
             λ川原製粉所（東京都練馬区）     

1743    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   徳用・職人香味焙煎 むぎ茶パック
（国産六条大麦使用）  

  10g×48包   537円  （税込580円） 

苦味がなくて、
とってもおいしくびっ
くり。子どものためで
したが、私もゴクゴク
飲んでいます。パック
なのでらくちんです。
 （sakuraさん）

川原渉さん（中央左）と先代の川原義明さん（中央右）。作業の合間
に社員の皆さんと麦茶で休憩。

原料は農薬不使用で育てた国産大麦。
色の濃い麦は香ばしさと苦味の深煎り。
浅めの色の麦はほんのり甘い浅煎り。

麦
が
〝
爆は

ぜ
て
〞
香
り
立
つ
。

受
け
継
が
れ
る
砂
釜
焙
煎

「
石
焼
き
い
も
の
よ
う
に
砂
の
遠
赤
外
線

効
果
で
、
麦
が
膨
ら
ん
で
〝
爆は

ぜ
る
〞
。

こ
の
〝
爆は

ぜ
る
〞
こ
と
で
、麦
の
甘
み
と

香
り
が
ぐ
ん
と
際
立
つ
ん
で
す
」。
釜
の

火
を
見
据
え
、額
に
汗
を
浮
か
べ
な
が
ら
、

そ
う
語
っ
て
く
れ
た
の
は
三
代
目
の
川
原

渉
さ
ん
。

昨
今
の
麦
茶
の
製
法
は
、
機
械
で
効
率
的

に
焙
煎
す
る
熱
風
焙
煎
が
主
流
。一
方
、

約
3
0
0
℃
に
保
っ
た
砂
で
麦
を
煎
る
砂

釜
焙
煎
は
、
手
間
も
体
力
も
必
要
と
す
る

製
法
で
す
。
そ
れ
で
も
川
原
製
粉
所
は
信

念
を
持
っ
て
こ
の
製
法
を
初
代
か
ら
受
け

継
い
で
い
ま
す
。「
低
温
で
均
一
に
煎
る
熱

風
焙
煎
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
麦
の
甘
み
、

香
り
は
出
な
い
。
こ
の
釜
じ
ゃ
な
い
と
出

せ
な
い
味
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
大
変
で
も

製
法
を
変
え
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

浅
煎
り
と
深
煎
り
が
織
り
な
す

奥
深
く
、澄
ん
だ
麦
の
味
わ
い

さ
ら
に
そ
の
焙
煎
の
際
に
は
、
火
加
減
や

麦
の
投
入
量
を
こ
ま
め
に
調
節
し
て
、
あ

え
て
煎
り
ム
ラ
を
出
し
て
い
ま
す
。「
浅
煎

り
と
深
煎
り
、
異
な
る
煎
り
加
減
の
麦
が

入
り
混
じ
る
こ
と
で
、
煎
り
た
て
の
よ
う

な
香
り
高
さ
と
甘
み
を
両
立
で
き
る
ん
で

す
。
そ
の
上
で
す
っ
き
り
と
澄
ん
だ
後
味

に
仕
上
げ
る
た
め
に
は
、
そ
の
煎
り
ム
ラ

を
バ
ラ
ン
ス
良
く
出
さ
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
」
と
川
原
さ
ん
。
し
か
し
約
90
秒
と
い

う
わ
ず
か
な
焙
煎
時
間
で
、
絶
妙
な
煎
り

ム
ラ
を
出
す
の
は
至
難
の
技
。「
釜
っ
て
生

き
物
み
た
い
で
、
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
も

気
温
や
麦
の
水
分
量
な
ど
で
煎
り
加
減
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ

毎
日
釜
と
向
き
合
っ
て
作
る
こ
の
麦
茶
に

は
、
他
に
は
出
せ
な
い
お
い
し
さ
が
あ
る

と
自
負
し
て
い
ま
す
」。

川原製粉所・三代目の川原渉さん。毎日釜の
前に立って火加減を調節し、麦茶のできを
左右する麦の煎り具合を見極めていますP.38で麦茶ポットに最適な「 2209 フィルターインピッチャー FIP-90-B」をご紹介

     ※今号よりパッケージが変更になりました。また、商品     ※今号よりパッケージが変更になりました。また、商品
名を「職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）」か名を「職人焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）」か
ら変更しました。※写真と異なるパッケージでお届けら変更しました。※写真と異なるパッケージでお届け
する場合があります。する場合があります。                λλ川原製粉所（東京都練馬区）     川原製粉所（東京都練馬区）     

1742    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 特撰 職人香味焙煎職人香味焙煎
むぎ茶パックむぎ茶パック
（国産六条大麦使用）（国産六条大麦使用）    

  10g×20包  10g×20包      256256円円    （（税税込込276276円）円）  

                          λλ川原製粉所（東京都練馬区）     川原製粉所（東京都練馬区）     

1744        
  $$   職人香味焙煎 麦茶職人香味焙煎 麦茶
（丸粒・国産六条大麦使用）（丸粒・国産六条大麦使用）    

    500g 500g     380380円円    （（税税込込410410円）円）  

水出しできる手軽さが人気

1
9
4
0
年
か
ら
続
く
製
法
で
麦
茶
を
作
り
続
け
る
川
原
製
粉
所
。

職
人
の
手
で
焙
煎
さ
れ
た
麦
か
ら
は
、

ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
、ふ
く
よ
か
な
風
味
が
薫
り
ま
す
。

の
ど
も
体
も
潤
す
格
別
の
一
杯
で
、今
年
の
夏
の
ひ
と
と
き
が
変
わ
り
ま
す
。

香
る
麦
茶

職
人
焙
煎

三代にわたる
“煎り”の技
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1524   ττ
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）

「うなぎ」の
予約を受付中！
ぜひお買い物サイトを
ご覧ください。

P.25辛みがじんわり心地よい
この肉感にハマります

今週は

コレ!

未 来 を はぐくむ 、お い し さ が あ る

がじんんんんわわわわわりりりりり心心心心心地みみみみみがががががが
この肉感にハマ

川原さんおすすめ！
むぎ茶パックの水出し方法を
ホームページで公開中

通常の水出しにひと手間加えれ
ば、手軽なむぎ茶パックも香り
良く、より深い味わいのむぎ茶に！ 
ぜひお試しください。

煮出して作る価値がある
丸粒の香りと味わい

お得な徳用規格もどうぞ

イメージイメージ

香ばしさが違います。煮出し
てからも香りが落ちません。味も複
雑に絡み合うような深く、それでい
て苦くない味です。 （huiziさん）
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ふぞろい・規格外品

     ※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、堀田 辰郎、さんぶ野菜ネットワーク、他／福島県、茨城県、千葉県、熊
本県、埼玉県、群馬県、北海道、岩手県、秋田県、徳島県、長崎県、高知県、沖縄県、愛知県     

1090              もったいナイ・キズありトマト  
  800g   698円  （税込754円） 

     ※身が欠けたものや、小さいものが入ることがありま
す。※原料高騰のため、33円（税込）値上げします。    ■漁
場／広島県    λ広島県漁業協同組合（広島県広島市）     

1312    ττ       
     もったいナイ魚・規格外冷凍かき  

  300g   598円  （税込646円） 

     ※袋詰日から1週間程度たっているものをお届けする場合があり
ます。※ブレンド米でお届けの場合もあります。その場合は品種、
産地が記載なしとなります。        λ有機、無／大地を守る会の生産者     

   もったいナイ・米（栽培期間中農薬不使用）            
 1174        白米 5kg    

2,980円    （税込3,218円）      
 1175        七分または 胚芽米  5kg    

2,980円    （税込3,218円）      
 1176        玄米 5kg    

2,680円    （税込2,894円）                                                                         

     ※原料高騰のため、
141円（税込）値上げ
します。    ■漁場／北
海道    λ知床ジャニ
ー（北海道斜里町）
  ［生食可］   
1286    ττ       
     もったいナイ魚・オホーツク産帆立貝柱（刺身用）  

  150g   920円  （税込994円） 

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1486        
     もったいナイ・くずれ梅干し  

  800g   1,600円  （税込1,728円）      ※笠が変形したり、大きさの不ぞろいなものを、お得な価
格でお届けします。        λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

1128    υυ             もったいナイ・
ふぞろいマッシュルーム  

  150g   218円  （税込235円） 
             λ遠忠食品（埼玉県越谷市）  δお届け後45日保証   

1545    υυ       
  $$   もったいナイ・
にっぽんのザーサイ葉油炒め  

  100g   330円  （税込356円）          ■漁場／太平洋    λ村田漁業（宮城県気仙沼市）
  δお届け後15日保証   

1305    ττ       
     もったいナイ魚・気仙沼めかじき切落し  

  300g   570円  （税込616円） 

限定 1000

             λ中津ミート
（ 神 奈 川 県
愛川町）    θ小
麦・大豆 

1221    ττ       
     ウインナー規格外品セット（中津）  

  200g   560円  （税込605円） 

限定 1000

カレーにカレーに

1414    NN 7/3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） 

             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

1005    ττ       
     徳島の阿波美豚 
規格外ハム（クッキングハム）  

  100g   390円  （税込421円） 
             λウインナークラブ（徳島県石井町）     

限定 1500

             λ稲庭吟祥堂本舗
（秋田県湯沢市）
    θ小麦 
1570        
     手
て な い

綯職人 稲庭うどん（規格外品）  
  600g   924円  （税込998円） 

             λ武久（福岡県筑
後市）     
1643        
     大分産乾しいたけ（規格外・かけ葉）  

  80g   895円  （税込967円） 

希少な中ヨークシャー種を交配した、希少な中ヨークシャー種を交配した、
上質できめ細かく甘みのある脂が美味上質できめ細かく甘みのある脂が美味

ロースハムスライスを製造する際に出る規格外品です。大きさロースハムスライスを製造する際に出る規格外品です。大きさ
に大小がありますが、品質・味わいは通常品と変わりません。阿に大小がありますが、品質・味わいは通常品と変わりません。阿
波美豚という石井養豚センターのオリジナル品種の豚を使用。波美豚という石井養豚センターのオリジナル品種の豚を使用。

