ブラウンマッシュルーム  
  100g   248円  （税込268円）          ■セット内容／生しいたけ、やなぎまつたけ、

まいたけの3種類をセットにしてお届けしま
す。    λ無／菌興椎茸協同組合／長野県、鳥
取県、愛知県、岐阜県、広島県     

1132    υυ             お楽しみ3種の香り・きのこ倶楽部  
  1セット(120g)   368円  （税込397円） 

イメージイメージ

2003    υυ     
     ルバーブ（ジャム用）  

  300g   448円  （税込484円） 
             λ無／長谷川農園、花とハーブの里／埼玉県、青森県     

2004      
          もったいナイ・もったいナイ・キズありトマトキズありトマト    

  800g   698円  （税込754円） 
     ※大きさ、形が不ぞろいのもの、ヘタのまわりに割れやキズの入ったも
のをお届けします。ご注文多数の場合には、トマト602gを754円（税
込）でお届けします        λ有機、無～5割減／福島わかば会、飯島 利巳智、
他／福島県、熊本県、埼玉県、長崎県、群馬県、徳島県、茨城県、愛知県     

2005    υυ     
     スナップえんどう  

  100g   328円  （税込354円） 
             λ有機、無～7割減／王隠堂農園、かごしま有機、脇田 忍、
他／奈良県、鹿児島県、岡山県、長野県、長崎県、福島県     

2007    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ホワイト）  

  1コ(直径9cm～10cm)   460円  （税込497円） 
             λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

限定 100

2002    υυ     
     スティックブロッコリー  
  150g   258円  （税込279円） 
             λ有機、無／大和田 忠、つくばの風／茨城県     

2008      
     ぱらりと仕上がる有機宮崎ホシニシキ（無洗米）  
  白米 300g(2合)   275円  （税込297円） 
             λ有機／宮本 恒一郎／宮崎県     

2009      
     北海道十勝の小豆  
  300g   452円  （税込488円） 

             λ無／渡部 信一／北海道     

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 

2006    υυ     
     絹さやえんどう  
  100g   298円  （税込322円） 

             λ有機、無～9割減／二本松有機農業研究会、他／福島県、熊本県、埼玉県、愛媛県     

イメージイメージ

 清流最上川支流域の
鮭川村で栽培。広葉樹
の国産おがくずの培
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  
  100g   198円  （税込214円） 

つるつるさっぱり、おろしなめこにつるつるさっぱり、おろしなめこに

毎週 9045

2008    
     ぱらりと仕上がる有機宮崎ホシニシキ（無洗米）白米         

あわせてどうぞ

2001      
     徳用・河内晩柑  

  1.5kg   948円  （税込1,024円） 
             λ9～6割減／無茶々園、ブレス、肥後あ
ゆみの会／愛媛県、熊本県     

トマトのうまみでこく深く。トマトのうまみでこく深く。
炊飯器で作れる手軽さも魅力です炊飯器で作れる手軽さも魅力です

作り方
①米を研いで炊飯器に入れ、水一
合分を加えて30分おく。トマトは
ヘタを取る。
②①に醤油を加えて混ぜ、トマト
をのせて普通に炊く。
③炊き上がったらオリーブオイル
を加え、トマトをくずすように混ぜ
る。塩・こしょうで味を調える。
④器に盛り付け、粉チーズを振る。

材料（2人分）
白米 ·········································1合
トマト ·······································2コ
醤油 ···································大さじ1
オリーブオイル ···················大さじ1
塩・こしょう ·························各適量
粉チーズ ····························大さじ1

炊
飯
器
で
♪

ト
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ト
リ
ゾ
ッ
ト

10 122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／中静 喜秋、反町 敏彦、
反町 嘉男、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

3,300円（税込3,564円） 1137 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,340円（税込3,607円） 1138 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 3,020円（税込3,262円） 1139 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／おきたま自然農業研究会、
他／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／豊後の大地、他／
大分県、熊本県、福岡県、
鹿児島県、宮崎県、広島県、
島根県、岡山県、滋賀県

  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

2,720円（税込2,938円） 1149 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,790円（税込3,013円） 1150 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,590円（税込2,797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。

                      
   有機ミルキークイーン            
 1165     白米 5kg    3,450円    （税込3,726円）          

 1166     七分 5kg    3,450円    （税込3,726円）          

 1167     玄米 5kg    3,200円    （税込3,456円）                                                                             
 世界農業遺産の阿蘇山の麓にある「あそ有機農園」を中
心にお届けいたします。豊富な水源が多く、奇麗な水を
使い、米作りに取り組んでいます。            λ有機／あそ有機農
園、他／熊本県、茨城県     

   有機北海道ななつぼし            
 1168     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          
 1169     玄米 5kg    3,260円    （税込3,521円）                                                                                                   
 粘り、つや、うまみ、三拍子そろったお米です。北海道の
雄大な自然の恵みをお届けします。    〔1169〕※葉緑素の
残った緑色の玄米（活青米 いきあおまい）が多く混じっ
ている場合があります。        λ有機／金子 英治、他／北海
道     

   有機加賀ふゆみず田んぼコシヒカリ            
 1163    無洗米    白米 2kg    1,550円    （税込1,674円）          

 1164      胚芽米  2kg    1,530円    （税込1,652円）                                                                                                   
 美しい白鳥が舞い降りる「ふゆみず田んぼ」を実践して
いる、橋詰さんのお米をお届けします。            λ有機／橋詰 善
庸／石川県     

   有機北海道ふっくりんこ            
 1170    無洗米    白米 5kg    3,550円    （税込3,834円）          

 1171      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     

   稲田コシヒカリ            
 1172     白米 5kg    3,480円    （税込3,758円）          

 1173     七分 5kg    3,480円    （税込3,758円）                                                                                                   
 米は毎日の主食。安定した品質を維持することを大切
に、毎年おいしいと評判の稲田稲作研究会の米です。
            λ無／稲田稲作研究会／福島県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1174     白米 2kg    1,400円    （税込1,512円）          
 1175     玄米 2kg    1,300円    （税込1,404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。            λ無／ライ
スロッヂ大潟／秋田県     

                         庄内つや姫            
 1178     白米 5kg    2,787円    （税込3,010円）          
 1179     玄米 5kg    2,565円    （税込2,770円）                                                                                                   
 米どころ庄内平野から、甘み、うまみ、粘りがしっかりし
た、つややかな「つや姫」をお届けします。            λ8割減／庄
内協同ファーム／山形県     

   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     

   やまろくコシヒカリ            
 1176     白米 5kg    2,380円    （税込2,570円）          

 1177     玄米 5kg    2,180円    （税込2,354円）                                                                                                   
 施肥設計を的確に行い、毎年高い品質維持で信頼され
るコシヒカリです。            λ8割減／やまろく米出荷協議会／
福島県     

   ミルキークイーン            
 1182     白米 5kg    2,580円    （税込2,786円）          

 1183     七分 5kg    2,580円    （税込2,786円）          

 1184     玄米 5kg    2,380円    （税込2,570円）                                                                             
 低アミロース米のミルキークイーン。粘りの強さが特徴
です。冷めても「モチモチ感」が続くのでお弁当用には最
適です。            λ8割減／ライスネット仙台、他／宮城県、茨城
県、熊本県     

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

 1186     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                                                   
 やや強めの粘り、豊かな甘みうまみで人気の「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。    ※白い粒が入る場合があります。品種の特性
で食味には影響ありません。        λ9～7割減／当麻グリー
ンライフ、他／北海道     

   大分にこまる            
 1187    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）        
 1188     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）        
 1189     玄米 5kg    2,480円    （税込2,678円）                                                                           
 味の良い品種として九州で開発され秘かな人気のにこ
まる。見ためも良く、甘みと粘りのバランスが良好です。
            λ8割減／豊後の大地、他／大分県     

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

11122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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稲田稲作研究会の
皆さんとご家族

の産地

ほっと
Story
稲田稲作研究会
（福島県須賀川市）

稲田稲作研究会の
渡辺良勝さん（左）と

常松義彰さん

お米の「旬」を
いつまでもお届けします
ファンの多い稲田稲作研究会のコシヒカリ。
モチモチの食感とやさしい甘みの安定したお
いしさで人気のお米です。米の旬といえば新
米の時季ですが、そのおいしさをいつまでも味わうことができます。
通常、稲刈り後は米を玄米の状態で貯蔵しますが、稲田稲作研究会
ではその一つ手前の籾

もみ

の状態で貯蔵しています。米のおいしさを刈
りたての状態で保ち、いつでも精米したての味わいを楽しむことが
できるのです。さらに、食味検査をしてすべての生産者の米を測定
し、品質の安定を図っています。

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

                      

イメージイメージ

有機栽培の玄米を使用。有機栽培の玄米を使用。
白米のように炊ける手軽さも魅力白米のように炊ける手軽さも魅力

大地を守る会の生産者が有機栽
培で育てた玄米を使った、炊きや
すく食感の良い発芽玄米です。白
米と同じように炊飯でき、本品だ
けでも、白米と一緒に炊いてもお
召し上がりいただけます。
     ※1袋（1合）に対して、白米2合を目安に
炊き合わせます。        λファインフーズ（長
野県松本市）     

1190    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   大地を守る会の発芽玄米  
  600g(120g×5袋)   1,219円  （税込1,317円） 

限定 500

 通常品の約1.5倍の量で、袋はチャック
付き。お米1合に対して小さじ1杯を目安
にどうぞ。            λベストアメニティ（福岡県久
留米市）    θ大豆 

1192        
     大袋でお得な熊本ゆのまえ産 十六種雑穀米  

  300g   1,200円  （税込1,296円） 

イメージイメージ

             λ無／稲田稲作研究会／福島県     

   稲田コシヒカリ            
 1172         白米 5kg    3,480円    （税込3,758円）      
 1173         七分 5kg    3,480円    （税込3,758円）                                                                               

イメージイメージ

1191   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

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

12種類の雑穀で栄養バランスアップ12種類の雑穀で栄養バランスアップ

 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

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

                      

1194    ττ   NN 6/5お届け週6/5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。    ※写真と異なるパッケージでお届けする場合
があります。        λグリンリーフ（群馬県昭和村）     

限定 500  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）     

1195    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1196    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道産ミックスベジタブル  

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

限定 550

1197    ττ   NN 6/12お届け週6/12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 6/12お届け週6/12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）     

 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）     

1199    ττ   NN 6/5お届け週6/5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） 

 甘みと濃いうまみが
特徴の庄内ちゃ豆を
蒸してから冷凍しまし
た。レンジで温めてそ
のままやさまざまな料
理に。            λ高橋徳治商
店（宮城県東松島市）
    θ大豆 

1200    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     月山パイロットファームの庄内ちゃ豆（冷凍）  

  250g   487円  （税込526円） 

 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   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   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

 農薬、化学肥料を使
用せずに栽培したに
んにくの芽を凍結加
工。お好みのサイズに
カットして、炒め物や
スタミナ料理にどう
ぞ。            λベストアメニティ
（福岡県久留米市）     

1202    ττ       
     阿蘇小国町産 にんにくの芽（冷凍）  

  200g   362円  （税込391円） 

限定 1000

 福岡県産たけのこを
水煮にし、調理しやす
いよう短冊切りにしま
した。pH調整剤は不
使用です。            λ大一食
品工業（福岡県八女
市）  δお届け後30日
保証   

1203    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     きざみ たけのこ水煮  

  120g   303円  （税込327円） 

限定 1000

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

1204    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     むかし竹の子（水煮）   

  200g   507円  （税込548円） 

1205    ττ   NN 6/5お届け週6/5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）     

手作り手作り

1206    ττ   NN 6/5お届け週6/5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／セルビアまたはトルコ    λむそう商事（大阪府大阪市）     

1207    ττ   NN 6/5お届け週6/5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

1208    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     炒め物用カット野菜  

  220g   382円  （税込413円） 

 大地を守る会の生産
者の野菜を使用した
炒め物用カット野菜。
野菜たっぷりの炒め
物や焼きそばに。ア
レンジは自由自在！
            λタイヘイ（埼玉県
三郷市）  εお届け後2
日保証   

限定 500

お肉を加えて炒めれば、一品完成♪お肉を加えて炒めれば、一品完成♪

イメージイメージ

1209    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     8種野菜の洋風サラダ  

  85g   348円  （税込376円） 

 大地を守る会の生産
者の野菜を使用した
サラダ用カット野菜。
8種の野菜が入った
彩り豊かなサラダで
す。ボイルエビなどト
ッピングしてどうぞ。
            λタイヘイ（千葉県
松戸市）  εお届け後2
日保証   

限定 500

好きな具材を入れてアレンジしても好きな具材を入れてアレンジしても

12 122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 イメージイメージ

塩麹＆味噌の発酵調味料で、おいしく元気な一皿を塩麹＆味噌の発酵調味料で、おいしく元気な一皿を

 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   

1217    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

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

1216    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ボンレスハムスライス（中津）  

  100g   460円  （税込497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   

1210    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

1230    υυ       
     豚ロース塩こうじ漬（中津）  

  200g（2枚）   698円  （税込754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   

1233    ττ       
     鶏ムネ肉塩麹漬け  

  300g   570円  （税込616円） 
 まほろばライブファームの鶏ムネ肉を、
特製塩麹に漬け込みました。ふっくらま
ろやかな味わい。            λまほろばライブファ
ーム（山形県高畠町）     

1229    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ロース豚漬（味噌漬）（中津）  

  200g（2枚）   698円  （税込754円） 
 豚ロースを特製ピリ辛味噌ダレに漬け込み
ました。1枚100gとステーキのようなサイズ
で食べごたえあり。            λ中津ミート（神奈川県
愛川町）  εお届け後3日保証  θ落花生・大豆 

ハム・
ソーセージ

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

ハム・ソーセージ：
原料肉はすべて国産

                      

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

1211    υυ       
     ベーコンスライス（ファイン）  

  90g   411円  （税込444円） 
 うまみの濃い豚カタ肉が原料。パンには
さむだけでもおいしい。    ※3週に1回の取
り扱いです。        λ中津ミート（神奈川県愛
川町）  δお届け後3日保証   

1212    υυ       
     ショルダーベーコンスライス（中津）  

  100g   470円  （税込508円） 

イメージイメージ

1213    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     厚切りショルダーベーコン（益子手づくりハム工房）  

  80g   436円  （税込471円） 

 長い時間をかけて熟成、
スモークし、豚肉のうま
みを充分に引き出した
ショルダーベーコンで
す。    ※3週に1回の取り
扱いです。        λ益子手づく
りハム工房（栃木県益子
町）  δお届け後6日保証   

パスタを一層深みのある味わいにパスタを一層深みのある味わいに

 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   

1214    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

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

1215    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     カナディアンロースハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   489円  （税込528円） 

イメージイメージ

1218    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 

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

ふんわりやわらかく、やさしい味わいふんわりやわらかく、やさしい味わい

 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   

1219    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     あらびきロングウインナー  

  120g(4本)   444円  （税込480円） 

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

1220    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     粗挽ウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400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   

1221    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

 「ポークウインナー」よりも本数が多め。
やわらかく、香辛料控えめなのでお子さ
んにどうぞ。            λ中津ミート（神奈川県愛
川町）  δお届け後3日保証   

1222    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     やさしいポークウインナー  

  150g   380円  （税込410円） 

新商品

1006    ττ       
     北海道放牧豚ボロニア厚切りソーセージ  

  130g   503円  （税込543円） 

         ■原材料／豚肉、
豚脂、食塩、砂糖、
香辛料    λファー
マーズファクトリー
（北海道恵庭市）     

プリプリの食感がおいしい粗挽きプリプリの食感がおいしい粗挽き
北海道で健康に育った「放牧豚」が原
料。一般的なソーセージに多く使われ
る結着剤などの添加物は使わずに仕上
げました。粗挽きタイプで、歯ごたえ
が良く、ジューシー。焼くだけでメイ
ンのおかずになる一品です。

 レモンとパセリの風味とふわふわの食感
が特徴。沸騰した湯に塩を入れ、火を止
めて本品を3分ほど温めてどうぞ。            λファ
イン（山形県高畠町）  δお届け後5日保証   

1223    υυ       
     ヴァイスヴルスト（白ソーセージ）  

  150g   629円  （税込679円） 
 塩・香辛料・ハーブでマリネし、皮の脂で低
温・長時間煮込みました。解凍後、そのま
まか温めてどうぞ。            λ西崎ファーム（茨城
県かすみがうら市）  δお届け後32日保証   

1224    ττ       
     合鴨コンフィー  

  150g   950円  （税込1,026円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1225    ττ   NN 6/12お届け週6/12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   

ハーブ飼料であっさりとした肉質にハーブ飼料であっさりとした肉質に

1226    ττ       
     えばらハーブ豚しゃぶしゃぶセット  
  150g×3パック   1,591円  （税込1,718円） 
 飼料に加えるハーブの効果で、くさみがない豚肉で
す。        ■セット内容／ロースしゃぶしゃぶ用・モモしゃぶ
しゃぶ用・バラしゃぶしゃぶ用各150g   約1.8mm厚
  λ江原養豚（群馬県高崎市）  δお届け後60日保証   

イメージイメージ

1227    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     阿波徳島ウインナークラブ豚肉セット  
  870g(5パック)   2,617円  （税込2,826円） 

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

幅広い料理に活躍する5種の部位幅広い料理に活躍する5種の部位

1228    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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3種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   

1231    ττ   NN 6/5お届け週6/5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 

 自社農場の豚のレバーを、醤油ダレに漬
け込みました。野菜と一緒に炒めても。
            λ中津ミート（神奈川県愛川町）  δお届
け後60日保証  θ小麦・大豆 

1232    ττ       
     豚レバー焼肉用（味付）  

  200g   407円  （税込440円） 

イメージイメージ

セットもの・簡単調理

イメージイメージ

13122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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 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   

1250    ττбб   NN 6/5お届け週    
     冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   1,017円  （税込1,098円） 

1249    υυ   NN 6/12お届け週    
     徳用合挽（短角牛：豚＝1：1）・300g  

  300g   973円  （税込1,051円） 

  うまみの濃い山形村短うまみの濃い山形村短
角牛とこくのある仙台黒角牛とこくのある仙台黒
豚会の豚肉を1：1でブレ豚会の豚肉を1：1でブレ
ンド。おもてなし料理にンド。おもてなし料理に
もどうぞ。もどうぞ。                    直径約3mm直径約3mm
    λλ山形村短角牛肥育部山形村短角牛肥育部
会・仙台黒豚会（岩手県会・仙台黒豚会（岩手県
久慈市・宮城県大崎市久慈市・宮城県大崎市
他）他）    εεお届け後2日保証お届け後2日保証      

1265    ττ   NN 6/5お届け週    
     冷凍徳用豚しゃぶしゃぶ用  

  400g   900円  （税込972円） 

           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   

1266    ττ       
     冷凍豚バラしゃぶしゃぶ用  

  200g   560円  （税込605円） 

           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   

1246    ττ   NN 6/12お届け週    
     冷凍徳用阿蘇あか牛カルビ焼用  

  250g   2,265円  （税込2,446円） 

           約5mm厚  λうぶやま村あか牛の会（熊
本県産山村）  δお届け後60日保証   

1235    ττбб   NN 6/5お届け週    
     冷凍短角牛切落し  

  150g   1,202円  （税込1,298円） 

           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   

1283    ττ       
     徳用うまか赤鶏手羽元・バラ凍結  

  600g   1,164円  （税込1,257円） 

 うまみたっぷりのだ
しが取れるのも魅力
の手羽元。使いやす
いバラ凍結です。通
常品で買うよりお得。
            λ九州赤鶏の会（大
分県日田市他）     

牛肉

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用
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

                      

イメージイメージ

1234    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     短角牛牛丼用うす切り  

  180g   1,434円  （税込1,549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   

時短でさっとごちそう丼が完成時短でさっとごちそう丼が完成

1236    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛モモスライス  

  180g   1,458円  （税込1,575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   

1237    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛ローススライス  

  180g   1,821円  （税込1,967円） 
 程よい脂で、風味が良い部位。焼肉や炒
め物、煮物に。牛脂付。          約3mm厚  λ山形
村短角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお
届け後2日保証   

1238    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     短角牛すき焼用  

  180g   1,564円  （税込1,689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   

1239    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛バラしゃぶしゃぶ用  

  180g   1,373円  （税込1,483円） 
 脂肪の多い部位。肉じゃがなどの煮物に
もおすすめ。          約1.8mm厚  λ山形村短角
牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届け後
2日保証   イメージイメージ

1240    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     短角牛モモサイコロステーキ用  

  180g   1,572円  （税込1,698円） 

 脂が少なめで、うまみが
濃いモモ。お子さんで
も食べやすいです。牛
脂付。          20～25mm角
  λ山形村短角牛肥育
部会（岩手県久慈市）
  εお届け後2日保証   

大根おろしをのせてさわやかに大根おろしをのせてさわやかに

1241    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     短角牛サーロインステーキ用  
  200g(1枚)   2,757円  （税込2,978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   

1242    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛バラカルビ焼用  

  180g   1,373円  （税込1,483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   

1243    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛スネ煮込用（カレー・シチュー用）  

  180g   1,223円  （税込1,321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   

1244    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     短角牛小間切  

  150g   1,089円  （税込1,176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   

1245    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     短角牛挽肉  

  180g   817円  （税込882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   

1247    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     未来とかち牛切り落とし・バラ凍結  

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

1248    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     合挽（短角牛：豚＝1：1）  

  200g   669円  （税込723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

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

                      

1251    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1252    ττ       
     冷凍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）  δお届け後60日保証   

1253    υυ       
     お試し少量・豚カタローススライス  

  100g   360円  （税込389円） 
 こく深い赤身と程よい脂身のバランスが
絶妙な「豚カタローススライス」。便利な使
い切りサイズです。          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   

  タコライ
スタコライス  

  豚冷しゃ
ぶサラダ豚冷しゃぶサ
ラダ  

  スープカ
レースープカレー  

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

  肉野菜炒め肉野菜炒め  

　　　　　　冷凍品冷凍品＆＆
　　　　　　徳用品徳用品

この季節に合うスパイシーな味付けに仕上げてこの季節に合うスパイシーな味付けに仕上げて

うまみたっぷりのだしで滋味深くうまみたっぷりのだしで滋味深く

ぱぱっと炒めてスタミナメニューぱぱっと炒めてスタミナメニュー

お好みの野菜と一緒にさっぱりとお好みの野菜と一緒にさっぱりとストックにおすすめ

便 利 な
お 得 な

14 122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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1254    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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   

1255    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     豚モモスライス  

  200g   461円  （税込498円） 
 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   

1256    ττ       
     冷凍少量パックセット豚モモスライス  
  100g×3パック   758円  （税込819円） 

 仙台黒豚会のモモ肉を約3mmの厚さにス
ライス。使い勝手の良い100gずつ個包装に
して凍結しました。          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   

1257    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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   

1258    υυ   NN 6/12お届け週6/12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   

1259    υυ       
     豚赤身スライス  

  200g   489円  （税込528円） 
 赤身が中心のモモをスライス。脂身が気
になる方にもおすすめです。          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   

1260    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     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   

1261    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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   

1262    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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   

1264    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

イメージイメージ

1263    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     徳用・豚ロースソテー・トンカツ用（5枚）  
  500g(5枚)   1,454円  （税込1,570円） 

 赤身と脂身のバラン
スが、ソテーやトンカ
ツにぴったり。5枚
入りでお得です。          約
15mm厚  λ仙台黒豚
会（宮城県大崎市他）
  εお届け後2日保証   

家族みんなが満足の徳用規格家族みんなが満足の徳用規格

イメージイメージ

1267    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     豚バラブロック  

  400g   1,120円  （税込1,210円） 

 じっくり煮込むととろ
けるようなやわらかさ
に。角煮などに。            λ仙
台黒豚会（宮城県大
崎市他）  εお届け後2
日保証   

甘みのある、やわらかな脂身が美味甘みのある、やわらかな脂身が美味

1269    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     うまか黒豚モモスライス  

  200g   753円  （税込813円） 
 うまみがありながらもさっぱりとしたモ
モをスライスしました。          約1.5mm厚  λ秋
川牧園生産グループ（福岡県福岡市他）
  δお届け後60日保証   

イメージイメージ

1268    ττ       
     冷凍豚スペアリブ  

  400g   891円  （税込962円） 

 肩に近い部位の骨付
き肉。歯ごたえがあ
り、うまみが濃いで
す。            λ仙台黒豚会（宮
城県大崎市他）  δお
届け後60日保証   

こんがり焼いて、豪快にかぶりついてこんがり焼いて、豪快にかぶりついて

1270    ττ       
     北海道放牧豚ロース厚切り（2枚）  

  200g(2枚)   767円  （税込828円） 
 脂の甘みと赤身のうまみのバランスが良
いロース肉を、ステーキなどに適した厚
切りにスライス。            λ希望農場（北海道厚
真町）  δお届け後60日保証   

1271    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1273    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

イメージイメージ

1272    ττ   NN 6/12お届け週6/12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   

キムチと炒めてメインおかずにキムチと炒めてメインおかずに

1274    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     豚粗挽肉  

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

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

1275    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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

                      

1276    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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

1277    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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）     

1278    ττ   NN 6/12お届け週6/12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）     

1279    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     うまか赤鶏ムネ肉  

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

1280    ττ       
     徳用鶏モモ肉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）     

1281    ττ       
     鶏モモ肉唐揚用・バラ凍結（秋川）500g  

  500g   1,180円  （税込1,274円） 
 非遺伝子組み換えの植物性飼料を主体
に育てた鶏のモモ肉を、唐揚げに便利な
大きさにカットし、バラ凍結。            λ秋川牧園
（山口県山口市）     

1282    ττ       
     鶏ムネ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

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

1284    ττ       
     鶏粗挽肉・バラ凍結（まほろば）  

  300g   662円  （税込715円） 

 約８mm挽きでごろっ
と大きめ。肉の食感と
ジューシーさを味わ
えます。            λまほろばラ
イブファーム（山形県
高畠町）     

ジューシーな肉質を楽しめますジューシーな肉質を楽しめます

1285    ττ       
     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）     

15122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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千葉県産の真イワシを、特製ドレッシングでさっぱり味に。千葉県産の真イワシを、特製ドレッシングでさっぱり味に。
解凍して盛り付けるだけ。サラダのトッピングにもおすすめ解凍して盛り付けるだけ。サラダのトッピングにもおすすめ

 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］   

1349    ττ   NN 6/12お届け週    
     まいわしマリネ  

  120g   415円  （税込448円） 

 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］   

1288    ττ       
     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

 水洗いするだけで、ワ 水洗いするだけで、ワ
カメの風味がよみがカメの風味がよみが
える、人気の商品でえる、人気の商品で
す。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］   

1336    υυ   NN 6/5お届け週    
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   512円  （税込553円） 

 脂のりの良い紅鮭を天
塩に漬け、一昼夜寝か
せてうまみを熟成。さ
らにオリジナルの西京
味噌に二昼夜漬け込
みました。        ■漁場／カ
ムチャツカ■原産国／
ロシア    λ札幌中一（北
海道札幌市）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1343    ττ       
  $$   じっくり熟成 紅鮭西京焼き  

  105g(3切)   678円  （税込732円） 

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］   

1286    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   地あじ刺身用  

  200g   640円  （税込691円） 

イメージイメージ

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

1287    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     土佐近海一本釣りかつお刺身用  

  100g   661円  （税込714円） 

イメージイメージ

 「マグロの女王」と呼ばれる天然のミナミマグロ
を使用。きめ細かな身質は、もっちりとした食感
でうまみが濃厚。        ■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］   

1289    ττ       
     天然南まぐろ切落し（刺身用）  

  70g   648円  （税込700円） 
 メバチマグロの脂身（中トロ）部分を使用。
わさびと醤油で刺身や中トロ丼に。        ■漁場
／太平洋または大西洋    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け後10日保証［生食可］   

1290    ττ       
     大たいこうまる功丸のめばちまぐろ中トロ（刺身用）  

  150g   1,347円  （税込1,455円） 

イメージイメージ

 一つ一つていねいに筋を除去して食感良
く仕上げました。酸化防止剤やゼラチン
などは不使用。            λマストミ（徳島県徳島
市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1291    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     まぐろすき身（ネギトロ用）  

  50g×2パック   579円  （税込625円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1292    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   797円  （税込861円） 

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

ホタテ本来の濃い甘みを堪能ホタテ本来の濃い甘みを堪能

 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］   

1293    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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

 水揚げされたホタルイカをボイル。潮の香りとほ
ろ苦さ、独特のうまみがあります。    ※5月頃までの
取り扱い予定。    ■漁場／山陰沖    λ浜勝商店（鳥
取県岩美町）  δお届け後45日保証［生食可］   

1294    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ボイルほたるいか  

  150g   490円  （税込529円） 

 日本船が漁獲したメバチマグロを、天然醸
造醤油と米発酵調味料「味の母」で作ったタ
レに漬けました。            λマストミ（徳島県徳島市）
  δお届け後15日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1295    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   まぐろ漬け丼用（メバチ）  
  70g（固形量50g）×2パック   675円  （税込729円） 

イメージイメージ

 北海道産雄鮭の身とイクラを、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。            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 

1296    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     鮭親子漬け丼用  

  80g×2パック   822円  （税込888円） 

イメージイメージ

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

1297    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   561円  （税込606円） 
 北海道産の天然雄鮭。薄味で、程よく脂がの
った鮭本来のうまみが生きています。絶妙
な塩加減を堪能して。        ■漁場／北海道    λ魚
中（東京都足立区）  δお届け後45日保証   

1298    ττ       
     北海道産 鮭切身（うす塩味）  

  120g(2切)   498円  （税込538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   

1299    ττ       
     紅鮭切身  

  180g(2切)   703円  （税込759円） 

 小さめのカマスを料理しやすいように背
開きにし、中骨と腹骨を取り除きました。
上品な味わいの淡泊な白身。        ■漁場／新
潟県    λまえた（新潟県新潟市）     

1300    ττ       
     新潟県産開きかます（無塩）  
  130g(4枚以上)   518円  （税込559円） 

 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   

1301    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     あじフィーレ（加熱用）  
  150g(11枚以上)   381円  （税込411円） 

 九州西方沖で漁獲したサバをベテランスタッ
フが手際良く三枚おろしに。１枚ずつの個包
装で保存に便利。        ■漁場／長崎県    λマルイ水
産商事（長崎県平戸市）  δお届け後45日保証   

1302    ττ       
     真さばフィレ（三枚おろし）  

  200g（2枚）   475円  （税込513円） 
 調理しやすいよう開きに加工しました。
衣を付けてフライや天ぷらに。蒲焼きも
おすすめ。        ■漁場／青森県    λ荒木水産
（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1303    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     真いわし開き  
  250g(4枚以上)   590円  （税込637円） 

 くせのない白身で、どんな料理にも合い
ます。焼き魚、フライ、ムニエルなどに。
        ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札
幌市）  δお届け後45日保証   

1304    ττ       
     宮本さんの北海道真だら切身  

  240g(3切)   608円  （税込657円） 

イメージイメージ

旬旬のの魚・海藻魚・海藻でで
簡単調理簡単調理

刺身

切身

手軽に一品！

盛るだけ

切るだけ

ゆでる
だけ

温める
だけ

16 122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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イメージイメージ

1305    ττ       
     もったいナイ魚・ゆめかさご（下処理済）  
  250g(4尾以上)   450円  （税込486円） 

 山陰沖の小さめサイズの
ユメカサゴを下処理しま
した。素揚げすれば骨ま
で丸ごと食べられます。
甘みのある皮目が美味。
        ■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   

素揚げして頭も骨も丸ごとおいしく素揚げして頭も骨も丸ごとおいしく

 長崎県で11月下旬から1月に漁獲された寒ブ
リです。程よく身が締まり、脂のりも良好。照
り焼きや煮物でどうぞ。        ■漁場／長崎県    λ大
畑食品（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1306    ττ       
     長崎産天然寒ぶり切身  

  160g(2切)   554円  （税込598円） 

新商品

オホーツク海で獲れた時鮭・ホタ
テ・水ダコ、北海道産のガゴメ昆
布などを特製のたれに漬け込み
ました。イクラを散らしているの
で、解凍してそのままごはんに盛
れば、ぜいたくな海鮮丼として楽
しめます。今回、鮭のなかでも特
に脂のりの良い時鮭を使用。一層
豪華な海鮮五宝漬をお楽しみくだ
さい。

         ■原材料／時鮭、ホタテ、水ダコ、ガゴメ昆
布、醤油（大豆、小麦を含む）みりん、食塩、イ
クラ醤油漬    λ知床ジャニー（北海道斜里町）
  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1004    ττ       
     オホーツク産 海鮮五宝漬  

  130g   790円  （税込853円） 

脂のりの良い時鮭を使用した脂のりの良い時鮭を使用した
一層豪華な海鮮五宝漬が登場一層豪華な海鮮五宝漬が登場

イメージイメージ

1307    ττбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043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 

くさみがなく、ぷりぷりの食感くさみがなく、ぷりぷりの食感

 プランクトンを飼料に、薬剤不使用の粗放養殖で育ったエビで
す。フライ・天ぷらに。    ※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 

1308    ττ       
     エコシュリンプ（Ｌ）  

  300g   1,635円  （税込1,765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 

1309    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     たかえびむき身（加熱用）  

  150g   603円  （税込651円） 
 プリプリした食感のマレーシア産天然エビ
と、北海道噴火湾で水揚げされたベビー
ボイルホタテをバラ凍結。            λ札幌中一（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θえび 

1310    ττ       
     徳用エビ・帆立ミックス  

  300g   970円  （税込1,048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    λおおぐさ丸水産（千葉
県富津市）  εお届け後2日保証   

1311    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   576円  （税込622円） 

イメージイメージ

1312    ττ       
     宍道湖のしじみ（冷凍ツインパック）  

  80g×2パック   495円  （税込535円） 

 シジミの一大産地・
島根県宍道湖産。砂
抜き処理したものを
パックして冷凍しまし
た。凍ったままでご使
用ください。        ■漁場／
宍道湖    λイトハラ水
産（島根県松江市）     

今が旬！ 滋味たっぷりのシジミ汁にして今が旬！ 滋味たっぷりのシジミ汁にして

 広島湾のなかでも養殖に適した中西部
海域の養殖ガキを急速冷凍。炒め物やフ
ライにどうぞ。        ■漁場／広島県    λ広島県
漁業協同組合（広島県広島市）     

1313    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     広島産冷凍かき（加熱用）  

  200g   598円  （税込646円） 

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

すべて国内工場で製造

干物・漬込魚
簡単調理

                      

 朝市で買い付けた真アジを開きました。
脂質が10％以上あるアジに限定し、質も
鮮度も格別。        ■漁場／島根県沖    λ岡富商
店（島根県大田市）  δお届け後20日保証   

1314    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     「朝どれ」あじ開き（中）  

  180g(2枚)   459円  （税込496円） 
 身厚で脂ののった国産真アジの干物。食品添
加物を使わず、職人が一枚一枚開き加工し、
天日干ししました。        ■漁場／長崎県    λ島源
商店（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1315    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     真あじ天日干し 2枚入（島源）  

  140g(2枚)   430円  （税込464円） 

イメージイメージ

1317    ττ       
     北海道産真いわし一夜干し  

  240g(3枚)   528円  （税込570円） 

 北海道釧路沖で水揚
げ後、急速凍結しまし
た。大型で、脂のりも
しっかり！ シンプルに
焼き魚でどうぞ。        ■漁
場／北海道    λ桃屋
食品（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証   

新鮮で、脂のりも抜群の大型イワシ新鮮で、脂のりも抜群の大型イワシ

 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   

1316    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   566円  （税込611円） 

イメージイメージ

1318    ττ       
     天日干し開きほっけ  

  200g（1枚）   528円  （税込570円） 

 近海産の旬の真ホッ
ケを海の目の前で天
日干しにしました。潮
の香りと一緒にお届
けいたします。        ■漁
場／北海道    λ丸共
水産（北海道稚内市）
  δお届け後30日保証   

脂ののった旬の身にうまみが凝縮脂ののった旬の身にうまみが凝縮

 ロシア産の紅鮭のなかでも沖獲りのものを
厳選。切身にしてから干し、紅鮭のおいしさ
を凝縮させました。        ■漁場／ロシア    λ桃屋
食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1319    ττ       
     紅鮭切身一夜干し  

  180g(3切)   856円  （税込924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   

1320    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円） 

 山陰沖で獲れた、脂のりの良いカマスを使
用。あっさりと上品な白身です。グリルで
焼いてどうぞ。        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水
産（島根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1321    ττ       
     山陰のかます開き  

  160g（2尾）   455円  （税込491円） 
 希少な国産本シシャモです。かむほどにあふれ
る豊富なうまみが特徴です。そのまま焼いた
り、フライにしてどうぞ。        ■漁場／北海道    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1322    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道産本ししゃも（メス）  

  10尾   880円  （税込950円） 

イメージイメージ

1323    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   990円  （税込1,069円） 

 脂がのった銀ダラを、
上品な味の西京味噌
に漬け込みました。酒
粕の甘みと香りがき
いています。        ■原産国
／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届
け後45日保証  θ大豆 

酒粕の甘みと香りが絶妙に調和酒粕の甘みと香りが絶妙に調和

 香り高い西京味噌に漬けたさっぱり味の
メカジキ。軽く味噌を落として焼いてく
ださい。        ■漁場／太平洋    λ魚中（東京都
足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1324    ττ       
     気仙沼めかじき西京漬  

  140g(2切)   698円  （税込754円） 

山陰の高級魚・ノドグロが唐揚げに！山陰の高級魚・ノドグロが唐揚げに！
カラリと揚げて丸ごとパリパリッ♪カラリと揚げて丸ごとパリパリッ♪

山陰沖で漁獲された脂ののった
ノドグロ（アカムツ）を、シンプル
な味付けで唐揚げ用に仕上げま
した。かたい部分の中骨、背び
れと腹びれ、尻びれの根元の骨
を除去していますので、頭から
尾まで丸ごと食べられます。冷
凍のまま中温の油で約５分揚げ
るだけ。フライパンの場合は多
めの油で、両面を揚げ焼きにし
てお召し上がりください。

         ■原材料／アカムツ（山陰沖）、でん粉、
食塩、こしょう    λ小倉水産食品（鳥取県
境港市）     

1005    ττ       
     のどぐろ唐揚用  
  120g(3枚以上)   680円  （税込734円） 

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

イメージイメージ

イメージイメージ

17122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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 北海道近海で水揚げされたゲンゲを、自社製
西京味噌に約12時間漬け込みました。コラー
ゲンたっぷり。        ■漁場／北海道    λ桃屋食品（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1325    ττ       
     もったいナイ魚・フライパンで焼くげんげ西京漬け  

  180g(3切)   589円  （税込636円） 
 宮城県金華山沖で漁獲された脂のりの良い金
華サバを、オリジナルのみりん醤油ダレに漬け
込みました。        ■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  θ小麦・大豆 

1326    ττ       
     金華沖さばみりん醤油漬  

  180g(4切)   428円  （税込462円） 
 鮮魚のまま素早くミンチにし凍結。鍋
や汁物、ハンバーグなどに。        ■漁場／山
陰沖    λ小倉水産食品（鳥取県境港市）
  δお届け後45日保証   

1327    ττ       
     いわしミンチ  
  150g×2パック   598円  （税込646円） 

 濃厚な味に定評がある広島県産のカキ。
身入りが良い旬の時季のものを使用しま
した。            λ広島県漁業協同組合（広島県広
島市）    θ小麦 

1328    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   広島産かきフライ  

  160g(8粒)   549円  （税込593円） 

イメージイメージ

 鹿児島県阿久根沖で獲れた新鮮な真ダ
コを、一口大にして粉付けしました。油で
揚げるだけです。            λ中野水産（鹿児島県
阿久根市）  δお届け後45日保証   

1329    ττ       
  $$   真だこから揚げ  

  150g   493円  （税込532円） 

イメージイメージ

魚卵・シラス
海藻

魚卵：リン酸塩、発色・着色料等の
食品添加物不使用
シラス：塩素系殺菌剤、
漂白剤等の食品添加物不使用

海藻：すべて国産

                      

 貴重な国産のスケトウダラの卵。新鮮な
うちに加工されるので、つぶつぶ感が違
います。        ■漁場／北海道    λ西昆（福岡県
古賀市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1330    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道産塩たらこ  

  70g   661円  （税込714円） 
 やわらかくボイルし、程よい塩味に仕上げたシラスを
使いやすい小分けパックにしました。  2点以上注文する
と1点あたり5ポイント付与します。      ■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］   

1331    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

 駿河湾産のシラスを急速凍結。春獲れのシ
ラスを生食で楽しめます。おいしい生シラス
丼に！    ※8月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／
駿河湾    λ小倉食品（静岡県静岡市）  ［生食可］   

1332    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     駿河湾産生しらす  

  70g   438円  （税込473円） 
 前浜のイワシの稚魚を水揚げ後、すぐに塩ゆ
でして天日干し。程よい塩加減の乾いたタイ
プです。        ■漁場／宇和海    λ無茶々園（愛媛
県西予市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1333    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   569円  （税込615円） 

 適度に干したシラスのため、やわらかいで
す。塩を加えずにゆでた自然な風味が特徴。
        ■漁場／瀬戸内海    λハヤシ食品工業（広島
県広島市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1334    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     釜上げちりめん（しらすぼし）  

  100g   555円  （税込599円） 
 生産者限定の熊本県八代海産カタクチイ
ワシを使用。たっぷり使える徳用サイズで
す。        ■漁場／熊本県    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］   

1335    υυ       
     徳用 上

じょうかん

乾ちりめん（熊本産）  
  150g   856円  （税込924円） 

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

1337    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     きざみめかぶ  

  50g×4パック   463円  （税込500円） 
1338    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     伊平屋島産味付け太もずく  

  230g   368円  （税込397円） 

 沖縄県産の熟した太モ
ズクのみを使い、国産
原料で味付けしました。
モズクの歯ごたえと程
よい酸味が美味。            λ島
酒家（沖縄県那覇市）
  δお届け後15日保証
［生食可］  θ小麦・大豆 

くせになる歯ごたえと程よい酸味くせになる歯ごたえと程よい酸味

魚の惣菜

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準
着色料、化学調味料（アミノ酸
等）等の食品添加物不使用

すべて国内工場で製造

                      

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

1339    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）130g  
  1尾(130g)   2,480円  （税込2,674円） 

イメージイメージ

 飼料には抗生物質などの薬剤を使っていません。弾力のあ
る身が特徴です。解凍後フライパンで焼いてどうぞ。    ※お買
い上げ代金のうち50円は「ささエールうなぎ基金」として積み
立てられます。        λ加持養鰻場（高知県四万十市）    θ小麦・大豆 

1340    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ささエール四万十うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）160g  
  1尾(160g)   2,421円  （税込2,611円） 

イメージイメージ

 肉厚で脂のりが良い長崎県対馬の近海、
西沖のアナゴを食べやすくカットし、特製
ダレで煮付けました。        ■漁場／対馬    λ対
馬水産（長崎県対馬市）    θ小麦・大豆 

1341    ττ       
     西のとろあなご 煮穴子カット  

  80g   868円  （税込937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   

1342    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道産 焼鮭  

  150g(5切)   712円  （税込769円） 

 北海道釧路沖で水揚げされたサンマを、西京
味噌に漬け込みました。温め直すだけで手軽に
食べられます。        ■漁場／北海道    λ札幌中一（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1344    ττ       
     さんま西京焼き  

  150g(4切)   498円  （税込538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 

1345    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     小あじ南蛮漬け  
  180g(固形量140g)   435円  （税込470円） 

 さっぱりとした梅煮で、余分な脂もほとんど
なく、おいしく食べられます。解凍してその
ままでもOK。            λ小倉水産食品（鳥取県境
港市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1346    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     真いわしの梅煮  

  100g（3尾）   394円  （税込426円） 
 九十九里の郷土料理。カタクチイワシを、
純米酢や国産黒ごまで調理しました。        ■漁
場／千葉県沖    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］   

1347    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   いわしごま漬  

  120g   379円  （税込409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］   

1348    ττ       
  $$   徳用・北海道産スモークサーモン  

  160g   924円  （税込998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 

1350    υυ       
     くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 

 王隠堂農園の生姜を、砂糖と醤油、カツ
オ節で甘辛く炊きました。ごはんのおと
もにぴったりです。            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）    θ小麦・大豆 

1351        
     しょうがの佃煮  

  100g   522円  （税込564円） 
 添加物を使わずに昔ながらの製法で作
った佃煮。おにぎりや太巻き寿司の具
に。            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 

1352    υυ       
     あみ佃煮  

  65g   235円  （税込254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）     

1353   б б   NN 6/5お届け週6/5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） 

 酸処理していない、有
明の秋芽一番摘みの
海苔を使用。やわら
かく、海苔本来のうま
みと香りがあります。
            λ成清海苔店（福岡
県柳川市）     

1354    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     成清さんの有明一番摘み 焼海苔  

  全形10枚   500円  （税込540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）     

1355    NN 6/5お届け週6/5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） 

1356    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     知
しれとこ

床産手ほぐし鮭  
  80g   531円  （税込573円） 

 塩鮭を焼いて手でほ
ぐしました。添加物を
使わず塩だけのシン
プルな味付け。お茶
漬けやおにぎりの具
などに。            λ知床ジャ
ニー（北海道斜里町）
  δお届け後15日保証   

手ほぐしならではのふっくら仕上げ手ほぐしならではのふっくら仕上げ

 徳島県産ワカメ、瀬戸内海産チリメン、
国産ごまをミックスした、しっとりタイプ
のふりかけ。            λハヤシ食品工業（広島県
広島市）  δお届け後45日保証   

1357        
     若布ちりめん  

  40g   362円  （税込391円） 

簡単調理

18 122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

冬の間に栄養分を十分に
蓄え、八十八夜ごろに芽吹
いたお茶。生産者の松田さ
んが、静岡県小笠山の麓に
ある、100年以上続く農園
で健康な土作りを行い、栽
培期間中農薬不使用で育
てました。さわやかな香り
とやさしい甘みが特
徴です。

さわやかな香りで甘みほんのり

3位
静岡県産

栽培期間中、農薬や化学肥
料を一切使わず、手間ひまか
けて育てた有機緑茶です。茶
葉は、一般的に流通量が多
い「やぶきた」ではなく、「静
7132号」。甘みとこくのある
上品な味わいが特徴で、ほの
かに桜葉のような香りがしま
す。煎茶に適した深蒸
し仕上げ。

桜葉のような風味の希少な品種

4位
静岡県産

深蒸

農薬や化学肥料を使わず
に、製茶・袋詰めまで一貫
して行う、屋久島八万寿茶
園から。茶畑の周りにはヨ
モギやワラビなどが生え、
豊かな自然が広がっていま
す。くりた早生とさえみど
り、ゆたかみどりなどの品
種をブレンド。あっ
さりしつつも、滋味
深い味わい。

屋久島の豊かな自然が育んだ滋味

2位
鹿児島県産

っ

赤外焙煎火入れをして印
象深い香りに仕上げた新茶
の茎の部分に、有機栽培の
抹茶をブレンドしました。
茎茶の独特な香りと抹茶特
有の甘みがマッチ。抹茶入
りならではの色鮮やかさに
加えて、味も濃く、それで
いて全体的にさっぱり
とした味わいです。

抹茶入りならではの濃厚な味わい

1位
京都府産

                      

1729    NN 6/5お届け週6/5お届け週        
     新茶・宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   630円  （税込680円） 
     ※６月頃までの取り扱い予定。        λ堀田勝太郎商店（京都府宇治市）     

1726        
  $$   新茶・松田さんのやすらぎ一番茶  

  100g   920円  （税込994円） 
     ※６月頃までの取り扱い予定。        λ松田博久（静岡県袋井市）     

     ※６月頃までの取り扱い予定。        λ屋久島八万寿茶園（鹿児島県屋久島町）     

1731    NN 6/12お届け週6/12お届け週        
     新茶・有機屋久島茶  

  80g   1,040円  （税込1,123円） 

             λ日本農産（静岡県浜松市）     

1725        
     新茶・樽井さんの有機長生殿  

  100g   2,241円  （税込2,420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

                      

1364    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会のびん牛乳  

  720ml   265円  （税込286円） 

 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 

毎週 9071

搾りたての風味で後味すっきり搾りたての風味で後味すっきり

1365    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

 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 

毎週 9070

脂肪が少なめのさっぱりとした味脂肪が少なめのさっぱりとした味

毎週 9073

 丹那盆地の新鮮な生乳の
風味を生かすため、ノンホ
モジナイズで65℃ 30分
低温殺菌しています。  2点
以上注文すると1点あたり8
ポイント付与します。          λ函南
東部農協（静岡県函南町）
  εお届け後6日保証  θ乳 

1362    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳  

  1000ml   335円  （税込362円） 

毎週 9072

 長野県中部で非遺伝子組み
換え飼料で育った乳牛の生
乳を使用。遠心分離で脂肪分
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 

1363    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

毎週 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 

1366    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

毎週 9075

 非遺伝子組み換えの
輸入穀物・牧草を中
心に与えた牛の生乳
を低温殺菌・ホモジナ
イズ処理。            λタカハ
シ乳業（群馬県前橋
市）  εお届け後5日保
証  θ乳 

1367    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   那須のおいしい低温殺菌牛乳  

  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 

1368    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     パスチャライズ飛騨牛乳  

  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 

1369    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     鈴鹿山麓の低温殺菌牛乳  

  500ml   183円  （税込198円） 

 山地酪農をする自社牧場で、主に牧
草で育ったブラウンスイス種の牛
乳。すっきりした後味が特徴。72℃
15秒で殺菌。  2点以上注文すると1点
あたり5ポイント付与します。  ※商品名を
「ブラウンスイス牛乳（ノンホモ）」か
ら変更しました。        λ木次乳業（島根
県雲南市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1370    υυ       
     木
きすき

次の放牧ブラウンスイス牛乳（ノンホモ）  
  500ml   199円  （税込215円） 

 丹那の低温殺菌牛乳
用の生乳を使った乳
脂肪分約47％の生
クリーム。くせが少な
く、とてもまろやか。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  εお届
け後5日保証  θ乳 

1371    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     丹那の純生クリーム（乳脂肪分47％）  

  200ml   507円  （税込548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 

1372    υυ   NN 6/5お届け週6/5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 

1373    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     丹那のむヨーグルト花子ちゃん  

  1000ml   341円  （税込368円） 

1374    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1361    υυбб  NN 6/5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    平飼卵        
 1359    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1360    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）     

1358    υυбб  NN 6/5お届け週6/5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

1729 イメージイメージ

今年もいよいよ出そろいました

の
初夏の風がさわやかで心地よい季節になりました。
香り豊かな新茶のなかから、昨年の人気上位の銘柄
をご用意。この時季限定の風味をお楽しみください。

19122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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1375    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道産生乳と砂糖のみで仕上げたのむヨーグルト  

  180g×6本   900円  （税込972円） 
 程よい酸味とすっきりとした甘さ。生きて腸
まで届くビフィズス菌BB-12が健康習慣に
一役買ってくれます。            λ新札幌乳業（北海
道札幌市）  δお届け後14日保証  θ乳 

1376    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ＮＳ乳酸菌飲料（国産豆乳使用・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

2週目

お試し
ポイント

4週連続

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 

1377    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   那須のおいしいプロバイオティクスヨーグルト  

  405g   265円  （税込286円） 

毎週 9081

 丹那の新鮮な牛乳を
デンマークの乳酸菌
で発酵。お好みのフル
ーツを入れて。            λ函
南東部農協（静岡県
函南町）  δお届け後
13日保証  θ乳 

1378    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     丹那の全乳ヨーグルト  

  500ml   296円  （税込320円） 

1379    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     飛騨ヨーグルト  

  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 

1380    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     南信州のおいしい低脂肪ヨーグルト  

  405g   227円  （税込245円） 

毎週 9086

 「ケフィール菌」で発酵
させたヨーグルト。チ
ーズのような香りと、
なめらかな口当たり
が特徴。            λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）
  δお届け後9日保証
  θ乳 

1381    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ケフィアヨーグルト（プレーン）  

  405g   371円  （税込401円） 

 島根県奥出雲の自然
の中でのびのびと育
てた牛の生乳を使用。
新鮮な生乳の甘みと
風味を楽しめます。
            λ木次乳業（島根県
雲南市）  δお届け後8
日保証  θ乳 