軽食やおやつにもぴったりのプチサイズ軽食やおやつにもぴったりのプチサイズ

ふぞろいでも品質は通常品と同様ですふぞろいでも品質は通常品と同様です

傷が付いて
いる

広島県漁業協同組合の
井上憲一郎さん

ふぞろいでも、ふぞろいでも、
おいしさはそのままおいしさはそのまま

水揚げの際に貝が割れた、形がいびつな
むき身です。ぷりぷりの食感、とろけるよ
うなおいしさは正規品と変わりません。

さまざまな農薬不使用米がさまざまな農薬不使用米が
お得です！お得です！

精米の際に出る余剰米を、品種や産地が
選べないぶんお得な価格でお届けします。

余剰 規格外

規格外

形はくずれていても、肉厚でやわらか
漬け込むうちに形
がくずれてしまった
梅干しです。やわら
かで肉厚。おにぎり
やマリネなど、料理
にも使い勝手抜群。

通常は流通しない葉を有効活用
国内で栽培されたザー
サイの葉の部分を刻み、
ごま油で風味良く仕上げ
ました。高菜炒めに似た
味わいはごはんに最適。

くせのない味わいで幅広い料理に
通常品をカットする際
に出る切り落としを、使
いやすいバラ凍結にし
ました。小さめサイズ
で食べやすさも魅力。

風味の良さは正規品と変わりません
大きさがふぞろい
ながら濃厚なうま
みと香り高さは格
別。アヒージョやサ
ラダ、炒め物、カレ
ーの具材などに。

福島わかば会
トマト部会の皆さん

ヘタのまわりに割れや傷の
入ったもの、大きさや形がふ
ぞろいのものを、お得な価格
でご紹介。おいしさは変わら
ないため、生食の他、スープ
や炒め物、パスタ、カレー、ピ
ザ、ラタトゥイユなどいろい
ろな料理で、さわやかな酸
味をお楽しみください。

身が小さかったり、欠けてい
るために正規品からはじか
れてしまった広島産のカキ
です。いろいろな形や大きさ
のものが混ざっていますが、
おいしさは正規品と変わら
ず、濃厚な味わい。さっぱり
とマリネにしたり、野菜と炒
め合わせても。

生産者・消費者・環境にうれしい♡
「mottainai」のMをモチーフに、うれしさを
表現するハートの形をイメージしています。

こちらも人気です！

切れ端入りのため、とってもお得。ご自宅用に切れ端入りのため、とってもお得。ご自宅用に

いろいろな種類が楽しめるセットいろいろな種類が楽しめるセット

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

規格外や少し傷の付いてしまっ
た青果物、なじみのない未利用
魚や加工段階で捨てられてきた
部位など、「もったいナイ」を商品
化したシリーズです。鮮度、味と
もに、正規品との差はありません。

もったいナイシリーズとは

軽度の傷ありや形が
ふぞろいでも、
おいしく食べられます

小さくても味は抜群！
300gとたっぷり
入った人気の一品

2 126号 ● 焼く、ゆでる、揚げるなど調理が必要なもの  大地宅配の配送とは別に、宅配便・郵送でお届け  配送でパッケージを回収している商品  限定0000 ご注文多数の場合、抽選でお届け
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純米酢のタレを絡めた
本格酢豚を簡単に

1263    ττ       
     冷凍豚スペアリブ  

  400g   891円  （税込962円） 400400gg 898911円円（（込込969622円）円）
             λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  δお
届け後60日保証   

     ※1歳未満の乳児には食べさせないでください。※お
買い上げ額の一部はミャンマー養蜂の発展に寄与
すべく、ミャンマー養蜂協会へ寄付されます。    ■原産
国／ミャンマー    λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

※1歳未満のの乳児に乳児に乳児に 食は食べは食べ食べ なさせなさせなさせないでくくいでくいで ださださいださいさい ※お※お※お

1428        
     ミャンマー産
ひまわりハチミツ 350g  

  350g   750円  （税込810円） 

             λ飯尾醸造（京都府宮津市）    θ小麦・
大豆 

1603        
     富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864円） 
             λマルボシ酢（福岡県川崎町）     

1599    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 まろやか純りんご酢 
青森育ち  

  600ml   910円  （税込983円） 1075             赤じそ  
  300g   418円  （税込451円）              λ庄分酢（福岡県大川市）     

1597    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

1272          
     鶏ムネ肉（まほろば）  
  300g   507円  （税込548円） 

1656          
  $$   ツナフレーク
（水煮・オイル無添加）  

  80g×3缶   780円  （税込842円） 

     ※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）     

1615   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     オリーブオイルオリーブオイル（パレスチナ自治区産）（パレスチナ自治区産）    

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

             λ飯尾醸造（京都府
宮津市）     

1600    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
         富士ピクル酢・360ml 富士ピクル酢・360ml    

    360ml 360ml     600600円円    （（税税込込648648円）円）  

限定 1000

             λ冨貴食研（大
阪府高槻市）  δお
届け後60日保証
  θ小麦・卵・大豆 

1625    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   玉ねぎと果実酢の玉ねぎと果実酢の
クリーミィドレッシングクリーミィドレッシング    

    230ml 230ml     532532円円    （（税税込込575575円）円）  

             λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小
麦・大豆 

1492    τ   N 7/3お届け週    
  $$   若鶏唐揚げ甘酢あんかけ若鶏唐揚げ甘酢あんかけ    

    150g 150g     510510円円    （（税税込込551551円）円）  

λ
県
麦

92

         ■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］   

1352    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     まいわしマリネまいわしマリネ    

    120g 120g     415415円円    （（税税込込448448円）円）  

パパッと
簡単！
パパッと

調
味
料
＆
惣  

菜

こ
の
季
節
に
ぴ
っ
た
り

手
軽
で
さ
わ
や
か
な

京都府産の栽培期間中農薬不使用米を原料に、JAS基準の5倍に
あたる、200gもの米を使ったお酢。2～ 3カ月かけて発酵させ、
さらに熟成。濃厚な味わいに仕上げました。いつもの料理に深み
とこくを与えます。 ❶肉に塩・こしょう、酒を振り、

約15分置く。にんにくはスライス
する。 ❷鍋で①の肉の両面に焼き
色を付ける。 ❸②の鍋ににんにく、
醤油、酢、はちみつ、酒と、肉が
浸かる程度の水を入れ、落としぶ
たをし、約1時間煮込む。 ❹火を
強めて約5分煮て照りを出す。

大地宅配のお酢で人気No.1。
料理の味を引き締めます

じめじめした梅雨時は、さっぱりとした味付けで箸がすすむメニューを。
調味料を上手に使い、夏を乗り切りましょう。

鶏肉と彩り野菜の
黒酢あん

水菜とツナの
マヨぽんサラダ

赤しそジュース

国産米100%で「アルコール」は無添加
 遺伝子組み換え原料の不安があるアルコールは添加しません。

長期熟成でうまみが多く濃厚に
 機械的に空気を送り込み、たった数時間～数日で発酵させる
お酢が多いなか、酢酸菌の力で自然に発酵させる「静置発酵」
で数カ月かけて製造しています。希少な伝統製法です。

大地宅配の米酢はココが違う！

1595

     ※ピーマンは入って
いません。        λ総合農
舎山形村（岩手県久
慈市）    θ小麦・大豆 

1523    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     農舎のあたためるだけ農舎のあたためるだけ酢豚酢豚（国産豚使用）（国産豚使用）    

    220g 220g     598598円円    （（税税込込646646円）円）  

パパッと
簡単！
パパッと

豚スペアリブの
お酢＆はちみつ煮

             λ飯尾醸造（京都府宮津市）     

   純米富士酢            
 1595   б  б      900ml    1,100円    （税込1,188円）      

 1596         360ml    550円    （税込594円）                                                                               

大地を守る会の生産者の
玉ねぎがたっぷり

漬けるだけでこくのある
ピクルスが完成

手摘みしたオリーブの
すがすがしい香り

とろ～りとした甘酢あんが
やみつきに

夏は“酸っぱおいしい”
マリネで決まり

さっぱり調味料で
夏メニュー

作り方は10ページの
「美味レシピ」でご紹介

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

お試し
サイズは
こちら

青森県つがる市 “新農業研究会 ”が栽培したり
んごのストレート果汁を使用。まろやかな酸味
が特徴です。和え物などの料理の他、薄めて
ジュースにしても美味。

国産りんご果汁ならではの
まろやかな酸味をどうぞ

国産ゆず・かぼす果汁や、利尻昆布と鹿児島県産
カツオ節で取った一番だしなどで作った香り高い
ぽん酢。マヨネーズと合わせて「マ
ヨぽん」にすれば、料理が風味良
く仕上がります。

国産柑橘にこだわったぽん酢で
定番の味付けを一層風味豊かに

有機玄米を約3カ月間静置発酵させた後、さら
に6カ月以上熟成させました。あっさりとした黒
酢あんにして鶏肉と野菜をとじれば、今の季節に
ぴったりの、さわやかな主菜
の完成です。

酢造り約300年の庄分酢から。
長期熟成で、味にかどがなく、上品

ミ 二 レ シ ピ

28ページの「酢の全品
ポイント」もご覧ください

お酢の使い分けでおいしさの幅が広がりますすすすすすすすすすすすすすおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

3126号● 通常より1週遅れのお届け（送料通常通りご請求）。お休み時にもお届け  当社オリジナル商品の中でも、特においしさ・品質ともにおすすめの商品  大地や海の恵みを無駄なくいただき、生産者も応援できるお得な「もったいナイシリーズ」
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上手にゆでて、一層うまみを引き出して
届いたら、なるべく早くゆでるのが、甘みをキープす
るこつ。大きな鍋で水からゆでれば、粒が水を吸い、
ふっくらとゆで上がります。塩はお好みで。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