1382    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     木
き す き

次すこやかヨーグルト  
  400g   290円  （税込313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 

1383    υυ   NN 6/5お届け週6/5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 

1384    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト  

  500g   393円  （税込424円） 

1385    υυ   NN 6/5お届け週6/5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

生乳と砂糖だけで作ったやさしい甘み生乳と砂糖だけで作ったやさしい甘み

1386    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1387    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

 3カ月以上じっくり熟成させた半硬質タイプの
チーズ。口の中に広がるまろやかでこくのある
味わいが魅力です。            λノースプレインファーム
（北海道興部町）  δお届け後30日保証  θ乳 

1388    υυ       
     ノースプレインファームのゴーダチーズ  

  100g   635円  （税込686円） 

 「大地を守る会のびん牛乳」と同じ生乳
を使用。くせのないマイルドな味わい。
            λタカハシ乳業（群馬県前橋市）  δお届
け後15日保証  θ乳 

1389    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     タカハシ乳業のモッツァレラチーズ  

  100g   413円  （税込446円） 
 奥出雲の新鮮な生乳を生かした、くせの
ない味わいです。100gのお試しサイズ。
            λ木次乳業（島根県雲南市）  δお届け
後45日保証  θ乳 

1390    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     木
き す き

次プロボローネチーズピッコロ  
  100g   500円  （税込540円） 

 十勝平野の生乳を使い、 フランスの伝統
製法をもとにまろやかな味わいに仕上げ
ました。            λ十勝野フロマージュ（北海道
中札内村）  δお届け後20日保証  θ乳 

1391    υυ       
     十勝中

なかさつない

札内カマンベールチーズ  
  120g   862円  （税込931円） 

 北海道産の新鮮な生乳を使用。まろやか
でこくがあります。溶かして野菜などに
絡めて。            λ十勝野フロマージュ（北海道
中札内村）  εお届け後15日保証  θ乳 

1392    υυ       
     とろーりとろけるラクレットチーズ  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 300
イメージイメージ

 生乳の豊かな風味とまろやかなこくが、料理の味わいを引き立
てます。スープや目玉焼きなどにも。    ※物流の都合上、冷蔵で
お届けします。※原料高騰のため、32円（税込）値上げします。
    ■原産国／イタリア    λユニオンチーズ（神奈川県厚木市）    θ乳 

1393    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100％  

  35g   458円  （税込495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

                      

1395   б б   NN 6/5お届け週6/5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 9091

1396   б б   NN 6/5お届け週6/5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 9092

1397   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ル・ウィズの自家製酵母山型食パン（ノーカット）  

  1コ   303円  （税込327円） 
 北海道産小麦粉と、ホップ種の酸味とレーズ
ン種の甘みのバランスが良い、自社製酵母を
使った食パンです。            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 9093

1398   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ザクセンの食パン（6枚切）  

  6枚   299円  （税込323円） 
 北海道産・九州産の小麦粉、ホシノ天然酵
母パン種、塩、砂糖のみで作った、素材の味
が生きたおいしさをどうぞ。            λザクセン（東
京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦 

毎週 9094

1399   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ザクセンの食パン（ノーカット）  

  ノーカット1コ   299円  （税込323円） 
 国産小麦粉、ホシノ天然酵母、洗双糖、塩
で作った、味わい深いシンプルな食パン。
            λザクセン（東京都板橋区）  εお届け後
4日保証  θ小麦 

毎週 9095

1401   б б   NN 6/5お届け週6/5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 

毎週 9098

1402    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ザクセンの食パン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   299円  （税込323円） 
 原材料は国産小麦、天然酵母、塩のみ。砂糖と油脂
は不使用です。かむほどに小麦のうまみが広がり、
美味。    ※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4日保証  θ小麦 

1403   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     サラの白神ソフトフランス  

  1コ   351円  （税込379円） 
 北海道産小麦粉と白神こだま酵母の良さが
わかるシンプルなパン。そのままでもバター
などを添えてもおいしい。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9097

1404    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     バゲット（フランスパン）  

  1コ   350円  （税込378円） 
 国産小麦とホシノ天然酵母パン種で作り
ました。かむほどに小麦の味がおいしい
一品です。            λザクセン（東京都板橋区）
  εお届け後2日保証  θ小麦 

1405        
     サラの白神日持ちパン（プレーン）  

  1コ   307円  （税込332円） 
 国産小麦のおいしさを白神こだま酵母が引き出
しています。密閉性の高い袋に品質保持剤を入
れているので日持ちします。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

     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
1394

  б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
毎週 9090

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 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。             

ごまチーズごまチーズ
プチレーズンプチレーズン

カンパーニュカンパーニュ
トラディショナルトラディショナル
（ハーフ）（ハーフ）

プチパンプチパン

今週のセット内容
●  カンパーニュトラディショナル（ハーフ）
（1コ）：ライ麦や小麦全粒粉が入った
田舎パン。程よくさわやかな酸味が食
欲をそそります

●  プチレーズン（2コ）：有機レーズンの
甘みがおいしく、主食にもおやつにも
ぴったり

●  ごまチーズ（1コ）：黒ごまの食感と
チーズのこくが相性の良い食事パン

●  プチパン（1コ）：小麦粉の風味を感じる
素朴なパン。サンドイッチやトーストにも

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

20 122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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かむほどに香ばしい
全粒粉入りのパン

イメージイメージ

はさんで、重ねて、幸せサンドイッチ

1400 イメージイメージ

1400   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ザクセンの全粒粉パン（6枚切）  

  6枚   441円  （税込476円） 
 全粒粉を生地に混ぜた、ドイツのパンを
彷彿とさせる、豊かな風味のずっしりし
た食パン。            λザクセン（東京都板橋区）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9096

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

1215    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     カナディアンロースハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   489円  （税込528円） 

1406        
     徳用・サラのホワイトフランス（8コ）  

  8コ   533円  （税込576円） 
 小麦粉、砂糖、酵母、塩のみのシンプルな
素材から作られたパンは何とでも合わせ
やすいです。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

             λ秋川牧園（山口県
山口市）    θ小麦・卵 1497    ττ       

  $$   しっとりやわらかチキンカツ  
  150g(6コ以上)   489円  （税込528円） 

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

1498    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   ふっくらやわらかチキンメンチカツ  

  160g（7コ）   453円  （税込489円） 

1407    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ザクセンのクロワッサン（国産バター使用）  

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

 米粉をブレンドしてもちもちに焼き上げ
ました。お好みの具材をトッピングして
焼いてどうぞ。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

1408    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     サラの国産小麦もちもちピザ台（天然酵母）3枚  

  3枚   351円  （税込379円） 

イメージイメージ

1409    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     シナモンレーズンベーグル 3コ入り  

  3コ   637円  （税込688円） 
 北海道産「ゆめちから」で作った生地に、レー
ズンとシナモンパウダーをバランス良く練り込
みました。            λトライベッカ・ベーカリー（東京都
稲城市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1410    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（10コ）  

  10コ   380円  （税込410円） 
 生地の分割後、形を整えずに焼いたので少
しお得。小麦粉、砂糖、酵母、塩で作った、食
べ飽きない味わいです。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 2000

1411    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（レーズン）7コ  

  7コ   380円  （税込410円） 
 国産小麦粉、天然酵母、塩のみで作り、レーズ
ンの甘みを生かしました。成形作業を省いた
のでお手ごろな価格です。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1412        
     サラのふぞろいプチパン（黒ごま）10コ  

  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 

1413    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     サラのレザンノアクリームチーズ  

  2コ   490円  （税込529円） 
 甘みの濃厚な有機カレンツレーズンとアメリカ
産クルミを使った生地で、北海道産クリームチ
ーズを包みました。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳・大豆 

1414        
     シナモンロール（ザクセン）  

  2コ   417円  （税込450円） 
 ちょっぴりかためで食べごたえのある生
地に、たっぷりのシナモンが香る菓子パ
ン。            λザクセン（東京都板橋区）  εお届
け後3日保証  θ小麦・乳 

1415        
     チョコチップメロンパン  

  2コ   408円  （税込441円） 
 定番のメロンパンに、ちょっぴりビターな
味わいのオーガニックチョコチップをたっ
ぷりとちりばめました。            λザクセン（東京都
板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

 国産小麦粉や白神こだま酵母を使い、2
次発酵段階で冷凍したパンです。            λブー
ランジェリーピノキオ（和歌山県和歌山
市）    θ小麦・卵・乳 

1416    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ふくらむ魔法のバターボール（冷凍）  
  240g (60g×4コ)   524円  （税込566円） 

イメージイメージ

1417    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     自然解凍で便利！もちもち手のばしナン  

  210g（3枚）   331円  （税込357円） 
 北海道産小麦の生地を手で伸ばして焼
き上げました。チーズやトマトソースで
ピザ風にしても。            λ大進食品（神奈川県
横浜市）    θ小麦 

 美肌の味方といわれ
るはと麦を中心に穀
物を配合。自然な甘
みと香ばしさが楽し
めます。砂糖、添加物
は不使用。            λ小川生
薬（徳島県東みよし
町）    θ大豆 

1418    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     国産はとむぎグラノーラ（プレーン）  

  250g   800円  （税込864円） 

 黒砂糖（マスコバド
糖）とはちみつを加
え、香ばしく焼き上げ
たグラノーラに、有機
レーズンをミックスし
ました。            λノヴァ（埼
玉県北本市）    θ小麦 

1419    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ノヴァのオリジナルグラノーラ（レーズン）  

  300g   1,300円  （税込1,404円） 

1420    υυ       
     南箱根の厳選バター  

  180g   969円  （税込1,047円） 
 静岡県丹那盆地の新鮮な生乳に天塩を
加えました。くせがなく、あっさりした味
です。            λ函南東部農協（静岡県函南町）
  δお届け後75日保証  θ乳 

限定 400

1421    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     酪農家限定バター（有塩）  

  120g   449円  （税込485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 

1422    υυ   NN 6/5お届け週6/5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 

1423    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   いちごジャム（有機いちご使用）  

  140g   474円  （税込512円） 
 トルコ産の有機栽培いちごを使った色鮮
やかなジャム。濃厚な風味をお楽しみく
ださい。            λフルーツバスケット（静岡県
函南町）     

1424    NN 6/5お届け週6/5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）     

1425        
  $$   キウイジャム  

  140g   474円  （税込512円） 
 和歌山県産のキウイが原料。風味が生き
るよう、砂糖控えめに仕上げました。    ※９
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）     

1426    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     北海道小林牧場物語 ぬって食べるヨーグルト  

  200g   500円  （税込540円） 
 4種の乳酸菌で発酵させたヨーグルトで、
ビフィズス菌が腸まで届きます。濃厚な
ギリシャ風ヨーグルトです。            λ新札幌乳業
（北海道札幌市）  δお届け後8日保証  θ乳 

 季節ごとに咲く花を追
う「転地養蜂」で集め
たはちみつです。    ※1
歳未満の乳児には食
べさせないでくださ
い。        λ近藤養蜂場（大
分県豊後高田市）     

1427    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     近藤養蜂場の百彩蜂蜜 485g  

  485g   2,380円  （税込2,570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。
※同時配布チラシをご覧ください。    ■原産国
／ミャンマー    λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

1428    NN 6/5お届け週6/5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） 

手作り手作り  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。    ※写真と
異なるパッケージで
お届けする場合があ
ります。    ■原産国／
カナダ    λむそう商事
（大阪府大阪市）     

1429    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

2011      
     国産有機玄米フレーク・フロスト（砂糖がけ）  
  150g   400円  （税込432円） 

                  

2014      
     雑穀キッチン 麹スイーツチョコ  
  200g   667円  （税込720円） 

                  

限定 200

2012        
     無茶々園の甘夏と伊予柑のマーマレード  
  300g   700円  （税込756円） 

                  

2015      
     イタリア産アカシアの有機ハチミツ250g  
  250g   1,450円  （税込1,566円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013      
     王隠堂農園の梅ジャム  
  150g   500円  （税込540円） 

               δお届け後30日保証   

2016        
     オーガニックメープルシロップ 475ml  
  475ml   1,857円  （税込2,006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。             

冷凍パン

シリアル バター・ジャムなど

21122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

「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

大地宅配の

油揚げ定番

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

                      

1436    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1437    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1438    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1439    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1441    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     三之助 只

ひたすら

管豆腐（木綿）  
  400g   540円  （税込583円） 

 糖度が高いといわれる北海道産の大豆
を使用。きめ細かでとろけるような舌ざ
わりです。            λもぎ豆腐店（埼玉県本庄
市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1440    υυ       
     特選 三之助（木綿豆腐）  

  370g   380円  （税込410円） 

 国産大豆とにがりで
作られる、きめ細かく
やわらかな食感の豆
腐。大豆の甘みも堪
能できます。            λもぎ豆
腐店（埼玉県本庄市）
  εお届け後3日保証
  θ大豆 

国産大豆とにがりのみで作りました国産大豆とにがりのみで作りました

1444    υυ       
     クリームみたいな寄せ豆腐  

  300g   185円  （税込200円） 
 にがりの量をギリギリまで抑え、プリン
のような舌ざわりと、大豆の甘みを引き
出しました。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

青大豆の甘みが楽しめる青大豆の甘みが楽しめる
なめらかなざる豆腐なめらかなざる豆腐

大地を守る会の生産者が育てた
青大豆を100％使用。ざる豆腐
ならではのクリーミーな口当たり
と、青大豆特有の風味と食感が魅
力です。お好みの薬味をのせてど
うぞ。

             λ島田食品（埼玉県富士見市）  εお届
け後4日保証  θ大豆 

1443    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   国産青大豆100％ざる豆腐  

  300g   379円  （税込409円） 

1445    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     三つの食感が味わえる だだちゃ豆とうふ  

  180g   260円  （税込281円） 
 国産大豆から搾った豆乳に、うまみとこくが豊かなだ
だちゃ豆の粒とクラッシュ、ペーストを加え、海水にが
りで固めました。    ※９月頃までの取り扱い予定。        λヨシ
コシ食品（栃木県佐野市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

1451    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 島田さんの肉厚手揚げ油あげ  

  2枚   239円  （税込258円） 
 農薬を使わずに栽培した北海道産大豆で豆腐を
作り、国産なたね油でていねいに揚げた厚みのあ
る油揚げです。油抜きせずに使えます。            λ島田食
品（埼玉県富士見市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

毎週 9111

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

1446    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   冷凍コロコロとうふ（ダイスカット）  

  500g   360円  （税込389円） 

限定 1000 1452    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

 神泉の湧水と国産契約栽培の大豆、にが
りだけで作ったソフトな木綿豆腐。豆の
風味が生きています。            λヤマキ（埼玉県
神川町）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1432    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9101

 「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 

1433    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   238円  （税込257円） 

毎週 9102

 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 

1442    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   むつみの絹豆腐（日持ち・小分け）  
  150g×3パック   246円  （税込266円） 

毎週 9109

 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            
 1434    υυб б    木綿   300g   

 188円    （税込203円）   毎週 9103      

 1435    υυб б    絹   300g   

 180円    （税込194円）   毎週 9104                                                                               

1434

1435

1431    υυ       
     西から豆腐大豆製品セットＢ  

  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。            λおとうふ
工房いしかわ（愛知県高浜市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

イメージイメージ

イメージイメージ

     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
1430

   υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
毎週 9100

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 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。             

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

ミニ寄せ豆腐ミニ寄せ豆腐 きつねがんもきつねがんも

手揚げ風油揚げ手揚げ風油揚げ

伝匠豆腐伝匠豆腐
（もめん）（もめん）

厚揚げ厚揚げお刺身ゆばお刺身ゆば

今週のセット内容
●  ミニ寄せ豆腐（100g×2）：大豆の甘
みを感じる小さめの寄せ豆腐が2丁
入ったセット

●  手揚げ風油揚げ（2枚）：1枚ずつて
いねいに手揚げしたジューシーな油
揚げ

●  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

今週のセット内容
●  伝匠豆腐（もめん）（300g）：国産大
豆、対馬のにがりを使用した、程よい
かたさの木綿豆腐

●  お刺身ゆば（1本）：1枚ずつていねい
に引き上げた湯葉を重ねて巻きまし
た。醤油ぽん酢がおすすめ

●  厚揚げ（2枚）：国産大豆の豆腐をな
たね油でカリッと揚げました。生姜
醤油が合います

22 122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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大地宅配の

納 豆定番お気に入り
～会員さんより～

わたしの

さっぱりしていてとても飲
みやすくおいしいです！

1歳のわが子も大好き。小さい
パックで飲みやすいので、外出時
に持ち歩くのにも便利で重宝し
ています。

（コタンさん）

毎週 9115

 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。やわらか過ぎないか
みごたえで、大豆のうまみを味わえる一品です。  2点以上注文すると1点
あたり5ポイント付与します。  ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合
があります。        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1460    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 

1449   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     箱売・ヤマキの豆乳（国産丸大豆）  
  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 

1461    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆（たれ付）  

  40g×3コ   209円  （税込226円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。大豆本来の
甘みが堪能できます。  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与
します。  ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合があります。
        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

毎週 9116

1462    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   国産大豆の小粒納豆  

  40g×4パック   159円  （税込172円） 
 北海道産の小粒大豆を使用し、三重県鈴鹿山系の伏流
水をたっぷり含ませて作った納豆です。4パック入り。
  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λ小杉
食品（三重県桑名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9120

 豆乳を少なめにして
食感をふんわりとや
わらかく仕上げまし
た。            λむつみ（東京都
八王子市）  δお届け
後8日保証  θ大豆 

1447    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     むつみの汲み上げゆば  

  130g   265円  （税込286円） 

1448    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会の豆乳（国産丸大豆）  
  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

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 

1450    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1453    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     大豆工房みやの油揚げ  

  2枚   228円  （税込246円） 
 厚く、豆腐の天ぷらのような味わい。フライパンで
素焼きして醤油をかければ立派な一品に。  2点以上
注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λ大豆工
房みや（埼玉県越生町）  εお届け後3日保証  θ大豆 

毎週 9114

 国産大豆100％の生
地を、非遺伝子組み
換えのなたね油で揚
げました。使いたい
分だけ取り出せます。
            λ共生食品（神奈川
県相模原市）    θ大豆 

1454    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   359円  （税込388円） 

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

1455    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   味付けいなりあげ  

  8枚   350円  （税込378円） 

 やわらかな絹豆腐を、国産のなたね油で
ていねいに手揚げしました。食べやすい
生揚げです。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1456    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

 国産大豆で作った豆腐をサイコロ型に切り、
なたね油で揚げました。一口サイズですので
食べやすく、 煮物や炒め物に便利。            λ丸和食品
（東京都練馬区）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1457    υυ       
     丸和のひとくち厚揚  

  8コ   229円  （税込247円） 
 国産大豆の豆腐に馬鈴薯でん粉をまぶして揚げまし
た。添付の特製ダレでどうぞ。    ※電子レンジ専用品です。
    ■セット内容／豆腐4コ、タレ25g    λおとうふ工房いし
かわ（愛知県高浜市）  εお届け後3日保証  θ小麦・大豆 

1458    υυ       
     揚げ出し豆腐（タレ付き）  

  1セット   331円  （税込357円） 
 お豆腐がたっぷり詰まった、しっかりタイプ
のがんもどきです。干しエビや昆布など具材
のうまみが生きています。            λヤマキ（埼玉県
神川町）  εお届け後4日保証  θえび・大豆 

1459    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐がんもどき  
  3コ   322円  （税込348円） 

1463    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1464    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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。
            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

小粒ですが風味豊かな納豆です小粒ですが風味豊かな納豆です

1465    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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

1466    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     国産ひきわり納豆  

  50g×3コ   161円  （税込174円） 
 国産大豆と地元・赤城山の伏流水で作っ
た納豆のひき割りタイプ。しっかりとした
風味と歯ごたえです。            λまるだい（群馬
県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

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 6/5お届け週6/5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） 

 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 

1468    υυ   NN 6/5お届け週6/5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） 
 スケトウダラのすり身と相性の良い玉
ねぎを入れて、程よい甘みに仕上げまし
た。きくらげの食感が◎。            λ遠藤蒲鉾店
（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1470    υυ       
     シャキシャキきくらげ天  

  200g(5枚)   539円  （税込582円） 
 神津島や大島などの国産５種類の天草をブレ
ンドした、オリジナルのところてん。    ※タレ付き。
※９月頃までの取り扱い予定。        λ瀬間商店（東京
都世田谷区）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1480    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ところ天  
  150g×3パック   410円  （税込443円） 

 国産天草から作った充填タイプ。カットして、ところてん・寒天
などとしてご利用ください。保存水不使用。  「黒糖シロップ・甘口
（沖縄産）（注文番号1606）」とご一緒に。  ※９月頃までの取り扱い
予定。        λ瀬間商店（東京都世田谷区）  δお届け後45日保証   

1479    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     お好み角てん  
  360g×2パック   276円  （税込298円） 

 国産の天草で作った寒天を、食べやすいようカットしまし
た。沖縄県産の黒糖100％の黒蜜付き。    ※１０月頃までの取
り扱い予定。    ■セット内容／（寒天130g・黒糖みつ25g）×3
パック    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後15日保証   

1677    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     黒みつ付寒天（沖縄産黒糖100％使用）  

  1セット   392円  （税込423円） 

イメージイメージイメージイメージ

国産大豆を100％使用しています

つるん・ぷるん食感を、暑い日のお楽しみにどうぞ♪つるん・ぷるん食感を、暑い日のお楽しみにどうぞ♪

さっぱりして飲みやすい！さっぱりして飲みやすい！
持ち歩きにも重宝します持ち歩きにも重宝します

23122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
つながります

※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）

「王隠堂農園の梅ぼし」どこが違うの？
大地宅配は大地宅配は

1469    υυ   NN 6/12お届け週6/12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） 

 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   

野菜の食感と食べごたえに満足野菜の食感と食べごたえに満足

 新鮮な徳島県、香川県産のタチウオやエ
ソ、グチなどを使い、厳選した原料で作り
ました。            λ四宮蒲鉾店（徳島県徳島市）
  δお届け後3日保証   

1471    υυ       
     じゃこ天  

  180g(6枚入)   495円  （税込535円） 

 駿河湾特産の桜エビと国産魚のすり身
を使用した揚げかまぼこです。            λいちう
ろこ（静岡県静岡市）  δお届け後7日保
証  θえび 

1472    υυ       
     桜えび入り揚げ蒲鉾  

  150g（3枚）   495円  （税込535円） 
 国産スケトウダラのすり身と国産大豆の豆
腐を合わせ、米油でカラリと揚げました。解
凍するだけでもOKで、お弁当にも。            λ高橋
徳治商店（宮城県東松島市）    θ大豆 

1473    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   348円  （税込376円） 
 石臼ですった国産魚のすり身原料と最低
限の調味料だけで作った、素朴な味わい
の竹輪です。魚のうまみが◎。            λいちう
ろこ（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証   

1474    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9121

 自社農園で収穫した梅と国産契約栽培の赤じそで
漬け込みました。やわらかで肉厚の果肉が特徴。塩
分約17.5％。            λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1485    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     王
おういんどう

隠堂農園の梅ぼし  
  300g   836円  （税込903円） 

 スケトウダラにてんさい糖だけを加えたすり身
団子。カニの赤い色と白いタラの身で淡いピン
ク色をしています。            λ桃屋食品（北海道札幌
市）  δお届け後45日保証  θかに・卵・大豆 

1475    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     鱈
たら

カニすり身団子  
  150g（7コ）   483円  （税込522円） 

 群馬県南牧村の特等こんにゃく粉を使用した手作り
品。弾力のある歯ごたえが特徴です。    ※原料・製法の
性質上、カットの形状が四角でない場合があります。
        λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届け後31日保証   

1476    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     黒こんにゃく  

  250g   248円  （税込268円） 
 群馬県南牧村のこんにゃく粉で作りまし
た。湯通しせず、そのままでも使えます。
            λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届
け後31日保証   

1477    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     黒滝  

  250g   248円  （税込268円） 

 有機こんにゃく粉を使い、表面はザラッと粗く、
口に入れればしっとりぷるぷるの食感に仕上
げました。    ※１０月頃までの取り扱い予定。        λ瀬
間商店（東京都世田谷区）  δお届け後15日保証   

1478    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   瀬間商店のさしみこんにゃく  
  100g×3パック   427円  （税込461円） 

 ３回の漬け直しで、大根のパリッとした
食感を生かしました。りんご果汁入りの
甘酢はまろやかです。            λ漬物本舗道長
（愛知県豊川市）  δお届け後15日保証   

1481    υυ       
     あとひきだいちゃん（大根の甘酢漬）  

  150g   328円  （税込354円） 
 契約栽培の宮崎県産らっきょうを、国産
のきび糖と米酢に漬け込みました。はち
みつ入りでやさしい酸味。            λヤマキ（埼
玉県神川町）     

1482        
  $$   らっきょうの甘酢漬（はちみつ入り）  

  100g   498円  （税込538円） 
 有機栽培の野沢菜を天日塩、国産丸大豆醤油、
日高昆布のだし汁、純米酢で仕上げました。
    ※７月頃までの取り扱い予定。        λシヅカ漬物（群
馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

1483    υυ       
     野沢菜漬（有機栽培野沢菜使用）  

  200g   375円  （税込405円） 

イメージイメージ

 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   

1484    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     しょうがの甘酢漬  

  100g   360円  （税込389円） 

 王隠堂農園の白梅干しを砂糖・純粋は
ちみつ・醸造酢で漬けました。やわらか
な酸味とまろやかな甘さ。            λ王隠堂農園
（奈良県五條市）  δお届け後15日保証   

1486    υυ       
     はちみつ梅干  

  200g   816円  （税込881円） 
1487    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  

  300g   500円  （税込540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   

乳酸発酵させた、本場さながらの味乳酸発酵させた、本場さながらの味

 韓国の伝統手法による本格キムチ。ただ
辛いだけでなく、甘みやうまみも豊富で
す。            λ韓国食品（千葉県匝瑳市）  δお届
け後10日保証   

1488    υυ       
  $$   韓国食品の白菜キムチ  

  500g   739円  （税込798円） 
 鮭の魚醤を使い、より香ばしい味わいに仕上
げた一品。辛さのなかにうまみがあり、深い味
わいが魅力です。            λ趙さんの味（宮城県仙台
市）  δお届け後7日保証  θえび・小麦・大豆 

1489    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     趙さんの味 熟成白菜キムチ（さけ魚醤入り）  

  200g   480円  （税込518円） 

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

                      

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

1492    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   960円  （税込1,037円）  秋川牧園のこだわりの鶏肉を原料に、薄
塩味に仕上げました。冷凍のまま温め
てどうぞ。            λ秋川牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

1493    ττ       
  $$   鳥天  

  200g   510円  （税込551円） 

1494    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   460円  （税込497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 

ごはんがすすむカレー風味ごはんがすすむカレー風味

 豚肉を自社製生姜ダレに15時間以上漬け込み、からりと揚げ
ました。豚肉のうまみを引き出した濃厚な味わい。    ※電子レン
ジ専用品です。※異なるパッケージでお届けする場合があり
ます。        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1496    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     農舎のあたためるだけお弁当用トンカツ  
  150g(5コ以上)   599円  （税込647円） 

イメージイメージ

700年の歴史を持つ王隠堂家が作り続ける梅干し
吉野の地では700年ほど前から梅の栽培が行われてきました。王隠堂家
もこの地で古くから梅を栽培し、昔ながらの作り方を続けています。使用
する梅は、すべて農薬の使用を大幅に抑え、除草剤は使わずに育てたも
の。赤しそをふんだんに使い、ていねいにやわらかく仕上げました。梅本
来の香りや甘み、美しい紅梅色も楽しめます。 加工食品担当：西田 和弘

24 122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

イメージイメージ

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

温かいごはんの上に千切
りレタスを広げ、その上に

タコライスの素とトマトをのせま
す。色合いが良く、簡単なのに豪
華でおいしく、栄養のバランスも
取れていて最高です！

（etarnatieさん）

簡単なのに豪華でおいしい！簡単なのに豪華でおいしい！
栄養のバランスもいいですね栄養のバランスもいいですね

イメージイメージ

 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 

1490    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   498円  （税込538円） 

 お子さんやご年配の
方でも食べやすい一
口サイズ。素材のうま
みを生かして作りま
した。            λ大進食品（神
奈川県横浜市）    θ小
麦・大豆 

1517    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   570円  （税込616円） 限定 500

 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 

1491    ττбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円） 

 鶏肉を全重量の35
％以上使用した、肉
感たっぷりのキーマ
カレー。スパイスが
きいた本格的な味わ
い。            λ総合農舎山形
村（岩手県久慈市）     

1522    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     農舎のひき肉たっぷりスパイス香るキーマカレー（辛口）  

  150g×2パック   678円  （税込732円） 

 秋川牧園の提携農場で育てた鶏肉を使
用。塩麹などで味付けし、しっとりやわら
かく仕上げました。            λ秋川牧園（山口県
山口市）    θ小麦・卵 

1497    ττ       
  $$   しっとりやわらかチキンカツ  
  150g(6コ以上)   489円  （税込528円） 

イメージイメージ

 秋川牧園の提携農園で健康的に育てた
鶏の挽肉と鶏皮を入れて、しっとりやわ
らかく仕上げました。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1498    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   ふっくらやわらかチキンメンチカツ  

  160g（7コ）   453円  （税込489円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもを使用。外は
カリッ、中はホクホクの一口サイズのポテトです。
    ※写真と異なるパッケージでお届けする場合があ
ります。        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ卵 

1499    ττ       
  $$   農舎のあたためるだけプチぽてと  

  170g   398円  （税込430円） 
 鮮度の良い国産のスケトウダラを、下味
を付けて油で揚げました。レンジなどで
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 

1500    ττ       
     白身魚フライ  

  160g（3枚）   680円  （税込734円） 
 どらごんふらいの有機かぼちゃを使用。北海道産の素
材で仕上げた一品です。ほくほくした食感と甘みをお
楽しみください。    ※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小麦・卵・乳 

1502    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   レンジでカボチャクリームコロッケ  

  130g(5コ)   559円  （税込604円） 

1503    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   農舎のあたためるだけ短角牛プチコロッケ  

  150g(6コ)   498円  （税込538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。※写真と異なるパ
ッケージでお届けする場合があ
ります。        λ総合農舎山形村（岩
手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

じゃがいもと短角牛が相性抜群じゃがいもと短角牛が相性抜群

 大地を守る会の生産者のじゃがいもを、バターでシン
プルに味付けしました。    ※電子レンジ専用品です。※写
真と異なるパッケージでお届けする場合があります。
        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1504    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   農舎のあたためるだけじゃがバターコロッケ（10コ）  

  350g(10コ)   898円  （税込970円） 

 ふわふわの肉団子に、甘酢ダレを絡めま
した。温めるだけですぐできます。            λニッ
コー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1505    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   461円  （税込498円）  ふわふわの肉団子に、甘酢ダレを絡めま
した。人気商品のお得な2パック入り。
            λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・
大豆 

1506    ττ       
  $$   徳用ふんわり豆腐鶏肉だんご（2パック）  

  280g×2パック   885円  （税込956円） 

 鶏肉にお豆腐を加えてふわふわの食感
に仕上げました。ちょっぴり甘めのタレ
はお子さんも大好きな味。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・卵・大豆 

1507    ττ       
     ふわふわ豆腐煮込みハンバーグ  
  180g（2パック）   427円  （税込461円） 

限定 500
イメージイメージ

 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。            λ誠晃産業
（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1508    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     中華風豚角煮（レトルト）  

  200g   598円  （税込646円） 

限定 500

 契約農場で育てた鶏の肉を、醤油や「味
の母」で下味を付けて焼き、特製照り焼
きダレを絡めました。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・大豆 

1509    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     お弁当に便利！照り焼きチキン  

  150g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

 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）     

1510    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   蒸し鶏スライス（まほろば）  
  100g×2パック   589円  （税込636円） 

イメージイメージ

 大地を守る会の生産者の豚肉を使用。小ぶ
りなのでお弁当にもぴったり。電子レンジ
でも調理できます。            λ飛鳥食品（東京都葛
飾区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1511    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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 

1515    ττ   NN 6/5お届け週6/5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） 
 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 

1516    ττ   NN 6/12お届け週6/12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

 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 

1520    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

1518    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     しそ入り精進餃子  

  240g(8コ)   628円  （税込678円） 

 国産大豆から作った豆
腐に、キャベツ、人参、青
じそを混ぜたたねを包
みました。野菜たっぷり
で食べごたえ十分。    ※９
月頃までの取り扱い予
定。        λ安達食品（千葉
県千葉市）    θ小麦・大豆 

限定 600

豆腐や野菜入りのさっぱり餃子豆腐や野菜入りのさっぱり餃子

 エビ、イカ、豚肉、野菜がたっぷり。パリパリ
の国産小麦の皮が特徴のミニ春巻きです。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1521    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   785円  （税込848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。    ※商品名を「あたためる
だけタコライスの素」から変更します。
※異なるパッケージでお届けする場合
があります。※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）     

1526    ττ       
     農舎のひき肉たっぷりタコライスの素  
  135g(約2人前)   498円  （税込538円） 

秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています

外はパリッ、中はジューシー外はパリッ、中はジューシー

温めるだけでお弁当やおつまみに温めるだけでお弁当やおつまみに

スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派

25122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

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

おいしいです。時間がな
いときの、お昼ごはんに、

これと簡単なおかずということも
あります。お肉もやわらかく味付
けもちょうど良いです。

（Y.M.さん）

 ソースがかかってい
るので、とても便利。
自然解凍後、トースタ
ーなどで温めてどう
ぞ。            λニッコー（神奈
川県大和市）    θ小麦 

1495    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     お弁当用ソースメンチカツ  

  120g(6コ)   498円  （税込538円） 

 大地を守る会の生産
者が農薬不使用で育
てた黒豆を鉄製の直
火釜で煮ました。やさ
しい甘みに心が和み
ます。            λ遠忠食品（埼
玉県越谷市）  δお届
け後45日保証  θ小
麦・大豆 

1530    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   大地宅配の黒豆煮  

  120g   498円  （税込538円） 

 オホーツクで獲れる
鮭を弁当用にカット
し、フライにしました。
揚げ調理済みなの
で、温めるだけでOK。
            λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後
45日保証  θ小麦・卵 

1501    ττ       
     レンジで弁当用鮭フライ  

  150g(5コ)   602円  （税込650円） 

 素材の味を生かした
程よい甘辛さで、ごは
んとよく合います。使
いやすい食べ切りサ
イズ。            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 

1533    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     もう一品のおかず（きんぴらごぼう）  

  50g×2パック   470円  （税込508円） 限定 1000

 野菜の素材感が味わえる甘口のカレー。
コーンや玉ねぎ、じゃがいも、人参がたっ
ぷり入っています。            λにしき食品（宮城
県岩沼市）     

1523        
     にしきや おやさいゴロゴロあまくちカレー5パック  
  180g×5パック   1,422円  （税込1,536円） 

イメージイメージ

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

1524    NN 6/5お届け週6/5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） 

 ワカメ、ガゴメ昆布、メカブ、モズクが入
った国産原料のみの即席スープ。チキン
エキスやカツオエキスなどでうまみを出
しました。            λ島酒家（沖縄県那覇市）     

1525    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     沖縄もずくとがごめ昆布の即席スープ（4種の海藻入り）  

  35g   550円  （税込594円） 
 特製コチュジャンダレを使った本格ビビ
ンバです。ごはんに盛り付けてよく混ぜ
合わせるだけ。            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 

1527    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ミンさんの4色ビビンバ  

  180g（2人前）   518円  （税込559円） 

イメージイメージ

 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 

1528    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   平飼い卵の玉子とうふ  

  120g×2コ   397円  （税込429円） 

 契約農場のうずら卵を、カツオだしと黒
糖を加えた自社製タレで、じっくりと煮
含めました。            λ食通（東京都世田谷区）
    θ小麦・卵・大豆 

1529        
  $$   味付けうずら玉子  

  10コ   399円  （税込431円） 
 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 

1531    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ひじき五目煮  

  100g   381円  （税込411円） 
1532    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   もう一品のおかずセット（うの花）  

  60g×3パック   400円  （税込432円） 

 お豆腐屋さんが作っ
たこだわりの「うの
花」を、３つの食べ切
りサイズにパックしま
した。            λ丸和食品（東
京都練馬区）  δお届
け後15日保証  θ小
麦・大豆 

野菜たっぷりの食べ切りサイズ野菜たっぷりの食べ切りサイズ

 歯ざわりの良い国産たけのこにカツオ節
を加え、薄味仕立てのだしで炊き上げま
した。            λ遠忠食品（埼玉県越谷市）  δお
届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1534    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   竹の子土佐煮（2パック）  

  60g×2パック   588円  （税込635円） 

イメージイメージ

 大地を守る会の生産者のじゃがいもや玉
ねぎ、人参で作りました。開封後そのまま
召し上がれます。            λ大海老食品（東京都
世田谷区）  δお届け後15日保証  θ卵 

1535    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   手作りポテトサラダ  
  120g×2パック   483円  （税込522円） 

限定 2000

イメージイメージ

1536    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

 大豆、玉ねぎ、ひよこ
豆に黒米、押麦などの
雑穀が加わったサラ
ダの素。季節の野菜
と一緒にどうぞ。            λニ
ッコー（神奈川県大
和市）    θ大豆 

豆と雑穀の具だくさんサラダに豆と雑穀の具だくさんサラダに

 6種類の具が入った混ぜごはんの素。炊
きたてごはんに混ぜるだけ。人が集まる
席でも重宝します。            λ誠晃産業（東京都
新宿区）    θ小麦・大豆 

1537        
     こんにゃくとひじきの混ぜご飯の素2合2パック  

  150g×2パック   618円  （税込667円） 

限定 500
イメージイメージ

 電子レンジで約５分加熱するだけ。キャベツ
の甘みとカリッと焼いた豚バラ肉のうまみ
を味わって。    ※電子レンジ専用品です。        λト
ップヒル（静岡県焼津市）    θ小麦・卵・大豆 

1538    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   お好み焼き（豚玉）  

  400g(2枚)   880円  （税込950円） 

限定 500
イメージイメージ

 さつまいもを皮ごとスティック状にカット
して飴がけ。外はカリッと、中はしっとり。
半解凍でどうぞ。            λ萬來（鹿児島県志布
志市）  δお届け後45日保証   

1539    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   スティック大学芋  
  150g×2パック   522円  （税込564円） 

限定 1000

 有機トマトや国産小麦粉、ナチュラルチーズな
ど厳選した素材だけを使ってシンプルに作り
ました。        ■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 

1540    ττ       
     石窯ナポリピッツァ フレッシュバジルのマルゲリータ  

  1枚   1,685円  （税込1,820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 

1541    ττ   NN 6/5お届け週6/5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使用。牛
肉、玉ねぎを国産丸大豆醤油や「味の母」
で味付け。    ※電子レンジ専用品です。        λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1543    ττ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   662円  （税込715円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者の小豆ともち米
を使用し、ふっくらもっちりとした味わ
い。電子レンジか蒸し器で温めるだけ。
            λポーラスター（石川県白山市）     

1542    ττ       
  $$   赤飯おにぎり  

  360g(6コ)   531円  （税込573円） 

限定 500

 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。            λコジマフーズ（愛
知県名古屋市）     

1544        
     有機玄米ごはん（パック）  
  160g×20パック   4,400円  （税込4,752円） 

 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。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1545        
  $$   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

野菜系副菜

軽食・パックごはんなどごはんの素・その他

ソースがしみて、味付け要らずソースがしみて、味付け要らず

オホーツクで獲れた鮭の濃いうまみオホーツクで獲れた鮭の濃いうまみ

手作りしたようなやさしい味わい手作りしたようなやさしい味わい

程よい甘辛味にごはんがすすみます程よい甘辛味にごはんがすすみます

イメージイメージ

イメージイメージ

お肉がやわらかくて良い味です。お肉がやわらかくて良い味です。
時間がないときの昼食にも◎時間がないときの昼食にも◎

26 122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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やみつきになる、もちもちの食感やみつきになる、もちもちの食感豚肉と5種の野菜のハーモニー豚肉と5種の野菜のハーモニー

いろいろな種類の点心を食べ比べ

 豚肉にキャベツ、人参、玉ねぎ、たけのこ、し
いたけを加え、塩味で仕上げました。本格点
心の味わいを。            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 

1512    ττ       
  $$   五目シュウマイ  

  204g(12コ)   646円  （税込698円） 

 豚肉と野菜のジューシーなタネを、もち
米を付けて蒸し上げました。冷凍のまま
蒸し器で7～10分間蒸してどうぞ。            λ安
達食品（千葉県千葉市）    θ小麦・大豆 

1513    ττ       
  $$   もち米焼売  

  33g×6コ   554円  （税込598円） 

限定 600

 粗めに挽いた豚肉に
タラのすり身をプラ
ス。もっちりジュー
シーな味わいです。
            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 

1519    ττ       
  $$   すり身でもっちりニラ餃子  

  228g（12コ）   678円  （税込732円） 

 やわらかでもちもち
の食感の皮と、 エビ
の香りが食欲をそそ
ります。蒸してどう
ぞ。            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 

1514    ττ       
     エビ蒸し餃子  

  125g(5コ)   610円  （税込659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

                      

1546    NN 6/5お届け週6/5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

1547    NN 6/5お届け週6/5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

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 

1548    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   野菜と食べる！お鍋ひとつでタンメン  

  2食   456円  （税込492円） 

 麺は国産小麦粉や平飼卵を、スープは老舗醤油店・
クルメキッコーの醤油を使用。酵母エキス使用。        ■セ
ット内容／（麺120g・スープ40g）×2食    λ亀製麺（東
京都国立市）  δお届け後6日保証  θ小麦・卵・大豆 

1549    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   466円  （税込503円） 

限定 2000
イメージイメージ

イメージイメージ

1550    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地宅配のもちもち焼そば（ソース付）3食  

  3食   498円  （税込538円） 

 北海道産小麦粉と塩、内モン
ゴル産の天然かんすいで作っ
たもちもちの麺に、厳選素材
で作った甘めのソース付き。
        ■セット内容／（麺150g・ソ
ース34g）×3食    λクリタ食品
（群馬県館林市）  δお届け
後8日保証  θ小麦・大豆 

国産小麦の風味豊かな細麺が魅力国産小麦の風味豊かな細麺が魅力

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かん
すいで作った麺は、熟練の技が光るもちもち食感
が魅力です。        ■セット内容／150g×3食    λクリタ
食品（群馬県館林市）  δお届け後8日保証  θ小麦 

1551    υυ   NN 6/5お届け週6/5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

1552    ττбб   NN 6/5お届け週6/5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 

1553    ττ   NN 6/5お届け週6/5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。
    ※6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 

1554    ττ   NN 6/5お届け週6/5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。            λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1555    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   341円  （税込368円） 

 国産そばの実を丸ごと挽いたそば粉と国
産小麦で作った乾麺です。香りも豊か。
            λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

1556    NN 6/5お届け週6/5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

1557        
     箱売・奥出雲そば・乾麺（国内産有機そば粉使用）12入  
  200g×12パック   3,600円  （税込3,888円） 
 国産そばの実を丸ごと挽いたそば粉と国
産小麦で作った乾麺です。香りも豊か。
            λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

 国産小麦と平飼卵をぜいたくに使ったコシのある
卵麺です。    ※９月頃までの取り扱い予定。    ■セット
内容／（麺120g・スープ50g）×2食    λ亀製麺（東
京都国立市）  δお届け後6日保証  θ小麦・卵・大豆 

1558    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   冷やし中華  

  2食   457円  （税込494円） 

限定 2000

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 国産小麦と平飼卵で作った麺と、有機金ごまをたっぷり
使った香ばしいタレのセット。    ※9月頃までの取り扱い予
定。    ■セット内容／（麺120g・スープ67g）×2食    λ亀製
麺（東京都国立市）  δお届け後6日保証  θ小麦・卵・大豆 

1559    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
   $$  冷やし中華（金ごまだれ）  

  2食   498円  （税込538円） 

限定 2000
イメージイメージ

 国産小麦に本葛を加
えた、しこしこした歯
ざわりとつるつるの
食感のそうめんです。
    ※９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 

1560        
     葛そうめん  

  250g   434円  （税込469円） 

限定 1000

 讃岐うどん作りの技
法を生かし、つるつる
の麺に仕上げました。
２パックで量もたっぷ
り。    ※９月頃までの取
り扱い予定。        λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1561    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   讃

さ ぬ き

岐そうめん  
  250g×2パック   312円  （税込337円） 

イメージイメージ

1562    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     半田手延べそうめん・八千代  
  240g（80g×3束）   400円  （税込432円） 

 国産小麦と地元の水
を使い、職人が伝統
の技を生かして作り
ました。やや太めで強
いコシがあるのが特
徴。            λ八千代（徳島
県つるぎ町）    θ小麦 

コシが強く、のどごしはつるつるコシが強く、のどごしはつるつる

1563   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     江別製粉のパスタ（スパゲティタイプ）  

  500g   398円  （税込430円） 
 グルテン質の高い北海道産小麦で作りまし
た。ぷりっとして風味豊かな味わいです。太
さ1.7mm。            λ江別製粉［コルノマカロニプ
ロダクトセンター］（群馬県甘楽町）    θ小麦 

1564    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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 

1565    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   春巻の皮（里の春）  

  10枚   265円  （税込286円） 
 国産小麦と塩のみで製造。半生程度に焼
いているのではがれやすく、パリッとした
揚げ上がりに。            λ三立食品（東京都葛飾
区）  δお届け後12日保証  θ小麦 

1574    NN 6/5お届け週6/5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   

1575    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     徳用・庄内の杵つき玄米丸餅（2パック）  
  500g×2パック   1,325円  （税込1,431円） 
 「杵つき玄米丸餅」に徳用タイプが登場。コ
シの強さ、玄米ならではの甘みと香ばしさ、
食感が生きています。            λ庄内協同ファーム
（山形県鶴岡市）  δお届け後45日保証   

イメージイメージ

すり身を加えた弾力の良い餃子すり身を加えた弾力の良い餃子

ぷりぷりのエビを手包みしましたぷりぷりのエビを手包みしました

27122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

一部商品は29ページ右下で
｢お試し少量品｣をご紹介しています。

 大地を守る会の生産
者の大豆と国産小麦
を使用。仕込みから
熟成まで１年以上か
けた醤油です。            λち
ば醤油（千葉県香取
市）    θ小麦・大豆 

1576   б б   NN 6/5お届け週6/5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 

1577   б б   NN 6/5お届け週6/5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 

1579    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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。    ※酒類
です。※商品名を「大地を守る会の
料理酒」から変更し、パッケージを
変更しました。※物流費高騰のた
め、16円（税込）値上げします。        λ大
和川酒造店（福島県喜多方市）     

1584   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 料理がおいしくなる純米料理酒  

  720ml   915円  （税込988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）     

1587   б б   NN 6/5お届け週6/5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。    ※同時配布チラシ
をご覧ください。        λフ
ルーツバスケット［新
光糖業］（鹿児島県中
種子町）     

1602    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

手作り手作り

 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）     

1595    NN 6/5お届け週6/5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）     

1600   б б   NN 6/5お届け週6/5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。

                      

1578    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   特級 みのり醤油・500ml（ペットボトル）  

  500ml   514円  （税込555円） 

 ペットボトルの少量
サイズ。契約栽培の
国産丸大豆を使用し、
じっくり1年半以上発
酵・熟成を重ねた深い
香りと味わい。            λ日
本食品工業（鳥取県
境港市）    θ小麦・大豆 

おなじみ「みのり醤油」の少量サイズおなじみ「みのり醤油」の少量サイズ

1580    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  

  450g   500円  （税込540円） 
 昔ながらの伝統的な製法で、米麹造りから
行い、ゆっくりと熟成。普段の味噌汁を深
い味わいに仕上げます。            λ大津賀商店（鳥
取県伯耆町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 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 

1581    υυбб   NN 6/5お届け週6/5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） 

 国産契約栽培の大豆
と大麦を使い、神泉
水などで仕込みまし
た。麦の香ばしい味
と香りが特徴。            λヤ
マキ（埼玉県神川町）
    θ大豆 

1582    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み麦味噌  
  1kg   1,000円  （税込1,080円） 

 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 

1583    υυбб   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

 80％精米のもち米を
使い、伝統的な方法
で醸造し、ふた夏じっ
くりと熟成させまし
た。マイルドで幅のあ
る甘みが特徴です。
食前・食後酒にもお
すすめ！    ※酒類です。
        λ杉井酒造（静岡県
藤枝市）     

1585    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     純米本みりん 飛鳥山  

  500ml   900円  （税込972円） 

 米と米麹が主原料の、
酒の風味とみりんのう
まみを併せ持った発
酵調味料。            λ味の一
醸造（埼玉県狭山市）     

1586   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     味の母・720ml  

  720ml   693円  （税込748円） 

 京都・宮津の栽培期
間中農薬不使用の米
を100％原料に、静
置発酵でじっくり醸
造しました。お試し少
量規格です。            λ飯尾
醸造（京都府宮津市）     

1588    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     純米富士酢・360ml  

  360ml   550円  （税込594円） 

 純米酢に国産のきび
糖、醤油などを合わせ
ました。酢めしはごは
ん1合分に20ccが目
安。酢の物にもどうぞ。
            λ庄分酢（福岡県大
川市）    θ小麦・大豆 

1589    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     職人さんのすし酢  

  360ml   515円  （税込556円） 

1590    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   450円  （税込486円） 

 国産レモン100％の
果汁です。酸味料不使
用。幅広い料理にどう
ぞ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

手作り手作り 焼き魚やサラダ、ドリンクにも焼き魚やサラダ、ドリンクにも

 鍋物や、和風サラダに
も。国産有機本醸造
醤油、国産純米酢、徳
島の有機ゆずなど、
原材料も厳選。            λ光
食品（徳島県徳島市）
    θ小麦・大豆 

1591    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機ぽん酢しょうゆ  

  250ml   408円  （税込441円） 

 カツオ節やしいたけ
などのだしを使った
深い味わい。煮物や
和え物にも重宝しま
す。            λ日本食品工
業（鳥取県境港市）
    θ小麦・大豆 

1592   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   627円  （税込677円） 

 麺のつけ汁や煮物
などの味付けに使え
る、便利な調味料。濃
縮タイプなので薄め
てどうぞ。            λちば醤
油（千葉県香取市）
    θ小麦・大豆 

1593    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   万能つゆ（希釈用）  

  300ml   400円  （税込432円） 

 鶏ガラを煮出し塩だ
けで味付けした、シン
プルなスープ。約5倍
に薄めてお使いくだ
さい。            λ秋川牧園（山
口県山口市）     

1594    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,143円  （税込1,234円） 

1596    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     石橋製油のなたねサラダ油  

  910g   900円  （税込972円） 

 非遺伝子組み換えの
オーストラリア産な
たねが原料。昔なが
らの圧搾法で搾った
一番搾りの油です。
            λ石橋製油（福岡県
久留米市）     

非遺伝子組み換えのなたねを圧搾非遺伝子組み換えのなたねを圧搾

 昔ながらの低温玉締
め法で、ごま本来の風
味と栄養を損なわな
いように搾りました。
もちろん一番搾りで
す。            λ今井製油（千
葉県千葉市）     

1597   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,190円  （税込1,285円） 

 高級天ぷら店御用達
のごま油。上品な香
ばしさで食材を引き
立てます。油っこさが
なく、カラッと揚がり
ます。            λ九鬼産業（三
重県四日市市）     

1598    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 有機栽培された亜麻
の種を酸素と光を遮
断して、低温圧搾しま
した。α-リノレン酸を
多く含むオイルです。
    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がり
ください。    ■原産国／
アメリカ    λアトワ（宮
城県仙台市）     

1599    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     亜麻仁油（フラックスシードオイル）  

  218g   1,800円  （税込1,944円） 

 完熟したオリーブの
実を搾り、加熱や化
学的処理を行わず、
果実のエキスを抽出。
青りんごのようなフレ
ッシュな香り。        ■原産
国／スペイン    λサス
（東京都中央区）     