一粒一粒にしっかりとした甘みがぎっしり
ぷっくりふくらんだ粒の中には、はちきれんばかりの
甘みがぎっしり。ガブリと豪快にいただきましょう。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

口の中いっぱいに、果汁が弾けます
今の時季は、ゴールドラッシュ、ミエルコーンという
品種を中心にお届け。どちらも、他の品種に比べて
皮が薄めで、シャキッとジューシー。豊かな甘みが、
口の中いっぱいに弾けます。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

ぷりっぷりの粒に詰まった甘みはぷりっぷりの粒に詰まった甘みは
まさに、夏だけの至福の味わいまさに、夏だけの至福の味わい

とうもろこし

イチオシ

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

                      

夏の美味、プラムのシーズンが始まりまし
た。さわやかな酸味とこくのある甘みが特
徴の、大石早生という品種を中心に、収穫
時期を迎えたものから随時お届けします。
レッドエース、サンタローザ、クインエース、
菅野中生など、魅力
あふれる品種がいっ
ぱい。毎週のお楽し
みに。 

   プラム（大石早生 他）            
 1016       350g    478円    （税込516円）      
 1017       500g    598円    （税込646円）                                                                               

どの品種かは届いてからのお楽しみどの品種かは届いてからのお楽しみ

1017

             λ無～7割減／鶴田 公夫、一宮大地、古郡 正、他
／山梨県、山形県     

暑い日にあるとうれしい甘酢漬けに暑い日にあるとうれしい甘酢漬けに

             λ有機、無／大地と自然の恵み／高知県     

1073             新生姜  
  100g   338円  （税込365円） 

おだやかな辛みを生かし
た甘酢漬けを仕込んで。
程よい酸味は暑い日の
箸休めにぴったり。

イメージイメージ

メロン作りの達人・小野寺孝一さんが、「メロン
の貴婦人」といって惚れ込んでいる品種「グレ
ースメロン」をお届け。芳しい香り、緻密でやわ
らかな果肉、上品な甘み
は、夏ならではのぜいた
く。さわやかな青肉メロン
を、よく冷やして食後のデ
ザートやおもてなしに。

気品あふれる芳醇な香りにうっとり気品あふれる芳醇な香りにうっとり

   お届け時期注意７／３（月）週または７／１０（月）週の通常
配送でお届けとなります。  ※サイズは700g～1kgの間、価
格は892円～1,274円（税込）の間でお届け。サイズのご
指定はできません。        λ7割減／小野寺 孝一／茨城県     

1019        
     予約 達人・小野寺さんのグレースメロン  

  1コ   1,180円  （税込1,274円） 

長崎県対馬の近海で獲れるアナゴは、エビ
などを食べて育つため、肉厚で、脂のり抜群。
そのなかでも特に大きいアナゴを厳選し、身
の厚い部分だけを食べ
やすいサイズにカット。
特製ダレで煮付けまし
た。まるでとろけるよう
な食感を、アナゴ丼でご
堪能ください。

舌の上でとろけるふっくらアナゴ舌の上でとろけるふっくらアナゴ

イメージイメージ
         ■漁場／対馬    λ対馬水産（長崎県対馬市）    θ小麦・
大豆 

1344    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     西のとろあなご 煮穴子カット（2パック）  

  80g×2パック   1,689円  （税込1,824円） 

かめばかむほどうまみが増しますかめばかむほどうまみが増します

         ■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［生食可］   

1289    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     刺身用真だこ  

  150g   822円  （税込888円） 

鹿児島県阿久根近海で獲れた
大きめの真ダコをボイル。足
の部分だけをお届けします。

イメージイメージ

初夏を告げる京菓子の名品初夏を告げる京菓子の名品

     ※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）     

1690    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   宇治松屋の抹茶水ようかん  

  1本(280g)   1,000円  （税込1,080円） 

京都宇治の有機抹茶を使い、腕
利きの和菓子職人が作った一品。
上品な抹茶の香りを満喫して。

限定 1000

炒め物などにさっと使えて便利炒め物などにさっと使えて便利

     ※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）     

1194    ττ   NN 7/3お届け週7/3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） 

旬の時期に収穫した大地を守る
会の生産者のブロッコリーを急速
冷凍。茎まで甘みがのっています。

限定 500
イメージイメージ

7月6日は「ナンの日」なんです！7月6日は「ナンの日」なんです！

             λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦 

1419    ττ       
     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） 

北海道産小麦で作った生地を、
手作業で伸ばして焼きました。小
麦の風味と食感が生きています。

カレーにカレーに

イメージイメージ

北海道でのびのびと育った「放牧豚」が原
料。味付けは、海の精の粗塩、和三盆糖とシ
ンプルな香辛料のみ。結着剤などの食品添
加物を一切使わず、肉
そのものの自然なうま
みを生かしました。ぷり
っとした弾力があり、一
口かめば、肉汁が口の中
いっぱいに広がります。

口の中いっぱいに肉汁がジュワ～口の中いっぱいに肉汁がジュワ～

イメージイメージ

カレーにカレーに

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

1219    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     北海道放牧豚ポークウインナー  

  100g   398円  （税込430円） 

   とうもろこし            
 1104    υυ      1本    268円    （税込289円）      
 1105    υυ      3本    658円    （税込711円）                                                                               

1104

     ※虫害の広がりを防ぐため先端をカットし
たり、実入りを確認するため、皮をむいてお
届けする場合があります。        λ有機、無～8
割減／黒沢グループ、天恵グループ、大和
田 忠、他／埼玉県、愛知県、茨城県、千葉県     

きめ細かい肉質と、豊富なうまみに定評のあ
る、バークシャー種を交配した仙台黒豚会
の豚肉です。タレが肉にしみ込みやすいよ
う、絶妙な薄さにスライス。いつもの豚丼が、
ふんわりやわらかく
仕上がります。今の
季節は、キムチと合わ
せてスタミナ丼にす
るのがおすすめ。

たっぷり400gでボリューム満点たっぷり400gでボリューム満点

イメージイメージ
           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   

1252    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     徳用豚丼用うす切り  

  400g   922円  （税込996円） 

イメージイメージ

パパッと
簡単！
パパッと

4 126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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「プラム」

菅野中生菅野中生

大石早生大石早生

サンタローザサンタローザ

レッドエースレッドエース

どどここがが違違ううのの？？大地宅配は大地宅配は
                      

             λ無～7割減／鶴田 公夫、一宮大地、古郡 正、他／
山梨県、山形県     

   プラム（大石早生 他）            
 1016       350g    478円    （税込516円）      
 1017       500g    598円    （税込646円）                                                                               

達人・小野寺さんが手塩にかけて育てた達人・小野寺さんが手塩にかけて育てた
さわやかな青肉と芳醇な香りさわやかな青肉と芳醇な香り

メロン作りの達人・小野寺さんが、
土作りから収穫まで、手間をかけ
てていねいに育てたグレースメロ
ンです。やわらかな果肉と上品な
香りを、ひんやり冷やしてご堪能
ください。
   お届け時期注意７／３（月）週または７／１０
（月）週の通常配送でお届けとなります。  ※サイ
ズは700g～1kgの間、価格は892円～1,274
円（税込）の間でお届け。サイズのご指定はでき
ません。        λ7割減／小野寺 孝一／茨城県     

1019              予約 達人・小野寺さんのグレースメロン  
  1コ   1,180円  （税込1,274円） 

産直だから、樹上で完熟
させて食べごろにお届け

果物
国産はすべて産直

海外産はすべてフェアトレード

土壌消毒・除草剤は
原則不使用

                      

 初夏の味覚、甘酸っぱいプ
ラム。樹上で熟してから収穫
するので、その甘みは濃厚で
す。大石早生を中心に、いろ
いろな品種をお届けします。
お楽しみに。
            λ無～7割減／鶴田 公夫、一
宮大地、古郡 正、他／山梨県、
山形県     

   プラム（大石早生 他）            
 1016       350g    478円    （税込516円）      
 1017       500g    598円    （税込646円）                                                                               

暑い季節によく合う甘酸っぱさ暑い季節によく合う甘酸っぱさ

1017

イメージイメージ

初夏だけしか味わえない貴重な生あんず。初夏だけしか味わえない貴重な生あんず。
短い旬をお楽しみください。短い旬をお楽しみください。

生産量の多い長野県から、希少な
生のあんずをお届けします。病害
虫に弱く栽培が難しいあんずは、
初夏の短い間だけのお楽しみ。甘
酸っぱく、さわやかな季節のジャ
ムにどうぞ。
   お届け時期注意７／３（月）週か７／１０
（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。
          λ5～2割減／JAながの／長野県     

1018             予約 信州のジャム用あんず  
  700g   858円  （税込927円） 

 熊本県産の甘夏を、低温と程よい湿度を
保つ北海道や新潟の雪室で貯蔵。採れた
てのみずみずしさを味わってください。
            λ無／鶴田有機農園／熊本県     

1022    υυ             雪
ゆきむろ

室甘夏  
  600g   478円  （税込516円） 

 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。
            λ9～8割減／無茶々園、肥後あゆみの会、
ブレス、他／愛媛県、熊本県     

1023              河内晩柑  
  800g   528円  （税込570円） 

 冷蔵庫にすっぽり入
る大きさです。ひんや
り冷やして、家族団ら
んにどうぞ。
    ※丸型の品種や、果肉が
黄色の品種をお届けする
場合があります。※サイズ
は1.1kg～2.5kg・価格は
918円～1,598円（税込）
の間でお届け。サイズのご
指定はできません。        λ無
～8割減／さんぶ野菜ネッ
トワーク、千葉畑の会、門
脇 栄悦／千葉県、山形県     

1020              小玉スイカ  
  1コ   1,480円  （税込1,598円） 

食べ切りやすい大きさが魅力です食べ切りやすい大きさが魅力です

     〔1024〕※サイズは800g～1.3kg・価格は984
円～1,598円（税込）の間でお届け。〔1025〕
※サイズは400g～600g・価格は489円～
734円（税込）の間でお届け。サイズのご指定は
できません。※ハワイ、スナックパイン、ピーチ
パインのいずれかをお届けします。品種は選べ
ません。        λ8～7割減／真南風の会／沖縄県     