1601        
     スペイン産オリーブオイル・オレアウルム  

  229g   1,200円  （税込1,296円） 

1604        
     波
は て る ま

照間島黒糖かちわり  
  200g   327円  （税込353円） 

 搾りたてのサトウキビ
の汁を煮詰めました。
ミネラルを含み、こく
があって甘みがまろ
やかです。    ※物流費
高騰のため、29円（税
込）値上げします。
        λ沖縄物産企業連合
（沖縄県那覇市）     

甘さとほろ苦さが溶け合う深い味わい甘さとほろ苦さが溶け合う深い味わい

イメージイメージ

イメージイメージ

28 122号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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お試し少量品

醤油・味噌・酢など

大地宅配の

調味料定番

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

トマトソースのパスタが簡
単においしくできるので重

宝しています。カレーを作るとき
にもホールトマト代わりに使いま
すが、こくが出ておいしいです。

（おもちさん）

 まろやかな甘さとこく
のある風味が特徴。
腸内の善玉菌を増や
すオリゴ糖を含みま
す。            λムソー（大阪府
大阪市）     

1603    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     北海道産てんさい含蜜糖  

  500g   380円  （税込410円） 

手作り手作り

1606    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     黒糖シロップ・甘口（沖縄産）  

  250g   500円  （税込540円） 

 沖縄県産さとうきびから作
られた黒糖・粗糖・糖蜜を
配合。なめらかな口当たり
で風味が濃厚です。  「お好み
角てん（注文番号1479）」とご
一緒に。  ※9月頃までの取り
扱い予定。        λシュガーソル
ト垣乃花（沖縄県うるま市）     

関西風の甘～いところ天に♪関西風の甘～いところ天に♪

 国産100％の原料を
使った氷砂糖です。
果実酒作りにどうぞ。
    ※同時配布チラシを
ご覧ください。        λ健
康フーズ（神奈川県
横浜市）     

1605    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     国産ビート氷砂糖  

  1kg   785円  （税込848円） 

手作り手作り

 メキシコ、オーストラ
リアの天日塩ににがり
を加えたものを、昔な
がらの平釜で煮詰め
て再結晶させました。
    ※同時配布チラシをご
覧ください。        λイカリ
商事（鳥取県米子市）     

1607    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 

手作り手作り

 ミネラルを含み、溶け
にくい大きめの結晶
がそのまま。自家製の
ぬか床や梅干し、らっ
きょう、味噌作りに。
    ※同時配布チラシを
ご覧ください。        λ海
の精（東京都大島町）     

1608    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     漬物塩（海の精）  

  1.5kg   3,000円  （税込3,240円） 

手作り手作り

 トルコ産有機金ごま
を使用し、ごまの風味
を引き出しました。濃
厚な味わいをお楽し
みください。            λ冨貴
食研（大阪府高槻市）
    θ小麦・卵・大豆 

1614    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     金ごまドレッシング  

  190ml   595円  （税込643円） 

 対馬暖流の海水を60
℃の低温で結晶化さ
せて仕上げた塩です。
白菜漬けなどの漬物
作りにも。    ※同時配
布チラシをご覧くださ
い。        λ一の塩（佐賀県
唐津市）     

1609    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     海んまんま一の塩（しっとりタイプ）1kg  

  1kg   1,200円  （税込1,296円） 

手作り手作り

 国産のきび糖や純米
酢などでトマトの甘
みや酸味を引き出し
た、フルーティーでこ
くのある味。            λ光食品
（徳島県上板町）     

1610   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ヒカリ トマトケチャップ（チューブ）  

  500g   480円  （税込518円） 

 契約生産者の平飼卵
となたね油、こくのあ
る純米酢で作りまし
た。            λ丸和油脂（東
京都品川区）    θ卵 

1612   б б   NN 6/5お届け週6/5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） 

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 

1613    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   504円  （税込544円） 

 豆腐を入れて煮るだけで、麻婆豆腐が
完成。麻婆春雨や麻婆なすにも。こくと
辛みにごはんがすすみます。            λ誠晃産業
（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1615    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   とうふ一丁で麻婆豆腐の素 2パック  
  180g(2～3人前)×2パック   610円  （税込659円） 

限定 500
イメージイメージ

 具材のうまみが引き立つやさしい味付け。
肉とたっぷりの野菜を炒め合わせて。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1616    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   青椒肉絲（チンジャオロウスー）のタレ2パック  

  100g×2パック   490円  （税込529円） 

限定 300
イメージイメージ

1617    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   カレールウ（辛口）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 酸味料や化学調味料を使わず、厳選した
材料で作った安心のルウです。カレー粉を
増量した辛口仕上げ。1パック約6人前。
            λ大味研（鳥取県境港市）    θ小麦・大豆 

1618    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   カレールウ（中辛）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 酸味料や化学調味料を使わず、厳選した
材料で仕上げた安心のルウです。1パッ
ク約6人前。            λ大味研（鳥取県境港市）
    θ小麦・大豆 

1619    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   カレールウ（こども用）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 カレー粉を減らしてりんごピューレを増
量し、お子さん好みの味に仕上げていま
す。1パック約6人前。            λ大味研（鳥取県
境港市）    θ小麦・乳・大豆 

1611    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機トマトピューレー（200g×3）  

  200g×3コ   485円  （税込524円） 
 イタリア産の有機トマトを収穫後12時
間以内に加工。1パックにトマト8コ分を
濃縮しました。        ■原産国／イタリア    λ日
仏貿易（東京都千代田区）     

                      2023    υυ      
     やさかみそ（甘口）  
  750g   589円  （税込636円） 

                 θ大豆 

2029      
     大阪ごまぽん酢  
  360ml   800円  （税込864円） 
                 θ小麦・大豆 

2035        
  $$   大地を守る会の砂糖（喜界島限定きび糖）  

  1kg   436円  （税込471円） 
                  

2041    υυ      
     ウエダ家の豆乳発酵マルチクリーム  
  120g   786円  （税込849円） 

               δお届け後12日保証  θ大豆 

2017        
  $$   納豆のたれ  
  200ml   284円  （税込307円） 
                 θ小麦・大豆 

2024    υυ      
     やさかの麦みそ  
  500g   379円  （税込409円） 

                 θ大豆 

2030        
     そうめんつゆ（ストレート）  
  400ml   550円  （税込594円） 
                 θ小麦・大豆 

2036      
     マスコバド糖（ネグロス島産黒砂糖）  
  500g   350円  （税込378円） 

                  

2042        
  $$   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） 
               δお届け後60日保証  θ小麦・卵・大豆 

限定 1000

2019        
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  
  1000ml   690円  （税込745円） 
                 θ小麦・大豆 

2025        
     三河みりん・700ml  
  700ml   1,020円  （税込1,102円） 
     ※酒類です。             

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

2037        
     海の精（あらしお）  
  240g   600円  （税込648円） 

                  

2043    ττ      
     農舎のひき肉たっぷり麻婆（マーボー）の素  
  200g(約3人前)   398円  （税込430円） 
                 θ小麦・大豆 

2020        
     かめびしのこいくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2026        
     味の母・1.8L  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
                  

2032        
  $$   中華風ブイヨン  
  15g×10袋   446円  （税込482円） 
                 θ小麦・大豆 

2038        
     有機中濃ソース  
  250ml   389円  （税込420円） 
                 θ小麦・大豆 

2044        
  $$   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） 
                 θ小麦・大豆 

2021        
     神
かみいずみすい

泉水仕込み生醤油  
  1Ｌ   970円  （税込1,048円） 

     ※開封後要冷蔵。            θ小麦・大豆 

2027      
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2033        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2039      
     国産有機野菜・果実使用関西風お好みソース  
  300g   340円  （税込367円） 

                 θ小麦・大豆 

2018        
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油・300ml  
  300ml   457円  （税込494円） 
                 θ小麦・大豆 

2022      
     神
かみいずみすい

泉水仕込み手造り醤油・1.8Ｌ  
  1.8Ｌ   1,500円  （税込1,620円） 
                 θ小麦・大豆 

2028        
  $$   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） 
                  

2034        
     圧搾コーン油（非遺伝子組み換えコーン使用）  
  910g   665円  （税込718円） 

                  

2040        
     オイスターソース  
  115g   433円  （税込468円） 

                 θ小麦・大豆 

イメージイメージ

● 有機の金ごまを100％使用
● 水は一切使用していないの
で、濃厚なごまの味と香り
がしっかり

● 化学調味料、遺伝子組み換
え原料は不使用

ここが違う！

これは使える！ サラダ、冷しゃぶ、パスタに
有機金ごまを100％使用しました。水は一切使っていないため、こ
くのあるごま本来の味と香りを楽しめます。サラダや温野菜、しゃぶ
しゃぶなどで、豊かな風味をご堪能ください。卵や野菜を使った炒
め物の仕上げに、さっと回しかけて味付けに加えても美味。これか
らの季節は、冷たい麺やパスタなどにもおすすめです。

サラダから麺類まで。サラダから麺類まで。
これからの季節にこれからの季節に
欠かせません！欠かせません！

パスタが簡単にできて重宝。パスタが簡単にできて重宝。
カレーに使ってもこくが出ますカレーに使ってもこくが出ます

29122号●アレルゲン／θ以下、加工食品に含まれるアレルギー物質を含む食品8品目（表示義務7品目と大豆）を右のように表示します。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆

大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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大地宅配の

乾 物定番

 奄美大島のターメリ
ック（うこん）など、い
ろいろな香辛料を、バ
ランス良くブレンド。
            λヤスマ（東京都品
川区）     

1620    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 

 ネパールで栽培期間
中に農薬や化学肥
料を使用せずに栽培
された、フェアトレー
ドの黒こしょうです。
        ■原産国／ネパー
ル    λネパリ・バザーロ
（神奈川県横浜市）     

1621        
     ネパール・ブラックペッパー（あらびき）  

  20g   300円  （税込324円） 

 ネパールの山間地で、
農薬や化学肥料に頼
らずに育てられた黒
こしょう。力強い香り
がふわっと広がりま
す。        ■原産国／ネパ
ール    λネパリ・バザー
ロ（神奈川県横浜市）     

1622    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ネパール・ブラックペッパー（ホール）  

  20g   300円  （税込324円） 

1623    ττ   NN 6/12お届け週6/12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）     

 農薬や化学肥料を使
用せずに栽培したに
んにくをペースト状
に加工しました。料理
のアクセントに。            λベ
ストアメニティ（福岡
県久留米市）     

1624    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 

粉・乾物
だし・缶詰など

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物不使用

原料は国産、または
海外産オーガニックが原則

たんぱく加水分解物不使用

                      

イメージイメージ

1625    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     北海道産パン専用粉 ミナミナ  

  5kg   2,550円  （税込2,754円） 

 北海道産の小麦粉３種
と全粒粉をパン用にブレ
ンド。もっちりしっとりと
して、甘みのあるパンが
できます。    ※業務用の紙
袋仕様のため多少の粉こ
ぼれが出る場合がありま
す。タンパク質：12.7％（±
1.0％）灰分：0.45％（±
0.1％）        λアグリシステム
（北海道芽室町）    θ小麦 

パン用に考えられた独自のブレンドパン用に考えられた独自のブレンド

 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）     

1626    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     かたくり粉  

  300g   331円  （税込357円） 

 国産大豆を遠火の強
火で焙煎した、香り
が強くて色も濃い、風
味豊かなきなこです。
            λ川原製粉所（東京
都練馬区）    θ大豆 

1627    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   きなこ  

  200g   320円  （税込346円） 

 有機JAS認証の白ご
まを使用。香り豊か
で食感はぷちぷち。ご
まの甘みもお楽しみ
ください。        ■原産国／
ボリビア    λ和田萬商
店（大阪府大阪市）     

1628    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

1629        
     有機金いりごま  

  50g   235円  （税込254円） 

 有機栽培された金ご
まを、焙煎前に選別
して良質なもののみ
を厳選。香り高く、油
分が多いのが特徴。
        ■原産国／トルコ
    λ和田萬商店（大阪
府大阪市）     

 国産大豆100％使
用。膨軟剤を使用し
ていないので、歯ごた
えのある食感に仕上
がっています。            λ信
濃雪（長野県飯田市）
    θ大豆 

1631    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     こだわり高野豆腐  

  96g（6枚）   414円  （税込447円） 

 栽培期間中農薬・化
学肥料不使用の熊
本県産大根を乾燥さ
せ、味も栄養も凝縮。
サラダやナムルにどう
ぞ。            λベストアメニテ
ィ（福岡県久留米市）     

1632    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     熊本県産サラダでおいしい切干大根  

  40g   300円  （税込324円） 

限定 1000

 ブラウンえのきを乾
燥加工しました。乾燥
により甘みが増し、だ
しもたっぷり出ます。
水戻し不要。味噌汁
や野菜炒めなどにそ
のままお使いくださ
い。            λキノコ村（長野
県須坂市）     

1633        
     乾甘シャキえのき（乾燥えのき）  

  15g   293円  （税込316円） 

1634    υυ   NN 6/12お届け週6/12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、冷蔵庫で保存
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）     

 やさか共同農場が、
国産有機白米で作っ
た白米麹。塩麹や甘
酒が手軽に作れるレ
シピ付きです。            λや
さか共同農場（島根
県浜田市）  δお届け
後76日保証   

1635        
     やさかの有機乾燥白米こうじ  

  500g   1,090円  （税込1,177円） 

 徳島県吉野川産のスジアオノリを使用し
た青海苔粉です。市販でよく使われるア
オサよりも豊かな香りとうまみがありま
す。            λ井口食品（福岡県福岡市）     

1636        
  $$   青のり  

  8g   590円  （税込637円） 

イメージイメージ

昔ながらの釜炊き天日干し製法で昔ながらの釜炊き天日干し製法で
豊かな風味を引き出しました豊かな風味を引き出しました

春に採取した獲れたての生ヒジキ
を、鉄の大釜と薪を使って炊き、
天日干しにしました。昔ながらの
製法で手間ひまをかけた分、やわ
らかく風味豊かな仕上がりです。
上関原発の建設計画をめぐり、今
も中国電力と闘う祝島から。

     ※今回限りの取り扱いです。    ■漁場／山
口県    λ祝島市場（山口県上関町）     

1638        
     祝島のひじき（釜炊き天日干し）  

  30g   368円  （税込397円） 

限定 1000

 肉厚で風味が強い重
茂産天然ワカメをカ
ットして乾燥。チャッ
ク付きで常備してお
くと便利です。        ■漁場
／岩手県    λ重茂漁業
協同組合（岩手県宮
古市）  ［生食可］   

1637    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     重
お も え

茂産 天然カットわかめ  
  20g   514円  （税込555円） 

 長崎県沿岸で摘み取
ったヒジキを天日干
しし、手作業で茎だけ
を選別しました。常備
しておくと便利です。
        ■漁場／長崎県    λ五
島ライブカンパニー
（長崎県五島市）     

1639        
     長ひじき  

  25g   490円  （税込529円） 

 羅臼昆布の、長さを切
りそろえるときに出る
「切り落とし」部分。
だしのうまみは変わ
らず、お得。    ※無選別
のため色、形はさまざ
まです。        λ西昆（福岡
県古賀市）     

1640    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     羅臼昆布（切り落とし）  

  80g   530円  （税込572円） 

2045        
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532円） 
                 θ小麦 

2051        
     有機白ごまペースト  

  80g   400円  （税込432円） 
                  

2057      
  $$   とろろ昆布  

  60g   494円  （税込534円） 
                  

2046      
     岩手県産ナンブ小麦の石臼全粒粉  
  500g   265円  （税込286円） 

                 θ小麦 

2052        
     大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   761円  （税込822円） 
                  

2058        
     花かつお  

  60g   439円  （税込474円） 
                  

2047        
     九州パンケーキ（ミックス粉）  
  200g   406円  （税込438円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダーを使用。            θ小麦・卵・乳 

2053        
     大分産乾燥きくらげ・12g  

  12g   350円  （税込378円） 
                  

2059        
     削りぶしパック  
  5g×6袋   343円  （税込370円） 
                  

             λ武久（福岡県筑後市）     

1630    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     大分産乾しいたけ（香信）  

  30g   540円  （税込583円） 

2048        
     有機しらたま粉  
  120g   380円  （税込410円） 

                  

2054        
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 
                  

2060      
     かつお本節（2本組）  
  420g(2本)   3,163円  （税込3,416円） 
                  

2049        
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 
                  

2055    υυ      
     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） 
                  

2061        
  $$   徳用和風だしパック（いりこ）  
  6g×24袋   589円  （税込636円） 
                 θ小麦・大豆 

2050        
     有機黒すりごま  

  50g   190円  （税込205円） 
                  

2056      
     日高昆布  
  200g   847円  （税込915円） 

                  

2062        
  $$   さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

笠が薄めなので、
短時間で戻って便利
じっくりと時間をかけて育てた原
木栽培の香信。笠が薄く、水で2～
3時間で戻ります。忙しいときは軸
を取ってそのまま割り入れて調理
しても。水炊きやちらし寿司、汁物
などにおすすめです。

30 122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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 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   

1641    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     煮干し  

  150g   690円  （税込745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   

1642        
     干し貝柱  

  45g   1,407円  （税込1,520円） 

 手軽においしいだしが
取れると好評のだし
パック。パック数増量
のお徳用サイズです。
            λ井口食品（福岡県
福岡市）    θ小麦・大豆 

1643    NN 6/5お届け週6/5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） 

 有機香味野菜をベー
スにスパイスをきか
せた、風味豊かなブイ
ヨン。必要な量だけ使
える顆粒タイプ。        ■原
産国／イタリア    λ日
仏貿易（東京都千代
田区）     

1644    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     有機野菜ブイヨンパウダー  

  120g   673円  （税込727円） 

1645   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ツナフレーク（水煮・オイル無添加）  

  80g×3缶   780円  （税込842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）     

1646   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ツナフレーク（オイル漬）  

  80g×3缶   780円  （税込842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）     

 新鮮なコーンを使うか
ら、香りも甘みもいっ
ぱい。牛乳を加えてコ
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）     

1647        
     箱売・もろこし畑 北海道産コーンクリーム（粒入り）（24缶）  
  230g×24缶   4,484円  （税込4,843円） 

 有機スイートコーン
のほのかな甘みを生
かし、砂糖や食品添
加物を使わずに作り
ました。便利な3缶セ
ット。        ■原産国／タイ
    λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1648    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機ホールコーン（缶詰）275g×3缶  

  275g×3缶   815円  （税込880円） 

 有機栽培されたイタ
リア産トマトを使用し
た、ジュース漬けのホ
ールトマト。フレッシ
ュな酸味。    ※輸入缶
詰のため、缶やラベル
のキズ・汚れはご容赦
ください。        λファーム
ランドトレーディング
（東京都港区）     

1649    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

1650        
  $$   箱売・ゆで小豆（12缶）  
  160g×12缶   2,838円  （税込3,065円） 
 北海道産小豆を砂糖・塩で程よく煮まし
た。ほくほくとした小豆の食感が生きてい
ます。            λタイム缶詰（岩手県陸前高田市）     

健康応援
食品

トレースできる
主原料を原則使用

増量剤等の
余計な食品添加物不使用

主原料は国産・海外産
オーガニックを優先

登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1651    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     国産有機青汁 四重奏  
  90g(3g×30包)   2,838円  （税込3,065円） 
 有機JAS認証取得の原料のみを使用した粉末青
汁。有機大麦若葉、有機ケールなど4種類の素材を
合わせて、飲みやすくしました。    ※同時配布チラシ
をご覧ください。        λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

¼  週 9302

1652    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     国・産・温・楽グルコサミン  
  60g(250mg×240粒)   2,838円  （税込3,065円） 

¼  週 9311

 国産にこだわったグルコサミン商品です。原料
は国産のカニ、鮭、有機きなこ、有機生姜。1日8
粒を目安に。    ※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）    θかに・大豆 

1654    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     コンドロイチン カルシウムプラス（栄養機能食品）  
  72g（約240粒）   5,029円  （税込5,431円） 

 エイから抽出したコン
ドロイチンに魚骨カル
シウムを配合した、カ
ルシウム摂取を応援
する栄養機能食品で
す。            λ丸共バイオフー
ズ（北海道稚内市）     

軟骨成分とカルシウムを同時に補給軟骨成分とカルシウムを同時に補給

1653        
     有機梅エキス粒  
  90g(約600粒)   3,500円  （税込3,780円） 
 有機栽培の青梅を煮詰め、有機米粉と配
合して粒状にしました。            λウメケン（大
阪府大阪市）     

1655    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     オーガニックビタミンＣ  
  60g（240粒）   3,500円  （税込3,780円） 

¼  週 9317

 ビタミンCの宝庫・アセロラ、ポリフェノー
ルを含むブルーベリーと煎茶が原料のビ
タミンCサプリメント。1日8粒が目安。            λマ
イクロフーズジャパン（群馬県高崎市）     イメージイメージ

1656        
     内側から「キレイ」。つるりん粉（コラーゲン配合）  
  96g(3g×32本)   2,667円  （税込2,880円） 

 はと麦をはじめ、もち
麦やもちあわなど16
種類の雑穀パウダー
をブレンド。さらにコ
ラーゲンと米ぬかも
加えました。            λベスト
アメニティ（福岡県久
留米市）    θ大豆 

雑穀やコラーゲンなど16種類がこの一本で雑穀やコラーゲンなど16種類がこの一本で

1657    NN 6/5お届け週6/5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 

1658    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     マヌカはちみつＮＰＡ7＋  

  180g   1,714円  （税込1,851円） 

 マヌカの花から採取し
た、抗菌力の高いはち
みつ。ハーブのような
香り。    ※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）     

体調をくずしやすい梅雨時期に体調をくずしやすい梅雨時期に

1659        
     北海道印まいにちてんさいオリゴ  
  90g（3g×30包）   1,886円  （税込2,037円） 
 北海道産てんさいから作ったオリゴ糖。
腸内環境の応援に。    ※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）     

2063        
     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

             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

2069        
     国産ローヤルゼリー カプセル  
  16.2g（270mg×60粒）  
 6,382円  （税込6,893円） 
             λビジービーズ（兵庫県神
戸市）     

2064        
     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）     

2070        
     ファイトケミカルプラス  
  30g(3g×10包)  
 3,000円  （税込3,240円） 
             λウィンチェスター研究所
（東京都港区）     

白なた豆のほのかな甘みにほっと一息。白なた豆のほのかな甘みにほっと一息。
ノンカフェインで就寝前の水分補給にもノンカフェインで就寝前の水分補給にも

農薬や化学肥料不使用で栽培し
た丹波産白なた豆を使用。なた豆
本来の香りを生かした、ほのかな
甘みのある味です。ちょっと一杯が
簡単に作れるマグカップ用のひも
付きティーバッグタイプで便利。

     ※12コ入りから増量しました。        λこやま
園（兵庫県丹波市）     

1662        
     丹波なた豆茶・マグカップ用ティーバッグ  
  19.2g(1.2g×16コ)   896円  （税込968円） 

¼  週 9326

 ポリフェノールの他、
アミノ酸やクエン酸
など、黒大豆をその
まま食べるだけでは
摂れない栄養分も摂
取できます。            λ堤酒造
（熊本県あさぎり町）
    θ大豆 

1660    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  
  720ml   2,200円  （税込2,376円） 

2065      
     コラーゲン  
  90g（約360粒）  
 4,762円  （税込5,143円） 
             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2071      
     有機ザクロとアサイーのドリンク（8倍希釈）  
  360ml  
 2,000円  （税込2,160円） 

             λ生活の木（東京都渋谷区）     

2066        
     コラーゲン粉末  
  90g  
 4,286円  （税込4,629円） 
             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2072        
     なつめエキス  
  220g  
 4,286円  （税込4,629円） 

             λ棗の里農産（福井県福井市）     

 四国の山間部の、特定
の場所で採取したどく
だみを使用。まろやか
で飲みやすい味わい
です。            λ小川生薬（徳
島県東みよし町）     

1661    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     みんなのどくだみ茶  

  3.5g×20包   700円  （税込756円） 

2067        
     お試し・瀧の酵母 14包  
  30.8g（2.2g×14包）  
 2,593円  （税込2,800円） 
             λなごみコーポレーション
（神奈川県横浜市）    θ大豆 

2073      
     ブルガリア産オーガニックプロポリス液  
  30ml  
 4,762円  （税込5,143円） 
     ※お子さんは飲用不可。        λビ
ジービーズ（兵庫県神戸市）     

2068        
     マヌカはちみつＮＰＡ15＋  
  180g  
 5,500円  （税込5,940円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。
        λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

2074      
     国産有機ごぼう茶  
  18g(12袋)  
 500円  （税込540円） 

             λ小川生薬（徳島県東みよし町）     

31122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

                      

 サラダ油の代わりに生クリームを使用。チョコレー
トとココアを多く配合し、濃厚でこくのある風味に。
        ■サイズ／直径約13cm    λパスティーフーズ（栃
木県さくら市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵・乳 

1663    ττ       
     パスティーフーズのシフォンケーキ（濃厚チョコ）  

  1コ   1,080円  （税込1,166円） 

限定 300

 りんごのソテーを薄めのスポンジ生地にのせた、りんご
の香りと食感が主役のケーキです。    ※６月頃までの取り
扱い予定。    ■サイズ／直径約12.5cm    λナチュランド本
舗（東京都多摩市）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1664    ττ       
  $$   アップルリッチケーキ  

  1コ   818円  （税込883円） 

国産レモン果汁を加えた国産レモン果汁を加えた
さわやかな甘酸っぱさが魅力さわやかな甘酸っぱさが魅力

国産レモン果汁を使用した、さっ
ぱりとしたタルトです。クッキーの
ようなタルト生地にさわやかな酸
味のフィリングを流し、低温で焼

き上げました。お好
みでソースやフルー
ツを添えても。

             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 

1667    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円）  ムーラン ナ ヴァン特製の手作りロール生地で、夏みかん入
りのヨーグルトクリームを巻き上げました。さわやかな風味
のロールケーキです。        ■サイズ／長さ約12cm    λムーラン ナ 
ヴァン（静岡県函南町）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1665    ττ       
  $$   甘夏みかんのロールケーキ  

  1本   1,184円  （税込1,279円） 
 フランスのリッチな焼き菓子。アーモンドプードル、杏
のコンフィチュール、ラム酒がふわりと香ります。        ■サ
イズ／1コ当たり約10×4.5×3.5cm    λパスティーフーズ
（栃木県さくら市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵・乳 

1666    ττ       
     パスティーフーズのプチパンドジェーヌ  

  2コ   785円  （税込848円） 
 新鮮な牛乳に全粉乳を加え、ミルクのこくを出し
たアイスを、国産小麦粉で作ったシュー皮に絞り
入れた、大地宅配基準で作ったシューアイスです。
            λ洋菓子のヒロタ（千葉県芝山町）    θ小麦・卵・乳 

1668    ττ       
  $$   ヒロタのシューアイス（ミルク）  

  43ml×6コ   724円  （税込782円） 

 上新粉で作った皮の歯ざわりが、上品な
甘さのあんと相まって絶妙のおいしさ。
    ※解凍は常温で。        λ平和堂（山梨県甲府
市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1669    ττ       
  $$   柏もち（つぶあん）5コ  

  5コ   760円  （税込821円） 
 大地を守る会の生産者の小豆で作った
こしあんを国産のもち米で包んで、きな
粉をまぶしました。            λ華桔梗（愛知県名
古屋市）    θ大豆 

1673    ττ       
     きな粉おはぎ（こしあん）  

  50g×4コ   413円  （税込446円） 
 国産馬鈴薯でん粉と本葛粉にわらび粉をブレンドし、寒天とこんに
ゃく粉で仕上げた冷菓子。カットしやすい容器入り。    ※９月頃までの
取り扱い予定。    ■セット内容／わらび餅140g×2コ、きな粉12g×2コ
    λフルーツバスケット（静岡県函南町）  δお届け後35日保証  θ大豆 

1674    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     吉野葛わらび餅（きなこ付き）  
  140g×2パック   626円  （税込676円） 

1670    ττ       
     北海道よもぎ大福  

  70g×5コ   509円  （税込550円） 

 北海道産の原料にこ
だわった大福。生地
は、丹念に杵つきして
いるのでコシがあり、
よもぎの香りが豊か。
            λ吉川食品（北海道
砂川市）    θ小麦 

よもぎもあんも風味豊かな北海道産よもぎもあんも風味豊かな北海道産

 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 

1675    ττ       
     白玉ぜんざい  

  500g(5袋)   592円  （税込639円） 
 1年以上熟成発酵させた小麦でん粉を原
料に、ほのかな酸味と弾力のある食感に
仕上げました。            λミサワ食品（東京都足
立区）  δお届け後10日保証  θ小麦・大豆 

1676        
     手造りのせいろ蒸し 東京くずもち  
  2枚×2袋(みつ･きな粉付き)   552円  （税込596円） 

イメージイメージ

 国産の天草で作った寒天を、食べやすいようカットしまし
た。沖縄県産の黒糖100％の黒蜜付き。    ※１０月頃までの
取り扱い予定。    ■セット内容／（寒天130g・黒糖みつ25g）
×3パック    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後15日保証   

1677    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     黒みつ付寒天（沖縄産黒糖100％使用）  

  1セット   392円  （税込423円） 
 国産天草で作った寒天、北海道産小豆の粒あん、沖縄県産黒
蜜のセット。    ※フルーツは入っていません。※１０月頃までの
取り扱い予定。    ■セット内容／寒天130g・あん40g・黒蜜25g
各2パック    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後15日保証   

1678    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     あんみつ（黒みつ付き）2パック  

  1セット   461円  （税込498円） 

イメージイメージ

 京都の菓子職人が、丹精込めて焼き上げました。
生地には中井製茶場の茶師が吟味・選定した有機
抹茶を使用。        ■サイズ／長さ約17cm    λアトレ（京
都府木津川市）  δお届け後22日保証  θ小麦・卵 

1679        
     茶師監修 宇治抹茶ロールカステラ  

  1本   1,400円  （税込1,512円） 

 国産小麦を使った皮と、北海道産小豆の
粒あんが、相性抜群。小腹が空いたとき
にぴったり。    ※電子レンジ専用品です。
        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1680    ττ       
  $$   ミニたい焼き  

  320g（8コ）   500円  （税込540円） 
 京都宇治の有機抹茶をふんだんに使用した、抹茶の香
りが口いっぱいに広がる水ようかん。    ※商品の表面に氷
の結晶化が見られる場合がありますが、解凍すると消えま
す。※９月頃までの取り扱い予定。        λ松屋（京都府城陽市）     

1682    ττ       
  $$   宇治松屋の抹茶水ようかん  
  1本(280g)   1,000円  （税込1,080円） 

限定 1000

 農薬・化学肥料を使わずに栽培したさつ
まいもをじっくりと乾燥させ、素朴な風
味を引き出しました。            λかんらん車（三
里塚酵素の会）（千葉県成田市）     

1683    υυ       
     干し芋（べにはるか）  

  150g   598円  （税込646円） 
1684    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 

 茨城県産の和栗で作
った程よい甘さの甘
栗。薄渋皮ごとやわら
かく仕上げています。
            λ丸成商事（東京都
練馬区）     

薄渋皮ごとやわらかく仕上げた国産栗薄渋皮ごとやわらかく仕上げた国産栗

着色料や合成甘味料等の
食品添加物は原則不使用

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

揚げ油は非遺伝子
組み換え原料を使用

菓子
ドライフルーツなど

                      

 酪農家を限定した低温殺菌牛乳と生クリーム、平飼卵、
寒天を使ったプリン。  2点以上注文すると1点あたり7ポイン
ト付与します。  ※カラメルソースは付いていません。        λ函南
東部農協（静岡県函南町）  δお届け後7日保証  θ卵・乳 

1685    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
 国産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 

1686    υυ   NN 6/5お届け週6/5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） 

 果汁をしっかり使った3種のミニカップゼリーをアソー
トセットにしました。    ※凍らせて食べないでください。
    ■セット内容／みかん・りんご・ぶどう各15コ    λフルー
ツバスケット（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1687        
     徳用ミニカップゼリー（みかん・りんご・ぶどう）  
  22g×45コ   1,050円  （税込1,134円） 

 アメリカ産の有機ぶどうのさわやかな甘
み。寒天とこんにゃく粉でぷるるんやわ
らかです。            λフルーツバスケット（静岡
県函南町）     

1689    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   飲むこんにゃくゼリー（ぶどう）5コパック  

  130g×5コ   808円  （税込873円） 

1688        
     岡林農園の小夏っ娘ゼリー  

  100g×2コ   443円  （税込478円） 

 高知県越知町の岡林
農園で農薬不使用で
栽培した小夏（日向
夏）の果汁を使用。す
っきりとさわやかな
甘さです。            λ岡林農
園（高知県越知町）
  δお届け後60日保証   

小夏果汁ですっきりとした甘さに小夏果汁ですっきりとした甘さに

 こしあんを固めたしっとりなめらかな口
当たりのようかん。サイコロ状でパクパク
つまみやすいのがうれしい。            λ山清（香
川県綾川町）  δお届け後60日保証   

1690        
     こし子ちゃん（サクッと一口ようかん）  

  80g   342円  （税込369円） 
 原料は国産のみかん、りんご、ぶどうの果汁と砂糖、はちみつ、レモン果汁のみ。
冷凍庫で凍らせてどうぞ。    ※原材料にはちみつ使用。1歳未満の乳児には食べさ
せないでください。※９月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／みかん4本、りん
ご4本、ぶどう2本    λフルーツバスケット（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1692    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     フルーツシャーベット（みかん・りんご・ぶどう）  

  70ml×10本   712円  （税込769円） 

イメージイメージ

 国産大豆からできた自社製のおからと、国産小麦
粉を混ぜて揚げたおやつ。かたい食感とシンプルな
味付けが後を引くおいしさ。            λおとうふ工房いしかわ
（愛知県高浜市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1693        
     きらず揚げ（しお）  

  160g   291円  （税込314円） 

イメージイメージ

ムーラン ナ ヴァン
加藤 祥

さ ち え

恵さん

今週の
おすすめ

32 122号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

マンゴーのさわやかな味
わいと食感が織りなす逸

品です。この味で暑さを乗り切れ
そうです。

（アイシャさん）

 国産小麦粉に全粒粉、ライ麦粉、玄米を
ブレンド。穀物のやさしい甘みがお口に
広がります。            λげんきタウン（大阪府豊
中市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1694        
     シリアル・バー（ハードクッキー）  

  10枚   360円  （税込389円） 

 上品な甘さのあんを、
歯ざわりなめらかな
よもぎもちで包みま
した。    ※解凍は常温
で。        λ平和堂（山梨県
甲府市）  δお届け後
45日保証  θ小麦 

1672    ττ       
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 

 アルフォンソマンゴーの濃
厚な味わいをお試しくだ
さい。牛乳は不使用です。
    ※今週は通常の3倍ポイン
トです。※ツチオーネ124
号でリニューアル予定。
        λ海老屋アイス工房フェ
リーチェ（山梨県甲府市）     

1691    ττ       
     濃厚マンゴーのアイスキャンディー  

  80ml×4本   781円  （税込843円） 

限定 650

 スリランカ産カシューナッツに、カレー風味の
衣を付けて香ばしくローストしました。            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小麦 

1695    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     カシューナッツ（カレー味）  

  60g   520円  （税込562円） 

 黒ごまのこくのある
香ばしさとやさしい
甘さが美味。冷蔵庫
で半日解凍後お召し
上がりください。            λ松
屋（京都府城陽市）
  δお届け後45日保証   

1671    ττ       
  $$   宇治松屋の黒ごま大福  

  4コ   933円  （税込1,008円） 

 クルミの香ばしさとほろ苦さに、沖縄県産黒糖のこくのあ
るやさしい甘みがマッチ。    ※写真と異なるパッケージでお
届けする場合があります。        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   

1696    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     黒糖くるみ  

  110g   600円  （税込648円） 
 カカオ85％のほろ苦さとゆっくり広がる
甘みが大人の味わい。    ※物流の都合上、
冷蔵でお届けします。        λオーガニックフ
ォレスト（東京都世田谷区）     

1697    υυ       
     ラプンツェル ダークチョコレート カカオ85％  

  80g   800円  （税込864円） 

限定 100

 海外オーガニック認証取得のフェアトレードのミルクチョコ。カカオ
の芳醇な香りとミルクの濃厚な風味。    ※物流の都合上、冷蔵でお届
けします。※９月頃までの取り扱い予定。    ■原産国／スイス    λオーガ
ニックフォレスト（東京都世田谷区）  δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

1698    υυ   NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ラプンツェル ミルクチョコレート  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 100

 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 

1681    ττ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   生どら焼き（小豆）  

  3コ   500円  （税込540円） 

 ミルクチョコレートにラム・レーズン、ヘーゼルナッツが
たっぷり。上品で香り高い大人の味わいです。    ※物流の
都合上、冷蔵でお届けします。    ■原産国／スイス    λオ
ーガニックフォレスト（東京都世田谷区）    θ乳・大豆 

1699    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ラプンツェル ラム・レーズンチョコレート  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 100

1700    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ＦＴチョコデザートバーストロベリーシリアルクリスプ  

  1本(33g)   300円  （税込324円） 

 甘酸っぱいいちごとミルクにココ
アバターを練り込んだ、口どけの良
いチョコ。クリスプのサクサク感も
◎。    ※賞味期限が2017年6月30
日までと短めのため、97円（税込）
値引きして販売します。        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

リッチな風味のいちごフィリングリッチな風味のいちごフィリング

 国産の雑穀で作ったポンせんべいをこくの
ある沖縄県産黒糖で味付け。香ばしさと、
サクッと軽い食感がくせになります。            λベ
ストアメニティ（福岡県久留米市）    θ大豆 

1701        
     ポンせん黒糖味  

  120g   284円  （税込307円） 
 大地を守る会の生産者のうるち米を使
い、醤油だけで味付けしました。2枚ずつ
の個別包装です。            λ富士見堂（東京都葛
飾区）    θ小麦・大豆 

1702    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   大地を守る会のひとくちせんべい（醤油味）  

  2枚×6袋   259円  （税込280円） 

 しっかりとしたぱりっと感。お米の甘みと
醤油の香ばしさが広がります。            λ富士見
堂（東京都葛飾区）  δお届け後30日保
証  θ小麦・大豆 

1703    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     小丸揚げせんべい  

  14枚   379円  （税込409円） 
 小豆島の醤油と、兵庫県但馬産「コウノトリ
育むお米」を使用。どこか懐かしい味わいの
おせんべいです。            λアリモト（兵庫県加西
市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1704    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     島醤油せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 

1705   б б   NN 6/5お届け週6/5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   

 メキシコ北西部で栽
培したフェアトレード
のマンゴーを、砂糖や
保存料を使わずに乾
燥させました。        ■原
産国／メキシコ    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   

1706    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   520円  （税込562円） 

 契約農場で栽培した
デーツを樹上で完熟
させ、天日乾燥後に
収穫しました。鉄分
や食物繊維などが豊
富です。    ※種が入って
います｡ お召し上がり
の際はご注意くださ
い。    ■原産国／イラン
    λバイオシード（東京
都台東区）     

1707    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     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） 

 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   

1709    NN 6/5お届け週6/5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） 

                      2080      
     マリーレンのパルミエパイ  

  60g   370円  （税込400円） 
               δお届け後40日保証  θ小麦・乳 

限定 1000 2086        
     成清さんの海苔せんべい  
  12枚   417円  （税込450円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2075    υυ      
     和らぎ濃厚豆乳プリン  
  100g×2コ   255円  （税込275円） 
               δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

2081        
     麩菓子  
  12本   250円  （税込270円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2087        
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  
  150g   760円  （税込821円） 

               δお届け後60日保証   

2076        
     ミニカップゼリー（みかん）  
  22g×12コ   350円  （税込378円） 
               δお届け後60日保証   

2082        
     黒米入りまるごと玄米クラッカー  
  3枚×4パック   417円  （税込450円） 
               δお届け後45日保証   

2088        
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   540円  （税込583円） 
               δお届け後50日保証   

1710    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     第3世界ショップのマカデミアナッツ（食塩不使用）  

  65g   580円  （税込626円） 

 フェアトレードのマカデミ
アナッツを、日本で香ばし
くローストしました。食塩
は使っていません。        ■原産
国／マラウイ    λ第３世界
ショップ（プレス・オールタ
ーナティブ）（東京都目黒
区）  δお届け後60日保証   

2077        
  $$   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 

2083      
     煎り大豆ソイ美－ン（味噌・きな粉）  

  78g   350円  （税込378円） 
                 θ大豆 

限定 70 2089        
     古代ペルシャの宝物 グリーンレーズン  
  100g   450円  （税込486円） 

                  

2078        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2084      
     メープルアーモンド  

  40g   440円  （税込475円） 
               δお届け後60日保証   

2090        
     ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 
               δお届け後60日保証   

2079        
     豆乳ドーナツ（白蜜）  
  170g   280円  （税込302円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダー使用。          δお届け後30日保証  θ小麦・乳・大豆 

2085        
     しっかり醤油味のせんべい  

  8枚   312円  （税込337円） 
               δお届け後75日保証  θ小麦・大豆 

2091      
     おしゃぶり昆布  

  40g   645円  （税込697円） 
                  

ドライフルーツなど

 ローストや味付けをし
ていない生タイプ。パ
ンやお菓子作りにも
活躍します。        ■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60日保証   

1708    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     第3世界ショップのくるみ  

  65g   600円  （税込648円） 

くるみ本来の味が楽しめる生タイプくるみ本来の味が楽しめる生タイプ
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さわやかな味わいと食感。さわやかな味わいと食感。
これなら夏を乗り切れそうこれなら夏を乗り切れそう

33122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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青
青　

果　

果
米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_122_p33M_04A.indd   33 2017/05/08   13:27:01



大地宅配の

飲 料定番

ジュース：原料は国産契約栽培や
海外産オーガニックを優先

合成甘味料、酸味料、香料等の
食品添加物は原則不使用

お茶：有機または
農薬不使用が原則

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1713    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   箱売・キャロットジュース30本  
  125g×30本   3,500円  （税込3,780円） 
 さんぶ野菜ネットワークの人参を使用。
くせがなくて飲みやすい濃縮還元汁。人
気の飲み切りサイズ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

¼  週 9335

1714    NN 6/5お届け週6/5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） 
 有機JAS認証取得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）     

1711    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル10缶  
  160g×10缶   2,390円  （税込2,581円） 
 大地宅配の野菜と「日本デルモンテ（株）」
の技術を合わせた自信作。1缶当たり
290gの野菜を使用。            λ日本デルモンテ
株式会社（長野県千曲市）     

1715        
     信州佐久高原のトマトジュース（有機トマト使用）  
  1000ml   1,331円  （税込1,437円） 

 生食用の有機トマト
をぜいたくに使った
「飲むトマト」。さっ
ぱりとした口当たりで
す。            λ佐久ゆうきの会
（長野県佐久市）     

こくがあるのに後味さっぱりこくがあるのに後味さっぱり

1716        
  $$   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）     

1712    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
             λ日本デルモンテ株式会社（長野県千
曲市）     

¼  週 9329

1717    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   箱売・アップル＆キャロット混合飲料30本  
  195g×30本   4,400円  （税込4,752円） 
 大地を守る会の生産者の人参を搾り、
りんご果汁を合わせて飲みやすくしまし
た。人参は濃縮還元汁使用。            λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

 有機栽培や農薬不使
用で栽培された野菜
と果物を使用。砂糖・
食塩は不使用で、フ
ルーティーな味わい。
            λ光食品（徳島県徳
島市）     

1719    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     有機フルーティーＭｉｘジュース＋野菜15本  
  195g×15本   2,550円  （税込2,754円） 

 一つずつていねいに皮
をむいて搾った、苦味
が少ないストレートジ
ュース。みかんの味を
生かした仕上がり。    ※８
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）     

1720        
  $$   手むき みかんジュース  

  720ml   855円  （税込923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）     

1721    NN 6/5お届け週6/5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） 

1722    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     箱売・スカットれもん（炭酸飲料）30本  
  200ml×30本   4,446円  （税込4,802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）     

1723    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     箱売・有機アップルサイダー＋レモン（無加糖）  
  250ml×30缶   3,900円  （税込4,212円） 
 有機りんご果汁、有機レモン果汁、広島
県の天然水で作ったサイダーです。            λ光
食品（徳島県上板町）     

 有機白ぶどうと有機
赤ぶどうをブレンド。
砂糖を使わず、ぶどう
の風味を生かした甘
さです。            λ光食品（徳
島県徳島市）     

1724        
     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） 

 一般に出回っている
「やぶきた」とは異な
る品種を使った煎茶
です。飲んだ後にさわ
やかな後味が残りま
す。            λ日本農産（静岡
県浜松市）     

1725        
     新茶・樽井さんの有機長生殿  

  100g   2,241円  （税込2,420円） 

1726        
  $$   新茶・松田さんのやすらぎ一番茶  

  100g   920円  （税込994円） 

 冬の間栄養を蓄え、八十八
夜ごろに芽吹いた栽培期
間中農薬不使用のお茶。
程よい甘さとすっきりとし
た後味で、新鮮な香りはこ
の時季ならでは。    ※６月頃
までの取り扱い予定。        λ松
田博久（静岡県袋井市）     

 静岡県藤枝産・やぶ
きた品種の上級煎
茶。農薬や化学肥料
を使わないお茶作り
を続けている水車む
ら農園の自信作です。
            λ水車むら農園（静
岡県藤枝市）     

1727    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     新茶・水車むらの特選新芽みどり  

  100g   1,495円  （税込1,615円） 

1728    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     新茶・いりえ茶園の八女茶  

  80g   1,350円  （税込1,458円） 

 土作りを大切に、福岡
県八女市で農薬を使わ
ずに栽培されたお茶。
甘みがあり、口当たりも
やわらか。            λいりえ茶園
（福岡県八女市）     

すがすがしい香りとほのかな甘みすがすがしい香りとほのかな甘み

1729    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     新茶・宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   630円  （税込680円） 

 京都府和束町の有機茶
葉を原料にした緑茶と抹
茶をブレンド。程よい甘
さが特徴です。今年5月
初旬に摘まれた新茶で
す。    ※６月頃までの取り
扱い予定。        λ堀田勝太
郎商店（京都府宇治市）     

 新茶時季の最初の茶
葉。茶葉はやや多め
にし、少し冷ましたお
湯で淹れると、甘みが
引き立ちます。            λ堀
田勝太郎商店（京都
府宇治市）     

1730        
     新茶・宇治有機特撰緑茶  

  100g   1,500円  （税込1,620円） 

 有機屋久島茶の新茶
です。ぬるめのお湯
で、甘みとうまみをお
楽しみください。    ※６
月頃までの取り扱い
予定。        λ屋久島八万
寿茶園（鹿児島県屋
久島町）     

1731    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     新茶・有機屋久島茶  

  80g   1,040円  （税込1,123円） 

 昔ながらの石臼で挽
いた堀田勝太郎商店
の有機抹茶。料理や
お菓子にもどうぞ。今
年の新茶です。            λ堀
田勝太郎商店（京都
府宇治市）  δお届け
後45日保証   

1732        
     新茶・宇治有機抹茶  

  30g   1,000円  （税込1,080円） 

2092      
     箱売・野菜ジュース（食塩無添加）30缶  
  190g×30缶   3,480円  （税込3,758円） 
                  

2098        
     まるごと粉末茶 有機煎茶  
  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
                  

2093        
  $$   キャロットジュース10本  
  125g×10本   1,224円  （税込1,322円） 
                  

2099      
     ノヴァの有機フェアトレードアールグレイ紅茶ティーバッグ  
  2g×25包   680円  （税込734円） 
                  

2094        
  $$   りんごジュース1000ml  
  1000ml   740円  （税込799円） 
                  

2100        
     国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  
  520g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

 長崎県佐々町の有
機茶葉を使用。回転
式直火釜で芳しい香
りに仕上げました。
            λ北村製茶（長崎県
佐々町）     

1733        
     北村製茶の有機ほうじ茶  

  150g   466円  （税込503円） 

 一芯二葉のフルリー
フの紅茶のティーバ
ッグ。東ネパールの
希少価値が高い「ゴ
ールデンチップ」を使
用。        ■原産国／ネパー
ル    λネパリ・バザーロ
（神奈川県横浜市）     

1734        
     手摘みの紅茶（ストレートティー）  

  2g×12パック   540円  （税込583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）     

1735    NN 6/12お届け週6/12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） 

2095        
  $$   アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,429円  （税込1,543円） 
                  

2101        
     有機栽培コーヒー ハチドリのひとしずく（粉）  
  200g   905円  （税込977円） 

                  

2096      
     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） 
                  

2102      
     有機栽培コーヒー ハチドリのひとしずく（豆）  
  200g   905円  （税込977円） 

                  

2097        
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  
  200g   600円  （税込648円） 

                  

2103        
     有機ぶれんどドリップバッグコーヒー  
  12g×10パック   1,095円  （税込1,183円） 
                  

1718    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）  
  160g×30缶   5,219円  （税込5,637円） 
 りんごを加えて飲みやすくしました。人参は
濃縮還元汁を使用。    ※原料のほうれんそう
の黒っぽい繊維質が沈殿する場合がありま
す。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

¼  週 9332

有機レモンのさわやかな発泡感有機レモンのさわやかな発泡感

34 122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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登録すると
で

1%お得
隔週0000
毎週0000

水 国内有数のカルシウム含有量を誇る、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 ミネラルバランスの良い水、災害時の備えにも
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

 栽培期間中農薬不使
用の国産六条大麦を
使用。強火で二度焙
煎し、香ばしく仕上げ
ました。水出しもでき
ます。            λ川原製粉所
（東京都練馬区）     

1736    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
  $$   徳用・職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  

  10g×48包   537円  （税込580円） 

 特定農場の有機栽培茶葉の
みが原料。ミネラル豊富で
飲みやすく、１包で約１．８L
作れます。    ※売り上げの1％
は「大地を守る会ルイボス基
金」として積み立て、南アフリ
カの子どもたちの支援のた
めに寄付しています。※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）     

1737   б б   NN 6/12お届け週6/12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） 

1738    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     木曽の手造り甘酒  

  350g   525円  （税込567円） 
 丹念に造った麹で、お米の甘みを引き出し
ました。凍らせてシャーベットにしても美
味。お好みの濃さに薄めてどうぞ。            λ小池
糀店（長野県木曽町）  δお届け後45日保証   

 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   

1739    υυ       
     天鷹酒造の有機大吟醸あまさけ  

  300ml   750円  （税込810円） 

 ペルー豆とメキシコ
豆を７：３でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらいの中細挽き
で仕上げ。            λオルタ
ー・トレード・ジャパン
（東京都新宿区）     

1740   б б   NN 6/5お届け週6/5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）     

1741    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 生物多様性に配慮し、
森林で他の植物と一緒
に栽培したメキシコ・ト
セパン組合の豆を使用。
味の評価が高いアラビ
カ種です。            λウィンドフ
ァーム（福岡県水巻町）     

1742        
     有機栽培・森林農法のインスタントコーヒー  

  100g   1,000円  （税込1,080円） 

 栽培期間中農薬不使用
のペルー産豆をやや深
煎りに仕上げました。カ
フェ・オ・レにも。生豆原
産国ペルー。    ※１０月頃
までの取り扱い予定。
        λオルター・トレード・ジ
ャパン（東京都新宿区）     

1743    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ＡＴＪリキッドコーヒー・ペルー（無糖）  

  1000ml   551円  （税込595円） 

 オーガニックココア、
沖縄県産のさとうき
びで作った加工黒糖
「きび太郎」にサンゴ
カルシウムを加えま
した。            λ海邦商事（沖
縄県うるま市）     

1744        
     黒糖ココア  

  190g   600円  （税込648円） 

1750    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     箱売・蛍の郷の天然水（炭酸水）500ml×24本  
  500ml×24本   2,160円  （税込2,333円） 
 佐賀県小城市の天然水を、ミネラル分を
残してろ過し、炭酸のみを加えました。ジ
ュースやお酒の割り材としてもおすすめ
です。            λ友桝飲料（佐賀県小城市）     

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。

                      

 喜多方の蔵で醸された大地宅
配オリジナルの純米吟醸。濃
醇で、キレのよい辛口。    ※６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）     

1751    υυ   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
  $$   種蒔人 純米吟醸（生酒）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

 有機栽培の米を原料に、
ていねいに蒸留、熟成させ
た球磨焼酎です。果実酒
作りにも。    ※同時配布チラ
シをご覧ください。    ■アル
コール度数／35度    λ豊
永酒造（熊本県湯前町）     