   八や 重え 山やまのパイナップル            
 1024     大   1コ    1,480円    （税込1,598円）      
 1025     小   1コ    680円    （税込734円）                                                                               

1024

             λ3割減／羽山園芸組合／福島県     

1021    υυ             福島のさくらんぼ  
  100g   648円  （税込700円） 

1017

とても希少な国産をお届け。とても希少な国産をお届け。
南国の夏の味覚をお楽しみください南国の夏の味覚をお楽しみください

南国・沖縄県から、夏の味覚が届き
ました。収穫適期までじっくり育て
ているため、香りも糖度も格別の
仕上がり。ぜいたくな至福のひとと
きをお楽しみください。

いろいろな品種が続 ！々 プラム好きも毎週楽しめます 
プラムは、一つの品種の出荷期間が1週間程度の果物ですが、同じ山
梨県内でも畑の場所が違うだけで1～2週間も出荷時期が変わりま
す。大地宅配で一番早くプラムの出荷を始める鶴田公夫さんからソル
ダムが届くころ、勝沼平有機果実組合では大石早生の出荷がスター
ト、といった具合です。そのため、大地宅配の「プラム（大石早生 他）」
では、主力品種の大石早生の他にも魅力あるいろいろなプラムをお届
けします。毎週ご注文いただいても、季節の移ろいとともに、品種ごと
に異なるおいしさが楽しめます。

「（大石早生 他）」の“他”ってどんな品種？　
おなじみの「大石早生」は、シーズン初めに登場する品種。梅雨時期
にうれしいあっさりとした甘みが魅力です。実が全体的に赤くなるこ
ろには酸味が抜け、果肉もやわらかくなります。
続いて収穫を迎えるのが「レッドエース」。酸味より甘みが勝り、比較
的小粒です。濃い赤色の果肉が特徴で、ジャムなどにすれば鮮やかな
色合いに仕上がります。
その他、やや酸味があり、香り
高い「サンタローザ」、甘みと
酸味のバランスが良い「菅野中
生」などが届くことも。ぜひご
堪能ください。

農産担当：市川 泰仙

コンポートにしてもおすすめです

「プラム（大石早生 他）」
農薬を減らしたり、化学肥料に頼らずに栽
培しています。できるだけ樹上で熟してか
ら収穫するので、しっかりと味がのってい
ます。コンポートにしてヨーグルトにのせ
たり、ジュースにしても。

5126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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   お届け時期注意６／２６（月）～７／２８（金）
の間に産地よりヤマト便（常温）で直送しま
す。お届け日のご指定はできません。          λ有機
／楽園の果実／沖縄県     

1028              普段使いの有機アップルマンゴー  
  1kg(3～4コ)   6,280円  （税込6,782円） 

イメージイメージ

 沖縄の宮古島、楽園の果
実からお届け。サイズはふ
ぞろいですが、おいしさは
抜群。希少な国産の南国フ
ルーツをご賞味ください。
  お届け時期注意６／２６
（月）～７／２８（金）の間
に産地よりヤマト便（冷蔵）
で直送します。お届け日の
ご指定はできません。          λ有
機／楽園の果実／沖縄県     

1029    υυ             ふぞろいの有機アップルマンゴー  
  1kg(3～8コ)   5,074円  （税込5,480円） 

南国・沖縄県宮古島からお届け！南国・沖縄県宮古島からお届け！

   お届け時期注意６／２６（月）～７／２８（金）
の間に産地よりヤマト便（常温）で直送しま
す。お届け日のご指定はできません。          λ有機
／楽園の果実／沖縄県     

1030              濃香な有機台農マンゴー  
  1kg(3～6コ)   6,280円  （税込6,782円） 

 奄美大島から貴重な国産をお届け。酸味と甘み、芳香な香りは
南国の果実ならでは。ジュースやカクテルなどでも楽しめます。
    ※2～3コお届けします。        λ有機、無／楽園の果実、
奄美島おこし生産者グループ／沖縄県、鹿児島県     

1031              パッションフルーツ  
  180g   628円  （税込678円） 

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

   バランゴンバナナ            
 1032       500g   

398円    （税込430円）   毎週 9018      

 1033       1kg   

688円    （税込743円）   毎週 9019                                                                               

しっとり、甘～いバナナサンドにしっとり、甘～いバナナサンドに

イメージイメージ

1032

 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            
 1034       500g   

378円    （税込408円）   毎週 9020      

 1035       1kg   

658円    （税込711円）   毎週 9021                                                                               

1034

             λ6割減／無茶々園／愛媛県     

1036    ττ       
      無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園の冷凍温
うんしゅう

州みかん  
  500g(4コ以上)   428円  （税込462円） 

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／さんぶ野菜ネットワーク、農事
組合法人 丸和、かごしま有機、他／千葉県、鹿児
島県、埼玉県、茨城県、熊本県、広島県、宮崎県     

1037              有機人参  
  800g   388円  （税込419円） 

     ※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／さんぶ野菜ネットワ
ーク、三里塚酵素の会、酒井 久和、他／千葉県、茨
城県、埼玉県、群馬県、鹿児島県、新潟県、長崎県     

1038              人参  
  800g   368円  （税込397円） 

毎週 9023

     ※小さいもの、皮荒れ、
一部傷のあるものをお届
けする場合があります。
※いろいろな品種をお届
けします。        λ有機、無～
8割減／吉沢 重造、野原 
茂治、鳥次 耕市、他／埼
玉県、茨城県、千葉県、長
崎県、愛知県        じゃがいも            

 1039       少量500g   

268円    （税込289円）   毎週 9024      

 1040       800g   

358円    （税込387円）   毎週 9025      

 1041       徳用3kg   1,140円    （税込1,231円）                                                             

1039

 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。
    ※小さいもの、皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場合があります。        λ無／天恵グル
ープ、長崎有機農業研究会、いわき夏井ふぁーむ、他／愛知県、長崎県、福島県、千葉県     

1042        
      メークイン  

  800g   358円  （税込387円） 

イメージイメージ

夏に食べたい野菜カレー！ 夏に食べたい野菜カレー！ 
スパイシーな味わいで汗をかきましょうスパイシーな味わいで汗をかきましょう

カレーやシチュー作りに便利な3
種の常備野菜のセットです。暑い
夏にスパイシーなおいしさが食欲
をそそる、ホットなカレーを楽し
みましょう。

     ※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         

カレーにカレーに

1047              じゃが玉人参セット  
  計1kg   388円  （税込419円） 

毎週 9028
イメージイメージ

     ※一部小さめのものが
入る場合があります。
        λ有機、無～9割減／
やさい耕房伊勢崎、甘
楽町有機農業研究会、
かごしま有機、他／群馬
県、鹿児島県、長崎県、
兵庫県、和歌山県     

   玉ねぎ            
 1043       少量500g   

248円    （税込268円）   毎週 9026      

 1044       1kg   

388円    （税込419円）   毎週 9027      

 1045       徳用3kg   988円    （税込1,067円）                                                             

1043

             λ有機、無～7割減／王隠堂農園、甘楽町有
機農業研究会／和歌山県、群馬県     

1046              赤玉ねぎ  
  500g   288円  （税込311円）      ※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）。             

1048              もったいナイ・野菜セット  
  1セット(1～3品目)   上限 500円  （税込540円） 

イメージイメージ

             λ無／常総センター／茨城県     

1051              長芋（脱気パック）  
  250g   338円  （税込365円） 

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

1053              ねばトロ大和芋  
  500g   498円  （税込538円） 

             λ有機、無～8割減／深田 友章、藤川 春雄、
他／埼玉県、茨城県、鹿児島県     

   ごぼう            
 1054       少量150g    198円    （税込214円）      
 1055       300g    328円    （税込354円）                                                                               

1054

 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     

1056              名人が採る！ 野ぶき  
  300g   358円  （税込387円） 

             λ有機、無／三枝 晃男、いわみ地方有機野
菜の会、三里塚酵素の会、他／埼玉県、島根
県、千葉県、群馬県、茨城県、長野県、鹿児島
県、東京都、福島県、広島県     

1057    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、野菜くらぶ、今 
利一グループ、他／群馬県、北海道、長野県、
茨城県、島根県、千葉県、埼玉県、鹿児島県、
東京都、広島県     

1058    υυ             ほうれんそう  
  200g   278円  （税込300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     

1059    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     

1060    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   228円  （税込246円） 

             λ有機／寺岡有機／広島県     

1061    υυ             有機ベビーケール  
  20g   208円  （税込225円） 

1062    υυ            水菜  
  200g   218円  （税込235円） 

             λ有機、無／いわみ地方有機野菜の会、
さんぶ野菜ネットワーク、阪本 吉五郎・
啓一、他／島根県、千葉県、東京都、広島
県、群馬県、茨城県、福島県、鹿児島県     

             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     

1063    υυ             チンゲンサイ  
  200g   218円  （税込235円） 

   お届け時期注意６／２６（月）～７／２８（金）
の間に産地よりヤマト便（常温）で直送しま
す。お届け日のご指定はできません。          λ有機
／楽園の果実／沖縄県     

   達人・砂川さんの有機アップルマンゴー大玉            
 1026       1コ(約500g)    5,185円    （税込5,600円）      
 1027       2コ(約1kg)    8,889円    （税込9,600円）                                                                               

1026

 ピリッと辛い大根。暑い日に
は、マヨネーズで和えてサラ
ダにしたり、おろしポン酢で
さっぱりいただきましょう。 
   〔1049〕※上半分か下半分は選べま
せん。        λ有機、無～8割減／吉沢 重
造、くらぶち草の会、北軽井沢有機フ
ァミリー、他／埼玉県、群馬県、山梨
県、北海道、長野県、茨城県、鹿児島
県、千葉県、神奈川県、滋賀県、愛知県        大根            