1752    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     有機米焼酎 豊永蔵 35度 1.8L  

  1.8L   3,700円  （税込3,996円） 

手作り手作り

 吟醸酵母といわれる
9号酵母を使用し、特
別低温仕込み、超低
温蒸留で造りました。
香りと深みが秀逸。
        ■アルコール度数／
35度    λ房の露（熊本
県多良木町）     

1753    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     米焼酎 房の露 35度 1.8Ｌ  

  1.8L   2,281円  （税込2,463円） 

手作り手作り

 信州で栽培されてい
る品種「竜眼」を仕込
んだ、辛口ですっきり
とした味。酸化防止剤
不使用。        ■アルコール
度数／12％    λ林農園
（長野県塩尻市）     

1754    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 

 肉料理に合う、やわ
らかい渋みとさわや
かな酸味が特徴。酸
化防止剤は不使用で
す。        ■アルコール度数
／12.5％    λ井筒ワ
イン（長野県塩尻市）     

1755    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     井筒ワイン マスカットベリーＡ（赤やや辛口）  

  720ml   1,277円  （税込1,379円） 

 さわやかな酸味と個
性ある香りが特徴。酸
化防止剤不使用の、フ
レッシュな味わいをど
うぞ。        ■アルコール度
数／12.5％    λ井筒ワ
イン（長野県塩尻市）     

1756    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     井筒ワイン コンコード（赤甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 

1757        
     いわて蔵ビール・きんくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 

 すっきりとしたのどご
しが人気の一本。ホッ
プがしっかりきいたピ
ルスナータイプです。
        ■アルコール度数／
5％    λ世嬉の一酒造
（岩手県一関市）     

ホップがきいたピルスナータイプホップがきいたピルスナータイプ

 プリン体ゼロ、ビール
のカロリー62.5％カ
ット、アルコール分0
％。微細な泡とキレの
ある辛口で添加物不
使用です。            λ日本ビ
ール（東京都目黒区）     

1758    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  

  350ml×6缶   660円  （税込713円） 

1759    NN 6/5お届け週6/5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）     

 ナイアガラ種のぶど
うを原料としたワイ
ンを蒸留し、樽熟成さ
せたブランデーです。
酸化防止剤不使用。
        ■アルコール度数／
43％    λ林農園（長野
県塩尻市）     

1760        
     五一無添加ブランデーＶＳＯＰ  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

手作り手作り
 沖縄県南大東島で栽
培されたサトウキビ
を原料に、島内で醸
造された無着色・無
添加の国産ラム酒で
す。        ■アルコール度
数／40％    λグレイ
ス・ラム（沖縄県南大
東村）     

1761    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     沖縄ラム酒 COR COR（赤）  
  720ml   2,952円  （税込3,188円） 

手作り手作り 2104        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 
                  

2107        
     井筒ワイン コンコード（赤中口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2105        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2108        
     いわて蔵ビール・くろくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 
                 θ小麦 

2106        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2109        
     有機農法ビール 24缶  
  350ml×24缶   5,774円  （税込6,236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            
 1746         2L    247円    （税込267円）   毎週 9342     隔週 9343    

 1747   б  б    箱売   2L×6本   

 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9345     隔週 9346                                                                             

1747

 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）     

1748   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 

1745   б б   NN 6/5お届け週6/5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）     

1749   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9348 隔週 9349

35122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

オリザレート
大地宅配オリジナルの日本酒を主原料とした、
自然派化粧品です。豊富なアミノ酸が肌に
潤いを与え、きめの整った状態へと近づけます。
天然水や国産原料をふんだんに使用しました。

使用感さっぱりでも
潤いたっぷり
アミノ酸、ビタミン、有機酸類
を豊富に含む日本酒を主原料
に、ヒアルロン酸を配合。「さっ
ぱりするのにしっとりする」と
好評です。

スキンローション
（化粧水）

肌の上でなめらかにのびる
乳液タイプ
メイクの汚れをやさしく取り除
く、石けん乳化のクレンジング
です。余計な刺激を与えず、乾
燥して荒れたお肌にもなめらか
にのびます。

クリーミィークレンジング
（メイク落とし）

きめ細かな泡立ちで
やさしく汚れをオフ
植物油由来の脂肪酸をメイン
に使用。細やかな泡が肌をやさ
しく包み、クリアに洗い上げま
す。すっきりしつつ、つっぱり感
を残しません。

クリアウォッシュ
（洗顔料）

肌のきめとハリが
気になる方に
濃縮された保湿成分をたっぷ
り配合。ふっくらとハリのある
肌へ導きます。ひんやりとした
使い心地。乾燥が気になる部
分や目元のケアに。

ルーセントジェル
（美容ジェル）

二層の成分で
お肌もしっとり
合成界面活性剤を使わない、
セパレートタイプの乳液。しっ
とりとハリのある肌に仕上げま
す。べたつかないと人気です。

エッセンスミルク
（乳液）

使いやすい
軽めのテクスチャー
石けん乳化の保湿クリーム。軽
くみずみずしい感触でなめらか
になじみ、化粧水や美容液で与
えた水分をしっかり肌にとどめ
てくれます。

モイスチャークリーム

クリーミィークレンジング・クリアウォッシュ共通：※冷蔵保存しないでください。　オリザレート全商品共通：■使用の目安／開封後2カ月λ創薬研究所（東京都千代田区）

 

 

       ※中ぶたは付いていません。  ■セット内容／本体・ふた・ハンドル・レード
ル・果実酒レシピ■サイズ／〔2113〕底面17（入れ口の口径11.2）×高さ
22.3cm、容量3L、レードル容量35ml〔2114〕底面17（入れ口の口径11.2）
×高さ26.9cm、容量4L、レードル容量35ml    λ石塚硝子（愛知県岩倉市）     

   復刻梅びん            
 2113     3Ｌ   1コ   　2,100円    （税込2,268円）    限定 80     

 2114  4Ｌ   1コ   　2,200円    （税込2,376円）    限定 100                                                                              

         ■サイズ／〔2118〕胴径13×高さ23.5cm、重さ1.1kg
〔2119〕胴径17.5×高さ29.5cm、重さ1.74kg    λ星硝
（東京都港区）     

   取手付密封びん            
 2118     2Ｌ   1コ    1,352円    （税込1,460円）      
 2119     4Ｌ   1コ    1,619円    （税込1,749円）                                                                               

限定各40

手作り手作り

         ■セット内容／本体・外ふた・内
ふた・中栓各1コ■サイズ／底
面10.9（入れ口の口径9）×高
さ24.5cm、容量1,200ml    λ石
塚硝子（愛知県岩倉市）     

   ドアポケストック 1200         1コ   900円  （税込972円）
 2115     ブルーグリーン              　 2116     イエロー　   2117     レッド                                                                     

限定各50
       ※食器洗い乾燥機対応。  ■サイズ／全
長25.2cm、計量部幅4.5cm、重さ32g
    λアイザワ（新潟県燕市）     
2120        
     ステンレス計量杓子33ml  

  1本   600円  （税込648円） 
限定150

2121        
     ほうろうラウンドストッカー24cm  

  1コ   5,000円  （税込5,400円） 

       ※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30

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

                      

2122    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     Ｄエクストラ ガッスールソープ  

  100g   1,450円  （税込1,566円） 

 吸着力と洗浄力に優れた天然クレイ（粘
土）とアルガンオイル配合の洗顔ソープ。
ダブル洗顔が面倒な方には、クレンジン
グとしてもおすすめ。            λガッスールジャ
パン・ジャミーラ（東京都杉並区）     

2123    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     パックスナチュロンフェイスクリアソープ（洗顔石けん）  

  95g   820円  （税込886円） 

 はちみつなどの保湿成分の配合によりき
め細かい泡でやさしい洗い上がり。            λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

2124        
     詰替用・ハーブフォーム（洗顔料）  
  150ml   1,500円  （税込1,620円） 

 厳選した国産のハー
ブウォーター、植物エ
キス、植物オイルで作
った泡タイプの洗顔
料。きめ細かい泡でや
さしくしっとりと洗い
上げます。      ■使用の
目安／開封後3カ月
      λアマナクラ（神奈川
県鎌倉市）     

 女性に人気の高いビタ
ーオレンジ花（ネロリ）
の香りがお肌を包み、
しっとりハリとつやの
あるお肌へ導きます。
ヒアルロン酸やコラー
ゲン配合。      ※夏場は冷
蔵保存をおすすめしま
す。■使用の目安／開
封後3カ月      λパルセイ
ユ（福岡県芦屋町）     

2125        
     スウィーツソーパー ネロリローション（化粧水）  

  100ml   2,900円  （税込3,132円） 

2126    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     びわ葉水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 ビワ葉のエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。きめ
を整え健やかな肌へ。
肌トラブル防止にも。
      ■使用の目安／開封
後2カ月      λアマナクラ
（神奈川県鎌倉市）     

植物の力で自然な潤いをキープ植物の力で自然な潤いをキープ  スギナのエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。豊富
なミネラルが毛穴を
引き締めハリのある
肌へ。肌トラブル防止
にも。      ■使用の目安
／開封後2カ月      λア
マナクラ（神奈川県鎌
倉市）     

2127    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     すぎな水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

2128        
     ウブスナ フィトリュクス 
ソープ（洗顔用枠練石けん）  
  80g   80g   2,5002,500円  円  （（税税込込2,7002,700円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2130        
     ウブスナ フィトリュクス 
セラム（美容液）  
  30ml   30ml   6,0006,000円  円  （（税税込込6,4806,480円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2129        
     ウブスナ フィトリュクス 
ローション（化粧水）  
  100ml   100ml   4,0004,000円  円  （（税税込込4,3204,320円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2131        
     ウブスナ フィトリュクス
クリーム（保湿クリーム）  
  30g   30g   5,0005,000円  円  （（税税込込5,4005,400円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

                      

2115 2116 2117

2118 21198

ん
2容／本体 ふた ハンドル レいていません ■セ ト内容容

2113 2114

   オリザレート            
 2132       クリーミィークレンジング（メイク落とし）   180ml    2,390円    （税込2,581円）      
 2133       クリアウォッシュ（洗顔料）   150ml    2,400円    （税込2,592円）      
 2134       スキンローション（化粧水）   80ml    2,000円    （税込2,160円）      

 2135       ルーセントジェル（美容ジェル）   30g    3,400円    （税込3,672円）      
 2136       エッセンスミルク（乳液）   80ml    2,150円    （税込2,322円）      
 2137       モイスチャークリーム   30g    2,300円    （税込2,484円）       

2114 イメージイメージ 2118 イメージイメージ

液だれしにくく、ふたに取
っ手付きで、取り扱いが
スムーズ。冷蔵庫のドア
ポケットに収納できるサ
イズ感も魅力です。でき
上がった果実酒の他、麦
茶や水を冷やしても。この
季節にぴったりの明るい
カラーキャップです。

収納らくらく！ 冷蔵庫のドアポケットにすっぽり

レトロな雰囲気にほっとする、昔ながらの
梅びんです。梅酒作りや梅干し、らっきょ
う漬けの他、お米や乾物の保存にも。果
実酒レシピとステンレス製レ―ドル付き。

1970年代に普及した梅びんの復刻版です
広口タイプ＆細部まで分解可能で、清潔に
洗えるガラス製の保存びんです。ふたには中
の圧力が自然に抜ける脱気機能付き。

ワンタッチで簡単に密閉可能

果実酒やジュースをびんからすくうのに便
利です。しっかりとした作りの国産品。

食材のにおいが移りにくく、塩や酸に強いほ
うろう製の保存容器です。梅干しの保存に
おすすめ。

あると便利なミニレードル 梅には、酸に強いほうろう製を

今年今年もも　　　　のの季節季節にになりましたなりました梅しごと

36 122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。

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_122_p36_04.indd   36 2017/05/08   13:28:34



 白樺樹液のみでハーブを低温減圧蒸留
した化粧水。      ※開封後は冷蔵保存。■使
用の目安／開封後2カ月      λハーブ研究
所スパール（山形県庄内町）     

   白樺の雫化粧水      
  100ml   2,000円  （税込2,160円）

 2138     ローズマリー              

 2139     ラベンダー              

 2140     カモミール                                                                     

白樺の樹液とハーブのみで作りました白樺の樹液とハーブのみで作りました  高麗人参、アロエ、ス
ギナ、ドクダミ、ハトム
ギなど19種類の植物
エキスを配合。生き生
きとしたお肌へと導
きます。      ※においに敏
感な方は冷蔵保存を
おすすめします。      λ淀
エンタープライズ（栃
木県大田原市）     

2141    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     いちえ水 自然化粧水  
  120ml   2,800円  （税込3,024円） 

 保湿成分として長崎
県五島産の椿油を配
合。お肌を生き生きと
させ、ハリと潤いを長
く保ちます。合成界面
活性剤などの乳化剤
は使用していません。
            λ淀エンタープライズ
（栃木県大田原市）     

2142    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     いちえ液 保湿美容液  

  50ml   3,700円  （税込3,996円） 

 ハリのある若 し々いお
肌へ導く「EGF」を高
濃度で配合した美容
液です。洗顔後、適量
を顔全体にやさしく
なじませ、その後は普
段のお手入れをして
ください。            λクルード
（大阪府大阪市）     

2143    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ＥＧＦディープパワーエキス マキシマム（美容液）  

  20ml   4,800円  （税込5,184円） 

2144        
     ハーブミルク（保湿乳液）  

  30ml   2,800円  （税込3,024円） 

 オリジナルハーブエ
キスに小豆島オリー
ブ油、アロエ、はちみ
つなど国産の保湿美
容成分を配合。なめ
らかに伸びてしっとり
潤います。化粧下地
にも。      ■使用の目安
／開封後2カ月      λア
マナクラ（神奈川県鎌
倉市）     

ふっくらとハリのある肌へ導きますふっくらとハリのある肌へ導きます
 ビタミンEを多く含む
アルガンオイル。朝や
夜の洗顔後、顔全体
に薄くのばしてくださ
い。ローズの香りで
優雅な気分に。      ■使
用の目安／開封後6
カ月      λフロンティア
蓼科（長野県茅野市）     

2145    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ローズ＆アルガンオイル（美容オイル）  

  30g   3,800円  （税込4,104円） 

 乾燥による肌荒れや年齢に応じたお手
入れに。お肌にハリと潤いを与えます。
      ■使用の目安／開封後6カ月      λアーク＆
エコ（東京都中央区）     

2146    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     Ｐｒａｋｒｉｔｉ オーガニックアルガンオイル  

  20ml   2,900円  （税込3,132円） 

 健やかで潤いのある
お肌に整えます。洗
顔後の保湿や、入浴
後の全身マッサージ
オイルとしてご使用く
ださい。      ■使用の目安
／開封後6カ月      λア
ーク＆エコ（東京都中
央区）     

2147    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     Ｐｒａｋｒｉｔｉ オーガニックホホバオイル  

  35ml   2,171円  （税込2,345円） 

 合成界面活性剤、合
成防腐剤不使用。石
けんで乳化した手肌
になじむハンドクリー
ム。ご家族でご使用
ください。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2148    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     パックスナチュロンハンドクリーム  

  70g   720円  （税込778円） 

2149        
     ちゅらなちゅら魅せかかとクリーム  

  20g   1,800円  （税込1,944円） 

 ヒマワリ種子オイルやス
クワランなど、天然由来
成分がかたくなった角質
をやわらかくし、潤いを与
えながらつるつるの足裏
へと導きます。      ※天然成
分のため、温度により形
状が変化することがあり
ますので、冷暗所での保
存をおすすめします。      λク
ルード（大阪府大阪市）     

 保湿効果のあるα-リ
ノレン酸などの脂肪
酸を損なわない低温
抽出で、皮膚への吸
収性・浸透性（角質層
まで）が高い馬油で
す。      ※無香料。      λ日
本創健（長野県駒ヶ
根市）     

2150        
     ナチュラル馬油レギュラー（ボトル）  

  60ml   2,500円  （税込2,700円） 

2158        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2167        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2159        
     アルミホイル8ｍ 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2168   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           

2160        
     スイスイクリーンエアコン内部クリーナー（エアコン1台用）  
  420ml   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2169      
     詰替用・フローラルトイレットクリーニング  
  300ml   838円  （税込905円） 
                  

2151    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム  

  25ml   2,800円  （税込3,024円） 

 UVケア、保湿美容液、
化粧下地、ライトファ
ンデーションまでを1
本でこなす美肌クリー
ム。柑橘系の香り。      ※Ｓ
ＰＦ30、ＰＡ＋＋      λネ
イチャーズウェイ（愛
知県名古屋市）     

2152        
     アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール40（ナチュラルベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ40、ＰＡ＋＋＋ ※スポンジ
付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

2153        
     アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール50（ライトベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ50＋、ＰＡ＋＋＋ ※スポン
ジ付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

2161      
     ワンタッチコーヒードリッパー（50枚）  
  1セット   598円  （税込646円） 
                  

2170        
     詰替用・ＡＵＲＯフローリングワックススプレー  
  350ml   1,200円  （税込1,296円） 
       ※ミルク抽出物を含む           

2162      
     ピカピカカットクリーナー 10×50cm グリーン  

  1枚   278円  （税込300円） 
                  

2163      
     自動製氷機の汚れ取り洗浄剤  
  200ml   600円  （税込648円） 
                  

2172      
     米ぬかネリー（クレンザー）  
  220g   700円  （税込756円） 

                  

 皮脂くずれを防ぎ、肌の質感をふんわり
と仕上げるUVスキンケアパウダー。オー
ガニックの植物エキスで肌に潤いを与え
ます。      ※ＳＰＦ30、ＰＡ＋＋＋      λネイチャ
ーズウェイ（愛知県名古屋市）     

   ナチュラグラッセＵＶシフォンパウダー      
  7g   2,800円  （税込3,024円）

 2154     ナチュラルベージュ              
 2155     パールピンク              

 2156     パールベージュ                                                                     

ボディーにも使える仕上げパウダーボディーにも使える仕上げパウダー

2154

 貝殻から作られたさらさらのパウダー。素肌や化
粧水の後に軽く付けるだけで、潤いを長時間キー
プします。化粧の下地や仕上げ用にもおすすめ。
      ※パフ付。※化粧品がお肌に合わないときは使用
を中止してください。      λ不動化学（大阪府大阪市）     
2157    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     胡粉美人パウダー（フェイスパウダー）  

  40g   2,900円  （税込3,132円） 

2164        
     貼り直しのできる水もれシャット  
  1コ   1,400円  （税込1,512円） 
                  

2173        
     ＡＵＲＯテーブルクリーナー  
  300ml   1,380円  （税込1,490円） 
                  

2165        
     ソラデースペアブラシ（4本入）コンパクトサイズふつう毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2174        
     ソラデースペアブラシ（4本入）リズム用  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2166      
     インフルライフセーバー立体（3Ｄ）型 レギュラーサイズ  
  1セット(30枚入)   4,480円  （税込4,838円） 
                  

2175      
     ＡＵＲＯキッチンお掃除シート  
  15枚   320円  （税込346円） 

                  

2176        
     詰替用・
パックスオリー 
フェイスフォーム  
  140ml   600円  （税込648円）                   

2180        
     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）                   

2184      
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
石けんシャンプー  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2188   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）                   

2192   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2177        
     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）                   

2181        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2185      
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
リンス  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2189      
     ＳＯＭＡＬＩ 
衣類のリンス洗剤
（詰替え用）  
  1000ml   1,200円  （税込1,296円）                   

2193        
     詰替用・
ハーブの香り
液体石けん
（洗濯用）  
  2kg   2,000円  （税込2,160円）                   

2178        
     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）                   

2182   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）                   

2186      
     ＳＯＭＡＬＩ
トイレクリーナー
（詰替え用）  
  1000ml   1,800円  （税込1,944円）                   

2190        
     詰替用・
パックスナチュロン
トイレ洗い石けん  
  350ml   255円  （税込275円）                   

2194      
     カビ取り泡スプレー
（除菌抑制タイプ）
取替用  
  300ml   780円  （税込842円）                   

2179   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）                   

2183        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2187   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）                   

2191   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）                   

2195   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）                   

2155 2156

2171      
     すみまで届くここそこブラシ2本入り  
  1セット   380円  （税込410円） 
                  

詰替用・日用品など

21392138 2140

37122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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 手からこぼれずに使
えるジェリー状シャン
プー。マッサージ感
覚で洗えるので、地肌
すっきり。きしみが少
なくサラサラに洗い
上がります。      ■使用の
目安／開封後3カ月
      λパルセイユ（福岡
県芦屋町）     

2196        
     ボトル・スウィーツソーパー石けんジェリーシャンプー  

  300ml   2,000円  （税込2,160円） 

 オリーブスクワラン
やホホバオイルなど
を配合した、保湿効
果の高いトリートメン
ト。きしみをなくし、
なめらかなクシ通りと
ツヤツヤ感を生み出
します。      ■使用の目安
／開封後3カ月      λパ
ルセイユ（福岡県芦
屋町）     

2197        
     ボトル・スウィーツソーパーヘアトリートメント  

  300ml   2,000円  （税込2,160円） 

2198        
     アンナトゥモール ナチュラルヘアエッセンス  

  80ml   2,500円  （税込2,700円） 

 ローズヒップ種子油（保湿成分）を配合し
た、洗い流さないタイプのヘアエッセンス
です。髪を乾燥から守り、しっとりさせま
す。      ※洗い流し不要。※夏場は冷蔵庫保
存をおすすめします。■使用の目安／開
封後3カ月      λ美容薬理（福岡県芦屋町）     

髪を乾燥から守ってしっとりと髪を乾燥から守ってしっとりと

 国産の精製度が高い
ツバキ油を使用。シャ
ンプーやドライヤー
の前に使えばしっと
り感がアップします。
            λムサシ堂（東京都
八王子市）     

2199    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2200        
     シルベスヘアウォーター  
  200ml   2,238円  （税込2,417円） 

 国産シルクエキスを
高配合したへアウォ
ーター。ハトムギやコ
ラーゲンも配合し、
髪にコシと潤いを与
えます。            λベスト工房
（福井県大野市）     

 天然の白髪染め。続けて使用
することで、次第に白髪がオレ
ンジ系の色合いに。      ※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）     

2201        
     徳用ヘナ100％  
  100g×4袋   3,000円  （税込3,240円） 

 木藍配合の天然の白髪染め。続けて使用すること
で、次第に白髪がダークブラウン系の色合いに。      ※黒
髪は染まりません。※ポリエチレン製手袋付｡■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）     
2202        
     ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g   1,500円  （税込1,620円） 

2203   б б   NN 6/5お届け週6/5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）     

2204    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     よもぎせっけん（植物油脂使用）  

  98g×4コ   900円  （税込972円） 

 植物性油脂から作られた化粧石けん。お
肌に潤いを与えるよもぎエキス配合・無
香料。      ※石けんの表面にメーカーの想い
を込めた文字が刻印されています（「クリ
ーン幸」）。      λ地の塩（熊本県山鹿市）     

2205        
     パックスナチュロンクリームソープスウィートローズ  

  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。バラの豊かな香りも楽しめます。
            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 天然ハーブエキス、緑
茶エキス、甘草エキス
を配合。ほのかな甘
みでさわやかな使用
感。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2206    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   630円  （税込680円） 

2207    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     パックスソルティーはみがき  

  80g   270円  （税込292円） 

 塩化ナトリウムの働きで、歯槽膿漏、歯
肉炎を予防します。      ■医薬部外品      λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

2208    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     薬用なた豆はみがき（塩）  

  110g   1,886円  （税込2,037円） 

 歯槽膿漏・口臭対策
におすすめの歯みが
き。赤穂の天日塩使
用と、鹿児島県産の
なた豆を使用してい
ます。      ■医薬部外品
      λアイワ（大阪府大
阪市）     

2209    NN 6/5お届け週6/5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） 

 口に入れてすすぐだ
けで歯垢を除去し、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）     

 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
が付くことがあります。※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）     

2210        
     華かみつれん密恋 薬用入浴剤 本体400ml  
  400ml   2,200円  （税込2,376円） 

 米発酵エキス98％のス
キンケア入浴液。18種
類以上のアミノ酸や糖類
でお肌をしっとりとした
状態に導きます。      ※翌日
以降残り湯を沸かしての
入浴はお避けください。
■使用の目安／200Lに
対し50ml ■医薬部外品
      λ日本グリーンパックス
（東京都中央区）     

2211        
     入浴剤 微笑みの郷  
  600ml   1,200円  （税込1,296円） 

 疲れを和らげ、リラックス
効果のある有機精油を配
合。ホホバ油でお肌しっと
り。      ※天然の香りのため、香
りの持続が短く感じられる
ことがあります。■使用精油
／ラベンダー（真正）、オレン
ジ（スイート）、マージョラム 
■使用の目安／180Lに対
し25g ■医薬部外品      λ彩
生舎（滋賀県近江八幡市）     

2212        
     入浴剤 ＨＰアロマバス（リラクゼーション）ホホバオイル入  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

 虫が嫌がる香りのエッセンシャルオイルと、厳選された天然成分をブレ
ンドしたお部屋用アロマ。コンセントに差し込むだけです。      ■使用の目
安／開封後12カ月 ■使用精油／ ラベンダー、シトロネラ、セイヨウハ
ッカ、シダーウッド、ユーカリ、ティーツリー  ■セット内容／リキッドボ
トル25ml、プラグ■原産国／中国    λたかくら新産業（東京都港区）     
2213    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     プラグアロマ バズオフ セット  

  1セット   2,300円  （税込2,484円） 

 海洋深層水と月桃葉蒸留液をベースに、虫が嫌
がるといわれる複数の精油をブレンドしました。
      ■使用精油／シトロネラ、レモンユーカリ、レモ
ングラス、ティーツリー、ラベンダー、ペパーミン
ト、月桃      λ沖縄子育て良品（沖縄県南風原町）     
2214    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     お肌のナチュラルガード  
  100ml   1,400円  （税込1,512円） 

2215        
     フットグルーマーマニキューレ  

  1コ   6,980円  （税込7,538円） 

 お風呂で手軽に足裏の角質ケアが
できるブラシマット。ゴムのような弾
力が心地よく、かかともつるつるに。
壁に貼り付けられる吸盤付き。  お届

け時期注意6／5（月）～9（金）に通常配送でお届けおよびご請求
します。    ■材質／ブラシ本体：ＴＰＥ（エラストマー）、ブラシ先端部
分：アルミナ・トルマリン  ■セット内容／本体、取扱説明書■サイズ
／幅24.5×奥行28×高さ2.5cm    λサンパック（大阪府吹田市）     