 1049       1/2本   

168円    （税込181円）   毎週 9029      

 1050       1本   

238円    （税込257円）   毎週 9030                                                                               

1049

暑い日に、ピリッと辛い大根サラダを暑い日に、ピリッと辛い大根サラダを

イメージイメージ

6 126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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無茶々園の主な商品

ほっと
Story

産地の

無茶々園
（愛媛県西予市）

夏にうれしいたっぷりの果汁 潮風を受けた畑で育ちました

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

1065    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、戸沢村生産グループ／山形県、千葉県     

1066    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。                 

1067              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～7割減／飯塚 一実、常総センタ
ー／茨城県     

1068              長ねぎ  
  300g   238円  （税込257円） 

毎週 9034

             λ7割減／飯塚 一実／茨城県     

   ムキねぎ            
 1069       少量100g    187円    （税込202円）      
 1070       200g    268円    （税込289円）                                                                               

1069

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

1071              有機葉ねぎ  
  100g   208円  （税込225円）      ※島にんにくを代用してお届けする場合があ

ります。        λ有機、無／森野 竜市、かごしま有
機、十和田ニンニク生産組合、他／徳島県、鹿
児島県、青森県、長崎県、沖縄県     

1074              にんにく  
  200g   398円  （税込430円） 

             λ有機、無／つくば中根グループ、矢澤園
芸、ひさまつ農園、他／茨城県、埼玉県     

1076              青じそ  
  10枚   218円  （税込235円） 

             λ有機／矢澤園芸／茨城県     

1077              有機スイートバジル  
  15g   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～6割減／野菜くらぶ、北軽井沢
有機ファミリー、ベジタブルワークス、他／群
馬県、北海道、埼玉県、愛知県、神奈川県、静
岡県、茨城県、千葉県     

1078    υυ             ブロッコリー  
  1コ   338円  （税込365円） 

1079    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     

             λ有機、無～6割減／北軽井沢有機ファミ
リー、有坂 泰志、青野 勝、他／群馬県、長野
県、山梨県、千葉県、茨城県     

1080    υυ             レタス  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9035

 赤い葉先にβ-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無～5割減／北軽井沢有機ファミリー、くらぶ
ち草の会、有坂 泰志、他／群馬県、長野県、千葉県     

1081                サニーレタス  
  1コ   228円  （税込246円） 

             λ有機、無～5割減／北軽井沢有機ファミリ
ー、有坂 泰志、大西 一幸、他／群馬県、長野
県、茨城県、千葉県     

1082                グリーンリーフ  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ有機、無～7割減／北軽井沢有機ファミリ
ー、野原 茂治、堀田 信宏、他／群馬県、茨城
県、千葉県、神奈川県     

   キャベツ            
 1083    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037      

 1084       1コ   

288円    （税込311円）   毎週 9036                                                                               

1084

             λ有機、無～9割減／長崎有機農業研究会、
熊本セーフティベジフル、植村 隆昭グルー
プ、他／長崎県、熊本県、徳島県、北海道、新
潟県、山形県、香川県     

1085    υυ             グリーンアスパラガス  
  100g   318円  （税込343円） 

             λ有機／肥後あゆみの会、北海道有機農協、
当麻グリーンライフ／熊本県、北海道     

1086              有機トマト  
  800g   998円  （税込1,078円） 

             λ9～8割減／無茶々園、肥後あゆみの会、
ブレス、他／愛媛県、熊本県     

1023              河内晩柑  
  800g   528円  （税込570円）      ※島いんげんを代用でお届けする場合がありま

す。        λ有機、無～8割減／つくば中根グループ、
無茶々園、常総センター、他／茨城県、愛媛県、福
島県、群馬県、長崎県、鹿児島県、長野県、熊本県     

1109              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

イメージイメージ

真っ赤な実に蓄えたうまみを真っ赤な実に蓄えたうまみを
ぎゅっと詰め込んだドレッシングにぎゅっと詰め込んだドレッシングに

トマトを煮てピューレにし、すりお
ろし生姜に玉ねぎ、醤油、酢、オリ
ーブオイルを加えれば、自家製ド
レッシングのでき上がり。野菜や
肉、白身魚によく合います。お好み
でバジルを入れても。
             λ有機、無～5割減／福島わかば会、堀田 辰郎、
さんぶ野菜ネットワーク、他／福島県、茨城県、千
葉県、熊本県、埼玉県、群馬県、北海道、岩手県、秋
田県、徳島県、長崎県、高知県、沖縄県、愛知県     

   トマト            
 1087       400g   

488円    （税込527円）   毎週 9038      

 1088       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1087

イメージイメージ

 さわやかでマイルドな
辛みをお楽しみくださ
い。魚料理・肉料理の
アクセントにはもちろ
ん、生姜ごはんにも。
            λ有機、無／大地と自
然の恵み／高知県     

1073              新生姜  
  100g   338円  （税込365円） 

程よい酸味をきかせた甘酢漬けにして程よい酸味をきかせた甘酢漬けにして

イメージイメージ

 焼肉丼やスープ、炒
め物を風味豊かにし
てくれます。加熱する
ことで甘みが増し、主
役級のおいしさが楽
しめます。
            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     

1072    υυ             ニラ  
  100g   188円  （税込203円） 

濃い味付けにも負けない甘みを楽しんで濃い味付けにも負けない甘みを楽しんで

毎週 9033

 中華でおなじみの「空心菜」です。栄養豊富
な夏野菜。ごま油とにんにくで炒めると美味。
            λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク／千葉県     

1064              エンサイ  
  200g   208円  （税込225円） 

1075               赤じそ  
  300g   418円  （税込451円） 

     ※枝付き400g、または葉のみ300gでお届け
します。ご指定はできません。        λ有機、無／
福井 忠雄、王隠堂農園／埼玉県、奈良県、和
歌山県     

手作り手作り

設立から40年以上。
無茶々園はますます元気です！
無茶々園は、1974年に若手の農業後継者たちが、農薬を使わずに
伊予柑を栽培しようと集ったことがその発祥です。自主生産基準を
設け、生産者全員でできるだけ農薬を減らすことを実践し続けてき
ました。また、農業後継者たちがグループとして取り組み、地域のさ
まざまな農家を巻き込みながら、農林漁業経済の一つの顔として、
また村作りの役割として、地域に根付いた活動を行っています。

豊かな陽光とミネラルを含む潮風に育まれた自慢の作物
無茶々園がある西予市明浜町は、宇和海に面したリアス式海岸が特
徴。海から急激に立ち上がる急峻な山々の斜面に、石積みの段々畑
を作り、柑橘を栽培しています。降り注ぐ日光の他、海や石垣からの
照り返しもあり、水はけは抜群という恵まれた立地。海風が運ぶミ
ネラル分も柑橘の味わいに寄与しているといわれています。今、無
茶々園では「河内晩柑」や「いんげん」の収穫の真っ盛りです。ぜひ、
お試しください。 農産担当：結城 修

孝
こう

野
の

秀樹さん（写真上）
大
おおなか

中政美さん（写真下）

7126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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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。

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。 

7月を迎えると夏の果物が続々登場
します。桃やプラムは毎週のように
違う品種が収穫され、デラウエア（ぶ
どう）もスタート。沖縄ではパイナッ
プルや国産バナナの収穫が続いて
います。8月には梨も始まりますの
で、どんな果物が届くか楽しみに
お待ちください。

産地
だ よ り 【材料（2人分）】

きゅうり …………………2本
鶏ムネ肉 ……………… 60g
酒……………………… 15cc
マスタード …………… 10g

きゅうりと鶏ムネ肉の辛子和えベジタレシピ

で和え、器に盛り付ける。【作り方】
❶ きゅうりは縦半分に切っ
て種を除き、斜め切りに
して3％の塩水に浸ける。
❷ 鶏ムネ肉は酒を振りかけ
てレンジに2分ほどかけ、
冷めたら粗くほぐす。

❸ ボウルに水気を絞った①
と②を合わせてマスタード

レシピ提供：堀 知佐子さん

農産担当：市川 泰仙

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！

イメージイメージ

髙橋 弘先生
麻布医院院長、医学博士。
ハーバード大学医学部内
科元准教授。『ハーバー
ド大学式命の野菜スープ』
（宝島社）他、著書多数。

                      

             λ無／おきたま興農舎／山形県     

1113              おきたまのタカノツメ（赤唐辛子）  
  10本以上   238円  （税込257円）              λ有機、無～9割減／岡村グループ、藤村 和

正、三枝 晃男、他／埼玉県、東京都、茨城県
    θ大豆 

1108    υυ             枝豆  
  200g   368円  （税込397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

              
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 2107

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 2106

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 2105

イメージイメージ

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 1010

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 1007

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 1008
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 1011

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9006 1012

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9003 1009

λ
正
θ

枝豆のアーリオオーリオ
最近人気のアーリオオーリオで、枝豆
の新しいおいしさを味わってはいか
がでしょう。オリーブオイルとにんに
く、タカノツメを弱火にかけて、香りが
出たらゆでた枝豆を入れて軽く炒め
ます。お好みで、レモン果汁もどうぞ。

枝豆には貧血の予防に有効な葉酸が
豊富に含まれています。成人（18～49
歳）の葉酸推奨量は240μg／日ですが、
100gのゆで枝豆には260μgの葉酸が
含まれ、これは1日の推奨量以上になり
ます。枝豆が成長すると「畑の肉」と呼
ばれる大豆になりますが、枝豆には大豆

と同様に、たんぱく質、ビタミンB1やビタ
ミンB2、カルシウム、鉄、食物繊維がたく
さん含まれています。また、大豆にはほと
んど含まれない、ビタミンＣやβ-カロテ
ンも枝豆には含まれています。

葉酸を摂るために枝豆を

8 126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。

                      

     ※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、堀田 辰郎、さんぶ野菜ネットワーク、
他／福島県、茨城県、千葉県、熊本県、埼玉県、群馬県、北海
道、岩手県、秋田県、徳島県、長崎県、高知県、沖縄県、愛知県     

1089              トマト  
  徳用3.4kg箱   2,890円  （税込3,121円） 

イメージイメージ

ピリッとしびれる、くせになる！ピリッとしびれる、くせになる！
ごま油で炒め、風味よく仕上げてごま油で炒め、風味よく仕上げて

さまざまなメニューに活躍する夏
野菜、なす。この季節は、みんな大
好き定番中華・麻婆なすにしてみ
ては。ピリッと辛いあんを、やわら
かななすにたっぷり絡めてお召し
上がりください。
     ※九州地方・沖縄県産の長なすをお届けする場合が
あります。        λ有機、無～9割減／瀬山 明グループ、
つくば中根グループ、つくばの風、他／埼玉県、茨城
県、千葉県、福岡県、沖縄県、高知県、福島県、山梨県     

1100              なす  
  300g   368円  （税込397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、堀田 辰郎、さんぶ
野菜ネットワーク、他／福島県、茨城県、千葉県、熊本県、埼玉県、群馬
県、北海道、岩手県、秋田県、徳島県、長崎県、高知県、沖縄県、愛知県     

1090              もったいナイ・キズありトマト  
  800g   698円  （税込754円） 

1091             有機ミニトマト  
  200g   388円  （税込419円） 

     ※丸い品種か細長い品種のどちらかをお届け
します。        λ有機／山蔵農園、農事組合法人 丸
和、ユニオンファーム、他／岐阜県、千葉県、茨
城県、宮城県、北海道、高知県、福島県、福岡県     

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

1092              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／農事組合法人 丸和、福島わかば会、さんぶ野菜ネッ
トワーク、他／千葉県、福島県、茨城県、徳島県、高知県、宮
城県、長崎県、北海道、岐阜県、山形県、長野県、沖縄県     

   ミニトマト（丸型他）            
 1093       少量120g    240円    （税込259円）      
 1094       200g    
368円    （税込397円）   毎週 9039                                                                               

1093

イメージイメージ

 ほろ苦い季節の味、ピー
マンをきんぴら風に炒め
れば、ごはんがすすむ逸
品に。じゃこを加えればさ
らにおいしさアップです。
            λ有機、無～8割減／
真南風の会、さんぶ野
菜ネットワーク、農事組
合法人 丸和、他／沖縄
県、千葉県、熊本県、宮
崎県、茨城県、岩手県     

1101              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

肉とささっと炒めて、ボリューム丼に肉とささっと炒めて、ボリューム丼に

                      

             λ有機、無～8割減／高生連、くらぶち草の
会、山蔵農園、他／徳島県、群馬県、岐阜県     

1095              ミディトマト  
  300g   438円  （税込473円） 

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

1099    υυ             四
すうよう

葉きゅうり  
  400g   340円  （税込367円） 

     ※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／土佐百、真南風の
会、高生連／高知県、沖縄県     

1102              パプリカ  
  150g   438円  （税込473円） 

イメージイメージ

冷えたビールのおともはこれに決まり！冷えたビールのおともはこれに決まり！
季節の恵みを塩ゆでで満喫して季節の恵みを塩ゆでで満喫して

夏に欠かせない、冷えたビールに
“ほくほく枝豆”。多めの塩を加えた
熱湯（お湯1Lに対し、塩大さじ1強
の割合）でゆでて、枝豆の甘みと、
程よい塩気を満喫してください。

             λ有機、無～9割減／岡村グループ、藤村 和
正、三枝 晃男、他／埼玉県、東京都、茨城県
    θ大豆 

1108    υυ             枝豆  
  200g   368円  （税込397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、かごしま有機／千葉県、鹿児島県     

1103              ししとう  
  100g   218円  （税込235円） 

イメージイメージ

パリッとした歯ごたえがやみつきに。パリッとした歯ごたえがやみつきに。
切れ目を入れると、味がよくしみます切れ目を入れると、味がよくしみます

みずみずしいきゅうりは、細かく
切れ目を入れ、酢、醤油、ラー油と
一緒に漬け込んで。軽快な歯ざわ
りとピリ辛味がやみつきになる一
皿です。仕込んでおけば、盛り付
けるだけで食べられます。
     ※四葉きゅうりをお届けする場合があります。
        λ有機、無～8割減／福島わかば会、阿部 豊、
当麻グリーンライフ、他／福島県、茨城県、北海
道、長野県、群馬県、鹿児島県、宮崎県、高知県     

   きゅうり            
 1096    υυ      少量180g    240円    （税込259円）      
 1097    υυ      300g    
315円    （税込340円）   毎週 9040     

 1098    υυ      500g    425円    （税込459円）                                                             

1096

イメージイメージ

ぷっくりとふくらんだ粒の中にぷっくりとふくらんだ粒の中に
はちきれんばかりの甘みがぎっしりはちきれんばかりの甘みがぎっしり

一粒一粒にしっかり甘みが詰ま
った、旬のとうもろこし。口の中で
ぷちぷち弾ける食感がたまりませ
ん。まずはシンプルにゆでて、とう
もろこしそのものの味わいを満喫
してください。 
    ※虫害の広がりを防ぐため先端をカットしたり、実入
りを確認するため、皮をむいてお届けする場合があり
ます。        λ有機、無～8割減／黒沢グループ、天恵グル
ープ、大和田 忠、他／埼玉県、愛知県、茨城県、千葉県     

   とうもろこし            
 1104    υυ      1本    268円    （税込289円）      
 1105    υυ      3本    658円    （税込711円）                                                                               

1104

1014        
      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

1013        
      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

1015        
      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

     〔1106〕※サイズは500g～900g・価格は370円～
667円（税込）の間でお届け。〔1107〕※サイズは1kg
～1.5kg・価格は705円～1,058円（税込）の間でお
届け。サイズのご指定はできません。        λ有機、無～8
割減／長崎有機農業研究会、かごしま有機、澤島 一
弘、他／長崎県、鹿児島県、静岡県、茨城県、千葉県     

   かぼちゃ            
 1106       カット(1/4コ以上)    618円    （税込667円）      
 1107       まるごと1コ    980円    （税込1,058円）                                                                               

1106

北海道や甲信越、愛知より
西の産地からお届け

希少な有機栽培の
野菜のみに限定

食べることが産地の
応援につながります

イメージ

イメージ

イメージ

おしゃれなデリ風サラダを簡単に。おしゃれなデリ風サラダを簡単に。
ほっくりとした食感に心も和みますほっくりとした食感に心も和みます

イメージイメージ

電子レンジでやわらかくしたかぼ
ちゃを、クリームチーズにマヨネー
ズ、塩・こしょうと一緒に和えて。か
ぼちゃの甘みにクリームチーズの
風味がマッチした、おしゃれなデリ
風サラダの完成です。

9126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

                      

     ※島いんげんを代用でお届けする場合があり
ます。        λ有機、無～8割減／つくば中根グル
ープ、無茶々園、常総センター、他／茨城県、
愛媛県、福島県、群馬県、長崎県、鹿児島県、
長野県、熊本県     

1109              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

             λ有機、無／二本松有機農業研究会、佐久ゆ
うきの会、王隠堂農園、他／福島県、長野県、
奈良県、鹿児島県、茨城県     

1110    υυ             スナップえんどう  
  100g   328円  （税込354円） 

             λ有機、無～8割減／真南風の会、沖縄畑人
村、かごしま有機、他／沖縄県、鹿児島県、埼
玉県、千葉県     

1112              にがうり（ゴーヤ）  
  1本   348円  （税込376円） 

イメージイメージ

 人気の夏野菜です。
炒めたり、スープにし
たり、ラタトゥイユや
サラダに。
    ※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／くらぶ
ち草の会、佐久ゆうきの
会、北軽井沢有機ファミ
リー、他／群馬県、長野
県、千葉県、北海道、鹿
児島県、埼玉県、山梨県     

1111              ズッキーニ  
  1本   198円  （税込214円） 

好相性のオリーブオイルでアヒージョに好相性のオリーブオイルでアヒージョに

             λ無／おきたま興農舎／山形県     

1113              おきたまのタカノツメ（赤唐辛子）  
  10本以上   238円  （税込257円） 

1075               赤じそ  
  300g   418円  （税込451円） 

     ※枝付き400g、または葉のみ300gでお届け
します。ご指定はできません。        λ有機、無／
福井 忠雄、王隠堂農園／埼玉県、奈良県、和
歌山県     

手作り手作り

1599    
  $$   特撰 まろやか純りんご酢 青森育ち         

あわせてどうぞ

1114    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1115    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     緑豆もやし（有機栽培種子使用）  

  200g   81円  （税込87円） 

毎週 9041

1116    υυ   NN 7/10お届け週7/10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。そのまま素揚げし、
塩を振って簡単おつまみにしても。            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     

1117    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   308円  （税込333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     

1118    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   338円  （税込365円） 

毎週 9043

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

1119    υυ             なめこ  
  120g   218円  （税込235円） 

毎週 9044

 清流最上川支流域の鮭川村で栽培。広
葉樹の国産おがくずの培地で、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     

1120    υυ             洗いなめこ  
  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9045

イメージイメージ

 おいしいだしが出て、
鍋や煮物、味噌汁の
味をグンとアップさせ
ます。傘の部分だけ
でなく白い部分も味
わいたっぷり。
    ※白まいたけをお届け
する場合があります。
        λ無／風の市場、マッシ
ュハウス最上／群馬県、
山形県     

1121    υυ             まいたけ  
  100g   208円  （税込225円） 

味付けは黒酢でさっぱり仕上げて味付けは黒酢でさっぱり仕上げて

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     

1122    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     

1123    υυ             ひらたけ  
  100g   186円  （税込201円） 

             λ無／栗の木農園、秋田ふるさと農協／長
野県、秋田県     

1124    υυ             ぶなしめじ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9048