簡単足裏ケアでつるつるのかかとに簡単足裏ケアでつるつるのかかとに アトピー肌
ケア商品

一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

                      
 濃厚な保湿ローションです。
大豆から抽出したPGAの働
きによりNMF（保湿因子）の
産生がアップ。かさかさ肌を
潤い肌へ導きます。顔・全身
に。      ※お肌に合わないときは、
ご使用をおやめください。※製
品がお手元に届いて以降は冷
蔵庫で保存してください。■使
用の目安／開封後3カ月      λア
トピーラボ（福岡県福岡市）     

2216    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ＰＧＡローション（保湿液）330ml  
  330ml   4,950円  （税込5,346円） 

 深海ザメのスクワランを純度
99.7％以上の高品質でお届け
します。肌なじみが良く、乾燥肌
を助けます。化粧水の後に付け
れば、素早く肌のバリアとなり
ます。      ※お肌に合わないときは、
ご使用をおやめください。      λア
トピーラボ（福岡県福岡市）     

2217        
     スクワランオイル（保湿オイル）100ml  
  100ml   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

                      

2218        
     18－8ステンレス ミルクパン 目盛付  

  1コ   1,480円  （税込1,598円） 

 ミルクを温めたり、少量の
味噌汁・離乳食作りに便利
です。左右に注ぎ口があり、

200～800mlまで100ml単位の目盛り付き。  お届
け時期注意6／5（月）～9（金）に通常配送でお届
けおよびご請求します。    ※ＩＨ不可。  ■サイズ／幅27
×奥行13.2×高さ11cm、内径12×深さ8.2cm、重量
342g、満水容量1.0L    λ下村企販（新潟県燕市）     

少量のお湯やミルクを沸かすのに便利少量のお湯やミルクを沸かすのに便利
2222        
     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   760760円  円  （（税税込込821821円）円） 
       ※羽なし           

2228   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） 

                  

2223        
     ナチュラムーン生理用ナプキン普通の日用（羽なし）  
  24コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ※羽なし           

2229        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の昼用（羽なし）  
  18コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ※羽なし           

2224   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           

2230   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           

 小麦粉や片栗粉などを必要な分だけ取り出
せて、そのまま均一に振りかけられます。大さ
じ1杯分のメモリ付き。  お届け時期注意6／5
（月）～9（金）に通常配送でお届けおよびご
請求します。    ※食器洗い乾燥機対応。※耐熱
温度120℃。  ■サイズ／6.1×4.5×12.1cm、
重量16g    λマーナ（東京都墨田区）     

   お料理はかどる粉ふりスプーン      
  1コ   380円  （税込410円）

 2219     イエロー              

 2220     レッド                                                                                       

出し入れも、少量粉まぶしもらくらく出し入れも、少量粉まぶしもらくらく

2219

2221        
     目盛りが見やすい軽量カップ200ml  

  1コ   780円  （税込842円） 

 大きな数字と50mlごとの
目盛付きで、横からも上か
らも見やすい計量カップで

す。液だれしにくい注ぎ口など、使いやすさを追求
しました。  お届け時期注意6／5（月）～9（金）に通
常配送でお届けおよびご請求します。    ※耐熱温度
100℃。※食器洗い乾燥機対応。  ■サイズ／11.6
×8.6×7.8cm、重量65g    λマーナ（東京都墨田区）     

2225        
     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           

2231   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           

2226      
     花束ティアラ  

  3箱   540円  （税込583円） 
       ※お1人様1点まで           

2232        
     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           

2227        
     ピュアストリーム2交換カートリッジ Ｃ－ＣＦ－12  
  1本   2,700円  （税込2,916円） 
                  

2233        
     ｖｉｋｕｒａビクラ浄水器交換カートリッジＶＣ－Ａ1  
  1コ   7,593円  （税込8,200円） 
                  2220

各

2219 イメージイメージ

38 122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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布団の下に敷くだけで除湿・消臭！ ダニが嫌う環境を作ります
梅雨入りすると、雨続きでなかなか布団が干せないのが悩みですね。じ
めじめとした湿気はダニの温床になりやすく、放っておくといやなにおい
がすることも。そこで今回ご紹介するのが、「ダニよけできる除湿シート 
敷きぶとん用」です。布団や敷パッドの下に敷くだけで、除湿・消臭がで
きる優れもの。殺虫成分不使用で、揮発成分を含まない、無臭・無機系防
ダニ剤「セグロセラ」が、ダニが嫌う環境を作ってくれます。天日干しすれ
ば、約1年は繰り返して使えるので経済的。梅雨が始まっても、カラリと
快適な布団で気持ち良く眠りましょう。

大きさは約98×102cm。敷いた
り干したりしやすいサイズです。
吸湿量は約400ml

 除虫草・除虫菊が主原料の忌避効果があるせんこう。合成着色剤は
不使用。      ※総ピレトリンとして0.1％。※1巻約3時間使用可。※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。保存状態
が悪いとカビが発生したり、着火しにくくなったり立ち消えが起こる
場合があります。  ■サイズ／6.5×7cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2234    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     菊花せんこう角型ミニサイズ（ハッカ入り）  

  32巻   710円  （税込767円） 

 ゲル剤に月桃エキスを配合した防虫・防
菌剤。防カビ・消臭の効果も。お風呂やク
ローゼットなどに。            λ日本月桃（沖縄県
那覇市）     

2235        
     アルピニアカット  

  268g   1,800円  （税込1,944円） 

2236    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ＰＵＲＥ ＳＨＯＷＥＲ 月桃  
  200ml   1,200円  （税込1,296円） 

 沖縄県大東諸島の大東月桃の精油を使用。カビや
雑菌を寄せ付けません。テーブル、下駄箱、カーテ
ン、トイレ、ペットまわり、車など、においが気になると
ころへスプレーして、消臭します。      ※飲み物ではあり
ません。乳幼児や認知症の方などの誤飲等を防ぐ

ため、置き場所には十分ご注意ください。※お肌には直接使用しないでください。※目に入らない
ようにご注意ください。目に入った場合はこすらずに、すぐに水で洗い流してください。洗浄後も異
物感がある場合は、眼科医にご相談ください。※布に直接シャワーすると、変色する場合がありま
す。最初に気にならない箇所で試してからご使用ください。※天然由来成分を配合しているため、
光や温度の変化等で色、香りのばらつきや、沈殿物が生じることがありますが、製品の品質には問
題ありません。  ■サイズ／6.5×4.5×21cm、重量250g    λボーデン（東京都港区）     

 ゴキブリ誘因効果の高いピーナッツを使用。通り道に置く
だけで、姿を見ずに退治できます。      ※本品はホウ酸を使用
した製剤です。食品と区別して、誤って食べることのないよ
うにしてください。※小児の手の届かない場所に保管して
ください。※内容物を容器から取り出して使用しないでく
ださい。■防除用医薬部外品      λタニサケ（岐阜県池田町）     
2237    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ゴキブリキャップＰ1（30コ入）  
  10g×30コ   2,571円  （税込2,777円） 

 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）     

2238    NN 6/12お届け週6/12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） 

 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）     

2239    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     天然防虫駆除剤ピレカロール  

  1本   1,900円  （税込2,052円） 

2240        
     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）     

 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）     
2241        
     トイレタンク洗浄剤  

  1袋(8パック)   880円  （税込950円） 

 高い抗菌力を持つブルーマリー種
のユーカリを使用。さわやかな香
りでヒョウヒダニを弱らせ、忌避し
ます。純度100％で揮発性が高く、
布団や床、クローゼットにも。      ※30
℃以下の所で保管し、直射日光の当
たる場所や、炎・暖房器具のそば・
自動車の中などに置かないでくださ
い。  ■サイズ／5.8×5.8×20.7cm、
重量260g    λはっとり・メディカル・
サービス社（岐阜県岐阜市）     

2242    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ユーカリプタススプレー天使の霧  
  300ml   3,900円  （税込4,212円） 

2261    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     ダニよけできる除湿シート 
敷きぶとん用  

  1枚   1,800円  （税込1,944円） 

       ※電子レンジ、乾燥機、コンロ、アイロン、
ストーブ、こたつ等による再生はシートが
破れる場合がありますのでおやめくださ
い。※本品をフローリング床などキズが
付くおそれのある床材の上には直接敷か
ないでください。  ■原材料／本体：ポリエ
チレン・ポリエステル、中剤：B型シリカゲ
ル（二酸化ケイ素）、表面加工：セグロセラ
（ガラス）■サイズ／98×102cm    λ宇部
マテリアルズ（東京都中央区）     

2243    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     善玉バイオ浄ＪＯＥ  

  1.3kg   1,200円  （税込1,296円） 

 酵素の力で少量でもしっかり洗浄し、黄ばみも防ぎ
ます。すすぎは1回でOK。ふんわりとした洗い上が
りです。節水型ドラム式洗濯機にも。      ※この洗剤は
泡立ちません。  ■サイズ／縦9×横15×高さ13cm、
重量1.3kg    λツー・エム化成（大阪府東大阪市）     

2244   б б   NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     パックスナチュロン純粉せっけん  

  1kg   760円  （税込821円） 

 パーム油などの植物性油脂が原料の洗
濯用石けんです。溶けやすく、舞い上がり
にくいタイプ。赤ちゃんの肌着洗いにもお
すすめ。      ※アルカリ剤無配合。絹・ウール
使用可。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 天然ラベンダーとミ
ントがさわやかに香
る、洗濯用粉石けん。
      ※ウール・絹洗い不
可。      λまるは油脂化学
（福岡県久留米市）     

2245    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ハーブの香りの粉石けん（洗濯用）  

  1.8kg   1,200円  （税込1,296円） 

 水を付けてこするだけ。重曹で浮かせた
油汚れを、ゴムですっきりかき取ります。
        ■サイズ／10×7×0.5cm    λまめいた（奈
良県大和郡山市）     

2246        
     重曹＆ゴムのちから30枚入り  

  1セット   380円  （税込410円） 

2247        
     ＳＯＭＡＬＩ 台所用石けん  
  300ml   1,200円  （税込1,296円） 

 純石けん分と植物由
来成分で調整した、手
にやさしい台所用石
けん。オレンジ精油配
合で香りもさわやか。
        ■サイズ／7.7×5×
13.2cm、重量350g
    λ木村石鹸工業（大
阪府八尾市）     

2248        
     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
液体石けん。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）     

2249    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     洗のチカラ  
  1000ml(1本)   2,980円  （税込3,218円） 

 繊細な衣類を家庭で洗
濯できる、おしゃれ着用
洗剤です。国産椿油で衣
類のダメージを抑えな
がら、石けんのやさしい
洗浄力で汚れを落とし

ます。      ※ドライマーク衣料品すべてに使用でき
るわけではありません。詳しくは、付属のガイド
ブックにて内容をご確認された上でご使用く
ださい。  ■セット内容／ガイドブック、洗のチカ
ラ専用リンス剤    λエコワン（神奈川県横浜市）     

 酸素系漂白剤・重曹・
石けんが見えない汚
れを落とします。      ※1
袋で洗濯槽は1回、パ
イプ洗浄は約10回
分。※ドラム式不可。
      λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2250    NN 6/5お届け週6/5お届け週    
     洗濯槽＆排水パイプクリーナー  

  300g×3袋   720円  （税込778円） 

 手肌にやさしい植物性洗
濯石けんに炭酸塩（アル
カリ剤）をプラス。合成界
面活性剤などは不使用。
      ※衣料品の取扱表示にし
たがってお洗濯してくだ
さい。アルカリ剤が入って
いるため、絹やウールには
使用できません。      λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     

2251    NN 6/12お届け週6/12お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が
一緒につくった。植物性液状洗濯石けん  

  1.5L   920円  （税込994円） 

2252        
     激取りＭＡＸ 強力消臭＆除湿シート  

  1枚   250円  （税込270円） 

 シリカゲルの力で強力に乾燥させ、
加齢臭・汗臭等のにおいを素早く
取り除きます。天日などに干して乾
燥させれば、繰り返し使用できま
す。      ※電子レンジは使用しないでく

ださい。※消臭時間は使用環境により異なりますのでご注意くだ
さい。※1週間に一度程度天日干しか風通しのよいところで乾燥さ
せてください。（2時間以上）※シリカゲルは安全・安心な自然素材
ですが、お子様のいたずらにはご注意ください。※使用後は燃えな
いゴミとしてお捨てください。  ■サイズ／幅12.5×奥行12.5×高さ
0.7cm、重量20g■原産国／中国    λテクナード（岐阜県羽島市）     

 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）     
2253        
     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） 

2254    NN 6/12お届け週6/12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。乳幼児の手の届
かないところに保管してくださ

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）     

2255        
     フィトンα 冷蔵庫用  

  1コ   900円  （税込972円） 

 活性炭とフィトンチッドのW効果で消臭・抗菌＋
食材の鮮度をキープ。厚さ2cmのスリムタイプ。
      ■中・大型冷蔵庫用（500Ｌまで） ■交換の目安
／3カ月  ■サイズ／縦9×横15×厚さ2cm、重量
75g    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

2256        
     うてなちゃん（台所・住まいの石けん）  

  250g   300円  （税込324円） 

 廃食油が主原料。ケースに入れたまま、
スポンジに付けて食器洗いにお使いくだ
さい。      ※主原料が廃食油であるため、純
石けん分の比率は変動することがありま
す。      λせっけんの街（千葉県柏市）     

2257        
     くすの木せんこう（仏壇用）  

  1箱   870円  （税込940円） 

 北海道産のハッカを
原材料に加え、刺激の
少ないやさしい香りに
仕上げました。      ※防腐
剤無添加なので、保管

状態が悪いとカビが発生しますが、そのま
まお使いいただけます。※使用中に折れ
る場合があるのでご注意ください。■燃
焼時間／1本約30分 ■約220本入  ■サ
イズ／長さ14.5cm    λりんねしゃ（愛知県
津島市）     

2258        
     シューズつけおき洗浄剤  

  260g   680円  （税込734円） 

 3つの酵素配合で、ス
ニーカーや上履きが
浸けおきするだけで
きれいに。約52足分
洗えます。溶けやすい
顆粒タイプ。        ■セット
内容／計量スプーン
入り    λ木村石鹸工業
（大阪府八尾市）     

 樹木の抽出成分フィ
トンチッドの天然消
臭効果を活用した消
臭スプレー。お部屋
やキッチン、トイレな
どに。      ■使用の目安
／開封後1年      λタジ
マヤオービス事業部
（東京都荒川区）     

2259        
     フォレストハーモニーβ（消臭スプレー）  

  150ml   800円  （税込864円） 

2260        
     ぽこぽこ毛糸のクロススポンジ10枚セット  

  1セット   2,250円  （税込2,430円） 

 アラレ状に編み込んだ薄手のメッ
シュ生地で、洗剤なしでも食器を
洗えます。乾きやすいのも特徴で
す。  お届け時期注意6／5（月）～

9（金）に通常配送でお届けおよびご請求します。    ※本品はニット
製品のため、生地は収縮しますが、品質に問題はありません。■生
地／ナイロン45％・アクリル41％・ポリエステル14％  ■サイズ／
14×20cm、重量13g（1枚当たり）    λ原田織物（和歌山県橋本市）     

限定 100

水だけで食器がすっきりきれいに水だけで食器がすっきりきれいに

1762        
     キャットフード（ドライタイプ）  

  500g   1,450円  （税込1,566円） 

 国産原料100％使用、
全成分開示、ビタミンE
以外の添加物不使用の
ドライタイプのフード
です。            λ徳岡商会（東
京都荒川区）    θ大豆 

39122号●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。 ●サイズは全て約寸です。 ●上記以外のペットフードはお買い物サイトでお取り扱いしています。
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ご利用のご案内（自社トラックでお届けする「送料お得便」）

● お休み……ご注文方法の❶・❷・❸でお手続きを承ります。
● 再開……ご注文方法❶・❸でご注文いただくと、自動的に再開となります。
● ポイント……1ポイント1円で、1ポイントからご利用いただけます。詳しくは納品書のポイント欄をご覧ください。
● 商品の返品について……返品のご希望は、商品到着7日以内に、サポートセンターにご連絡ください。ただし、食品、
消耗品、書籍類、開封済寝具、会員様の過失により汚損、破損した商品、使用・着用済の商品、会員様の指定による受
注生産品につきましては、返品は不可となります。

❷注文書 記入後、注文書ケースに入れて配送日に配送員にご提出ください。

043-213-2663

❸サポートセンター／スタッフ受付 0120-158-183
月～金：午前9:00 ～午後5:00　土：午前9:00 ～午後1:00 ※時間外は留守番電話で承ります。受付時間

https://takuhai.daichi-m.co.jp/support
※ご利用いただけない場合は、support@takuhai.daichi-m.co.jpへお問い合わせください。

https://takuhai.daichi-m.co.jp❶大地宅配のお買い物サイト

青果の痛みのご連絡や、お急ぎでない場合は連絡便をご活用く
ださい。連絡便は、毎週配布の『ほっとでぇた』裏面にあります。
お返事は提出日翌週以降の納品書でご確認いただけます。

ネットで

紙で

電話で

連絡便での
お問い合わせ

お問い合わせ

FAXでの
お問い合わせ

注文締め切り

❶はお届け日の4日前昼12:30まで 　（例）月曜コースは毎週木曜昼12：30まで
※一部商品は6日前昼12:30まで
メンテナンス時間（毎週月曜日昼12:30 ～午後1:30）以外いつでもご利用いただけます。

❸はご注文書提出日の翌日昼12:00まで 　（例）月曜コースは毎週火曜昼12：00まで

マーク内の４桁の注文番号を注文書表面右上の「特別注文欄」に
ご記入、またはお買い物サイトからご注文ください。「毎週お届け
登録」は翌週から、毎週自動的に届きます。「定期お届け登録」は翌
週から、登録いただいた頻度で自動的に届きます。登録の解除、数
の変更も特別注文欄・お買い物サイトで可能です。

配送手数料について

毎週お届け登録・定期お届け登録2

3

このマークの商品は、「毎週お届け登録」が可能です

このマークの商品は、「定期お届け登録」対象です
毎週0000 隔週0000 ¼週0000

毎週0000

ご注文・お問い合わせ方法1

注文
締め切り

※ご注文金額に
配送手数料は
含みません。

※直送品のみの
ご注文の場合
には、送料は請
求しません。

※共同購入は対
象ではありま
せん。

※注文方法によって締め切り時間が異なります。

スマートフォンからは
便利なアプリを
ご利用ください。 280円（税込302円）

200円（税込216円）
100円（税込108円）
50円（税込54円）

無料

（税込3,780円）未満
（税込3,780円）～  
（税込4,860円）～  
（税込8,640円）～  
（税込16,200円）～  

3,500円
3,500円
4,500円
8,000円

15,000円

ご注文金額 配送手数料

卵、ケチャップ、酢、粉チーズ家庭準備
約15分調理時間

卵、ごはん家庭準備
約15分調理時間

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15分　調理時間

醤油、卵、片栗粉、ブラックペッパー家庭準備
約20分調理時間

ごはん、オリーブオイル、酢家庭準備
約15分調理時間

ごはん、卵、小麦粉、酢、オリーブオイル、マヨネーズ家庭準備
約20分調理時間

ごま油（サラダ油でも可）家庭準備
約15分調理時間

商品についての注意事項　※天候不順等の影響で野菜が不足したときは、「国産かつ有機JAS認証取得」を条件に大地を守る会の生産者以外の原料を使用する場合があります。　※原材料や別途ご用意いただく調理器具は「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、酸化防止剤、カラシ抽出物、ホップ抽出物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

 主菜  韓国の有名料理タッカルビをイメージし、ぶつ切りの鶏肉
をたっぷりのキャベツやねぎと一緒に炒める一品。豆板醤をきか
せた深みある甘辛タレが後を引きます。 
 副菜  炒めたチンゲンサイと炒り卵に、とろりとしたあんをかける
だけ。あんは化学調味料不使用の中華風ブイヨンがベースです。 

調理時間  約15分　 約15分　 家庭準備   卵、卵、水、みりん、醤油、水溶き片栗粉水、みりん、醤油、水溶き片栗粉

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！

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

イメージ

約20分で完成

トト
ジジ

完成完完完成成

副菜
SIDE MENU

主菜
MAIN MENU

プリプリ海老とブロッコリーの塩炒め

王隠堂農園の切干大根のマヨサラダ

ブロッコリーを耐熱皿に入れ、ラップをかけて電子レンジで加熱する（500W・1分）。

戻した切干大根をよく絞り、食べやすい長さにカットする。

エビの色が変わったら、タレを入れ炒め合せる。 器に盛り付けて完成。

フライパンに油を熱し、玉ねぎとセロリを入れ炒める。

酢、オリーブオイル、マヨネーズを混ぜてドレッシングを作る。

むきエビを解凍する。

切干大根を35g量り、水を張ったボウルに入れて戻す（約10分）。

ブロッコリー、エビ、ミニトマトを入れて炒める。

人参と切干大根を3のドレッシングで和え、器に盛り付けて完成。

2

2

3

3

4

4

5
6

ご用意いただくもの●サラダ油 適量
調理器具
フライパン、電子レンジ

●  ブロッコリー 約150g●  セロリ 
約100g●  玉ねぎ 
約100g●  ミニトマト 約60g（大きい場合はカットしてください）●  むきエビ（冷凍） 1パック※冷凍の別箱でお届けしています。●  塩ダレ 
1パック

お届けする食材

ご用意いただくもの●酢 小さじ2●オリーブオイル 大さじ１●マヨネーズ 大さじ２

●  人参 
約20g●  切干大根 1パック（50g）※50g中35gのみ使用

完成！

完成！

中火

中火

中火

お届けする食材

※お料理セットに使用される材料（肉など）は十分に中まで火を通して調理をしてください。 ※野菜は洗わずにご使用いただけます。 ※加熱時間は目安です。ご家庭の調理器具によって前後します。

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
 副菜  青梗菜の卵あんかけ

 主菜   豆
板醤ピリリ！ 鶏とキャベツの

甘辛タッカルビ風

1007    υυ       
    キット・豆板醤ピリリ！ 鶏とキャベツの甘辛タッカルビ風セット      キット・豆板醤ピリリ！ 鶏とキャベツの甘辛タッカルビ風セット  

    1セット(約3人前)1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
  副菜：青梗菜の卵あんかけ副菜：青梗菜の卵あんかけ                ■セット内容／主菜：じゃがいも、キャベツ、■セット内容／主菜：じゃがいも、キャベツ、
鶏肉、長ねぎ、タレ、ピーマン 副菜：チンゲンサイ、ブイヨン鶏肉、長ねぎ、タレ、ピーマン 副菜：チンゲンサイ、ブイヨン                θθ小麦・大豆小麦・大豆  

限定 500

1566    υυ       
     キット・枕崎産かつお節のダシを使った
親子丼セット  

  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680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：鶏肉、玉ねぎ、タレ、しめじ、水菜、長ねぎ 
副菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

特製ダレにはカツオ節のだしを使用。特製ダレにはカツオ節のだしを使用。
豊かな風味が卵と好相性です豊かな風味が卵と好相性です

1567    υυ       
     キット・ダシ香る 
いなか豚の生姜焼き炒めセット  

  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：香ばし、国産大豆の油揚げ焼き        ■セット内容／主
菜：豚肉、玉ねぎ、キャベツ、しめじ、タレ、ニラ、人参、お
ろし生姜 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）

あっさりした脂身のいなか豚を使用。あっさりした脂身のいなか豚を使用。
特製の煮物つゆが、味に深みを加えます特製の煮物つゆが、味に深みを加えます

1568    υυ       
     キット・ゴロゴロかぼちゃの
ドライカレーセット  

  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：レモン香るキャロットラペ        ■セット内容／主菜：
かぼちゃ、玉ねぎ、豚肉、ミニトマト、タレ、人参 副菜：
人参、レモン         

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

特製のカレーソースで仕上げる特製のカレーソースで仕上げる
ゴロゴロかぼちゃのドライカレーゴロゴロかぼちゃのドライカレー

1569    υυ       
     キット・ラー油香る 
ネギたっぷり麻婆豆腐セット  

  1セット(約3人前)   1,278円  （税込1,380円） 
 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ        ■セット
内容／主菜：豆腐、豚肉、長ねぎ、タレ、葉ねぎ、生姜、ラ
ー油 副菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

ピリ辛中華料理の定番といえばこれ！ピリ辛中華料理の定番といえばこれ！
ラー油と生姜が食欲をそそりますラー油と生姜が食欲をそそります

1570    υυ       
     キット・「1日に必要な野菜量の1／3が摂れる」
レタスと豚肉の旨塩炒めセット  

  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：国産大豆油揚げのしらすピザ        ■セット内容／主
菜：もやし、豚肉、レタス、玉ねぎ、タレ、ミニトマト、きく
らげ水煮 副菜：油揚げ、シラス        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

にんにくがアクセントの塩ダレが、にんにくがアクセントの塩ダレが、
野菜の味をぐっと引き立てます野菜の味をぐっと引き立てます

1571    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） 
 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％の豆腐入りですスープは国産大豆100％の豆腐入りです

1572    υυ       
     キット・彩り野菜の
香ばしカシューナッツ炒めセット  

  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：きのこスープ        ■セット内容／主菜：鶏肉、玉ね
ぎ、ピーマン、パプリカ、タレ、カシューナッツ、生姜 副
菜：しめじ、舞茸、玉ねぎ、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）

中華の定番、鶏肉のカシューナッツ炒め。中華の定番、鶏肉のカシューナッツ炒め。
食感の良さを楽しんで食感の良さを楽しんで

1573    υυ       
     キット・家族みんなでアジアごはん！
ガパオライスセット  

  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：王隠堂農園の切干大根のマヨサラダ        ■セット内
容／主菜：鶏肉、玉ねぎ、タレ、パプリカ、ピーマン、レモ
ン 副菜：切干大根、人参        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

彩り野菜と鶏肉で食べごたえ十分。彩り野菜と鶏肉で食べごたえ十分。
ナンプラーがきいたガパオライスですナンプラーがきいたガパオライスです

今週の
新商品
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