             λ有機／きのこ屋／長崎県     

1125    υυ             有機生きくらげ  
  100g   358円  （税込387円） 

             λ無／キノコ村／長野県     

1126    υυ             エリンギ（きのこ）  
  100g   223円  （税込241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     

1127    υυ             ブラウンマッシュルーム  
  100g   258円  （税込279円） 

     ※笠が変形したり、大きさの不ぞろいなもの
を、お得な価格でお届けします。        λ無／舟形
マッシュルーム／山形県     

1128    υυ             もったいナイ・ふぞろいマッシュルーム  
  150g   218円  （税込235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     

1129    υυ             お楽しみ3種の香り・きのこ倶楽部  
  1セット(120g)   388円  （税込419円） 

イメージイメージ

2001    υυ     
     西の有機ベビーリーフ  

  40g   258円  （税込279円） 
             λ有機／寺岡有機、大地と自然の恵み／広島県、高知県     

2002      
     西の葉ねぎ（青ねぎ）  
  100g   228円  （税込246円） 

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

2003    υυ     
     高知のニラ  
  100g   218円  （税込235円） 
             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連／高知県     

2008    υυ     
     やなぎまつたけ  

  100g   248円  （税込268円） 
             λ無／菌興椎茸協同組合／鳥取県     

2009    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ホワイト）  
  1コ(直径9cm～10cm)   468円  （税込505円） 
             λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

限定 100

2004      
     行者菜  

  100g   188円  （税込203円） 
             λ無／おきたま興農舎／山形県     

2006      
     グリーンボール  

  1コ   248円  （税込268円） 
             λ無／くらぶち草の会、青野 勝／群馬県、長野県     

2007      
     オクラ  

  100g   288円  （税込311円） 
     ※「島オクラ」を代用でお届けする場合があります。        λ有機、無～7割減／西川 卓治、
島添 由太郎、ケレスファーム、他／沖縄県、福岡県、高知県、埼玉県、茨城県、鹿児島県     

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 

2011        
     高原の花豆  
  250g   739円  （税込798円） 

             λ無／北軽井沢有機ファミリー、他／群馬県、長野県     

赤
じ
そ
ジ
ュ
ー
ス

すっきりとさわやかな甘みがすっきりとさわやかな甘みが
暑い日ののどを潤します暑い日ののどを潤します

作り方
①赤じその葉をよく洗って水気を切る。
②鍋に水2Lを沸騰させ、①を入れて
10分程度煮出す。
③赤じその葉を取り出して煮汁を別
の鍋に漉し、りんご酢を加えて混ぜ、
砂糖も入れて煮溶かす。
④ガラスびんに移し、粗熱を取り、冷
蔵庫で保存する。
※水や炭酸水で好みの濃さに薄めてどうぞ。

材料（約2L分）
赤じその葉 ····························300g
りんご酢 ······························ 500cc
砂糖 ····························200～400g
※酢を使うので、アルミの鍋は避けること。

10 126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） 1130 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,270円（税込2,452円） 1157 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,300円（税込2,484円） 1158 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,100円（税込2,268円） 1159 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） 1131 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1132 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1133 毎週 9281 隔週 9282 ¼  週 9283

有機宮城ササニシキ 
λ有機／蕪栗米生産組合、他／
宮城県

白 米

5kg

3,300円（税込3,564円） 1134 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,340円（税込3,607円） 1135 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 3,020円（税込3,262円） 1136 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／おきたま興農舎、他／
山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1140 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1141 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1142 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／清水 光男、他／
滋賀県、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

  無洗米 

5kg

3,660円（税込3,953円） 1137 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,680円（税込3,974円） 1138 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1139 毎週 9218 隔週 9219 ¼  週 9220

減
農
薬

新潟コシヒカリ  
λ8割減／オブネット&イケメン会、
他／新潟県

白 米
1.5kg 860円    （税込929円） 1143 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1144 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1145 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） 1146 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,790円（税込3,013円） 1147 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,590円（税込2,797円） 1148 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） 1149 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1150 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1151 毎週 9257 隔週 9258 ¼  週 9259

北海道ななつぼし 
λ9～7割減／当麻グリーンライフ、
他／北海道

白 米
1.5kg 850円    （税込918円） 1152 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1153 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1154 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1155 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1156 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            
 1162     白米 5kg    3,450円    （税込3,726円）          

 1163     七分 5kg    3,450円    （税込3,726円）          

 1164     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、きれいな水
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            
 1165     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          
 1166     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。    〔1166〕※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／北斗会、他／北海道     

   有機加賀ふゆみず田んぼコシヒカリ            
 1160    無洗米    白米 2kg    1,550円    （税込1,674円）          

 1161      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、橋詰さんの米をお届けします。            λ有機／橋詰 善庸
／石川県     

   有機北海道ゆめぴりか            
 1167     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          
 1168     七分 5kg    3,600円    （税込3,888円）                                                                                                   
 やや強めの粘り、豊かな甘みとうまみで人気の「ゆめぴり
か」。「ぴりか」はアイヌ語の「美しい」の意味。見ためもき
れいです。            λ有機／当麻グリーンライフ、他／北海道     

   島根コシヒカリ            
 1169    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）          

 1170     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1171     玄米 5kg    2,480円    （税込2,678円）                                                                             
 雄大な自然が広がる山間地。田んぼの上方には人家もなく、きれいな水
で米作りをしています。            λ8～5割減／森の里工房生産組合／島根県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1172     白米 2kg    1,400円    （税込1,512円）          
 1173     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     

   やまろくコシヒカリ            
 1177     白米 5kg    2,380円    （税込2,570円）          

 1178     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     

   庄内つや姫            
 1179     白米 5kg    2,787円    （税込3,010円）          
 1180     玄米 5kg    2,565円    （税込2,770円）                                                                                                   
 米どころ庄内平野から、甘み、うまみ、粘りがしっかりし
た、つややかな「つや姫」をお届けします。            λ8割減／庄
内協同ファーム／山形県     

   もったいナイ・米（栽培期間中農薬不使用）            
 1174     白米 5kg    2,980円    （税込3,218円）          
 1175     七分または 胚芽米  5kg    2,980円    （税込3,218円）          
 1176     玄米 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                             
 精米の時に出る余剰米をお得な価格でお届けします。産地や品種は選
べません。    ※袋詰日から1週間程度たっているものをお届けする場合が
あります。※ブレンド米でお届けの場合もあります。その場合は品種、
産地が記載なしとなります。        λ有機、無／大地を守る会の生産者     

   青森あきたこまち            
 1181    無洗米    白米 5kg    2,530円    （税込2,732円）          

 1182      胚芽米  5kg    2,580円    （税込2,786円）                                                                                                   
 やや小粒ですが、コシヒカリの血を受け継ぎとてもおい
しい米です。十分に水に浸して、多めの水で炊くのがこ
つです。            λ9～8割減／新農業研究会／青森県     

   ミルキークイーン            
 1183     白米 5kg    2,580円    （税込2,786円）          
 1184     七分 5kg    2,580円    （税込2,786円）          
 1185     玄米 5kg    2,380円    （税込2,570円）                                                                             
 低アミロース米のミルキークイーン。粘りの強さが特徴
です。冷めても「モチモチ感」が続くのでお弁当用に最適
です。            λ8割減／ライスネット仙台／宮城県     

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

 1187     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                                                   
 やや強めの粘り、豊かな甘みとうまみで人気の「ゆめぴり
か」。「ぴりか」はアイヌ語の「美しい」の意味。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     

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

11126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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あそ有機農園の皆さん

の産地

ほっと
Story
あそ有機農園
（熊本県阿蘇市）

合鴨農法を中心に、有機
稲作に取り組んでいます

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

とにかくおいしくて満足で
す！ 冷凍庫にあると、フ

ルーツを買い忘れたときにも安
心。朝、ヨーグルトに入れる他、
バニラアイスクリームのトッピン
グとしても重宝しています。オー
ガニックとしてはお値段にもお得
感があります。

（まさこさん）

雑穀類
豆類

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない原料を使用

国産契約栽培を優先

海外産の場合は
オーガニックを使用

                      

 西の横綱「滋賀羽二重」は、
粘りが強くきめ細かく、伸び
が良いのが特徴です。    ※予
定品種：滋賀羽二重、他。
        λ有機／清水 光男、他／滋
賀県、秋田県、新潟県     

イメージイメージ

   有機もち米            
 1188       白米 2kg   
 1,530円    （税込1,652円）      
 1189       玄米 2kg   
 1,380円    （税込1,490円）                                                                               

もちもちのおこわにもしても美味もちもちのおこわにもしても美味

限定 500

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

1190    NN 7/10お届け週7/10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） イメージイメージ

1191   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

 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。    ※同時
配布チラシをご覧ください。  ■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種の穀物で栄養バランスアップ12種の穀物で栄養バランスアップ

             λ有機／あそ有機農園、他／熊本県、茨城県     

   有機ミルキークイーン            
 1162         白米 5kg    3,450円    （税込3,726円）      
 1163         七分 5kg    3,450円    （税込3,726円）      
 1164         玄米 5kg    3,200円    （税込3,456円）                                                              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    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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

イメージイメージ

1193        
     熊本ゆのまえ産もち麦  

  350g   1,100円  （税込1,188円） 

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

限定 500

話題の水溶性食物繊維を手軽に摂取話題の水溶性食物繊維を手軽に摂取

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 7/3お届け週7/3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

パパッと
簡単！
パパッと

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1196    ττ   NN 7/10お届け週7/10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

1197    ττ   NN 7/10お届け週7/10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）     

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

1198    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大豆の水煮  

  150g   359円  （税込388円） 

 新潟県産の大豆・青大
豆、北海道産の金時
豆・白いんげんをミッ
クス。冷蔵品なのでサ
ッと使えます。            λかじ
かわ農場食品（新潟県
新発田市）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1199    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     4種のミックスビーンズの水煮  

  150g   228円  （税込246円） 

限定 1000

 契約農家が育てたた
けのこの、やわらか
な穂先部分の水煮。
pH調整剤は不使用
です。    ※次回、値上げ
します。        λ大一食品
工業（福岡県八女市）
  δお届け後30日保証   

1200        
     和筍（たけのこ水煮・穂先カット）  

  150g   436円  （税込471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   

1201    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     きざみ たけのこ水煮  

  120g   303円  （税込327円） 

1203    ττ   NN 7/3お届け週7/3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）     

1204    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     オーガニックミックスベリー（冷凍）  

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

1202    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     オーガニックブルーベリー（冷凍）  

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

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

1205    υυ   NN 7/10お届け週7/10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

肉を加えて炒めるだけで、一品完成肉を加えて炒めるだけで、一品完成

イメージイメージ

1206    υυ   NN 7/10お届け週7/10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

具材をプラスしてアレンジしても具材をプラスしてアレンジしても

イメージイメージ

世界農業遺産（GIAHS）から、
子どもにも大人気の品種をお届け
世界的に重要な農林水産業システムとして
認定される世界農業遺産（世界では16カ国
37地域、日本では8地域が認定）に登録されている阿蘇の農業。生
物多様性の保護、地域資源の循環、地域文化が守られていることな
どが評価されています。この地で米の栽培に取り組むあそ有機農園
は、地域の環境や食の安全を守るため、農薬に頼らず、合鴨を使っ
た米作りを実践。また、至る所で湧き出る豊富な湧水など、米を育
てる上で最適な環境のなかで育てています。お届けするミルキーク
イーンは、粘りの強さと甘みがあり、子どもにも大人気の品種です。

おいしくて大満足！おいしくて大満足！
価格も手ごろに感じます価格も手ごろに感じます

12 126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

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

風味豊かでとてもおいし
いです。ブロックなので

厚切りにして、スープやパスタや
炒め物に、食べごたえ十分！ 取
り扱いがあるときは必ず購入し
ています。

（なのはなさん）

必ず買ってしまうほど美味。必ず買ってしまうほど美味。
風味豊かで食べごたえも◎風味豊かで食べごたえも◎

イメージイメージ

 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   

1213    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     皮なしベビーウインナー  

  120g   336円  （税込363円） 

毎週 9062

新商品

1005    ττ       
     徳島の阿波美豚 規格外ハム（クッキングハム）  

  100g   390円  （税込421円） 

         ■原材料／豚肉（徳
島県産）、食塩、砂
糖、香辛料    λウイ
ンナークラブ（徳島
県石井町）     

限定 1500

大きさが違うぶん、お得な価格です大きさが違うぶん、お得な価格です
ウインナークラブが、石井養豚セン
ターのオリジナル品種「阿波美豚」     を原
料にしたロースハムスライスを製造す
る際にできる、規格外品を商品にしま
した。通常品と味は変わらず、お得な
価格になっています。

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

                      

 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   

1212    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1207    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

新商品

1006    ττ       
     豚ロース肉・こくうま醤油たれ漬け  

  210g   850円  （税込918円） 

         ■原材料／豚肉、醤油、
発酵調味料、砂糖、玉
ねぎ、にんにく、生姜   約
3mm厚  λミートコンパ
ニオン（神奈川県相模
原市）    θ小麦・大豆 

焼くだけでメインおかずが完成！焼くだけでメインおかずが完成！
仙台黒豚会の豚肉を使用し、こく深い
醤油ダレで味付けしました。フライパ
ンで焼くだけの簡単調理で、メインお
かずが完成。あつあつのごはんにのせ
て豚丼にする他、野菜と一緒に炒めて
も。毎日のお弁当作りにも活躍します。

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

1208    υυ       
     ベーコンスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   453円  （税込489円） 

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

1210    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 

1211    υυ       
     ロースハムスライス（ファイン）  

  70g   474円  （税込512円） 
 本場ドイツの香辛料を含んだ調味液に3
日間漬け込み、じっくりスモークして、薫
り高く仕上げました。            λファイン（山形県
高畠町）  δお届け後7日保証   

 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   

1214    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 

カレーにカレーに

 手で塩や香辛料をすり
込んで長期熟成させ、じ
っくりとスモーク。すっ
と溶ける脂が上品です。
            λファイン（山形県高畠
町）  δお届け後7日保証   

1209    υυ       
     ベーコンブロック（ファイン）  

  200g   914円  （税込987円） 
 地元・山形県産の新鮮な豚肉をていねい
に成形し、ジューシーな粗挽きの肉を練
り込みました。            λファイン（山形県高畠
町）  δお届け後7日保証   

1215    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     あらびきソーセージ（ファイン）  

  110g   474円  （税込512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   

1216    υυ   NN 7/3お届け週7/3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   

1217    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

 豚肉のうまみがしっかり味わえる直径５
cmの太めサイズ。お好みの厚さにスライ
スしてどうぞ。            λ中津ミート（神奈川県
愛川町）  δお届け後3日保証   

1218    υυ   NN 7/17お届け週7/17お届け週    
     ポークソーセージ（中津）  

  180g   570円  （税込616円） 
 海の精の粗塩、和三盆糖とシンプルな香辛
料のみで味付け。結着剤などの食品添加物
を使わず、肉のうまみを生かしました。            λフ
ァーマーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1219    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     北海道放牧豚ポークウインナー  

  100g   398円  （税込430円） 

カレーにカレーに

イメージイメージ

1220    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） 

 北海道産で育った放
牧豚が原料。歯ごた
えが良く、ジューシー
な粗挽きタイプ。結着
剤などの添加物不使
用。            λファーマーズフ
ァクトリー（北海道恵
庭市）     

カレーにカレーに 歯ごたえの良い、粗挽きタイプ歯ごたえの良い、粗挽きタイプ

 形は不ぞろいですが、味、品質は正規品
と同じ。いろいろな種類のウインナーが
混ざっています。            λ中津ミート（神奈川
県愛川町）    θ小麦・大豆 

1221    ττ       
     ウインナー規格外品セット（中津）  

  200g   560円  （税込605円） 

限定 1000

カレーにカレーに

イメージイメージ

1222    υυ       
     チャーシュースライス（益子）  

  100g   514円  （税込555円） 

 仙台黒豚会の豚肉を
特製の醤油ダレで2
時間じっくり煮込み、
表面をローストしま
した。            λ益子手づく
りハム工房（栃木県
益子町）  δお届け後6
日保証  θ小麦・大豆 

火を使わずに出せる夏のお助け品火を使わずに出せる夏のお助け品

イメージイメージ

1223    ττ   NN 7/10お届け週7/10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

1224    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   

1226    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍とりあえずの豚肉セット  
  100g×3パック   646円  （税込698円） 

 人気の豚肉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   イメージイメージ

1225    ττ   NN 7/3お届け週7/3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）     

毎日の献立に活躍する5種の部位毎日の献立に活躍する5種の部位

1227    ττ   NN 7/10お届け週7/10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 

1228    ττ       
     モツスタミナ焼（味噌味）  

  200g   452円  （税込488円） 
 非遺伝子組み換え飼料を与えて育てた豚のモ
ツを使用。やわらかでくさみもなく、特製の味噌
ダレが味を引き立てます。            λ中津ミート（神奈川
県愛川町）  δお届け後60日保証  θ落花生・大豆 

イメージイメージ

イメージイメージ

セットもの・簡単調理

13126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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鶏モモ肉の皮目を下に
して約7分、裏返して約
3分焼いたら、だし、醤
油、酢各100ccとタカノ
ツメ2本を加えたタレに
漬け込み、一晩置けば
でき上がり。（レシピ提
供：井上 穹子さん）

南蛮漬け

塩麹は、肉のうまみを
一層引き出し、やわらか
な食感に仕上げてくれ
る発酵食品。塩麹に肉
を漬けて数時間置いた
ら、洗い流さずにその
まま焼いてください。

塩麹漬け

豚肉の水気をふき取り、塩大さじ2
をすり込んでラップにくるみ、冷蔵
庫へ。1日1回取り出し、ドリップを
ふき取って、新しいラップにくるみ
ます。3日目になれば食べごろです。
食べる分だけカットして、表面の塩
を洗い流してからフライパンで焼い
たり、ゆでたりしてどうぞ。

塩豚

                      

1262    υυ   NN 7/17お届け週    
     豚カタロースブロック  
  400g   1,160円  （税込1,253円） 

 程よく脂が混ざりやわらか。煮豚やゆで豚がおすすめ。            λ仙台黒
豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1261    υυ   NN 7/10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   

1271    ττбб   NN 7/3お届け週    
     鶏モモ肉（まほろば）  

  250g   589円  （税込636円） 

                          λλまほろばライブファまほろばライブファ
ーム（山形県高畠町）     ーム（山形県高畠町）     毎週 9058

1277    ττ   NN 7/10お届け週    
     鶏モモ肉（秋川）200g  

  200g   498円  （税込538円） 

                          λλ秋川牧園（山口県秋川牧園（山口県
山口市）     山口市）     

1275    ττ   NN 7/10お届け週    
     うまか赤鶏ムネ肉  

  200g   498円  （税込538円） 

                          λλ九州赤鶏の会（大九州赤鶏の会（大
分県日田市他）分県日田市他）          

1278    ττ       
     徳用鶏ムネ肉500g（秋川）  

  500g   816円  （税込881円） 

          ※量目を合わせるた※量目を合わせるた
め、切身が入る場合がめ、切身が入る場合が
あります。あります。                λλ秋川牧園秋川牧園
（山口県山口市）     （山口県山口市）     

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

                      

1229    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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   

1230    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍短角牛切落し  

  150g   1,202円  （税込1,298円） 
 モモ・ウデ・バラ肉などの切り落としをミッ
クス。やや厚みがあるので、炒め物や煮物
にも。          約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会
（岩手県久慈市）  δお届け後60日保証   

1231    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

カレーにカレーに

1232    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1233    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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   

1234    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1235    υυ   NN 7/3お届け週7/3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   

1236    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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   

1237    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1238    υυ   NN 7/3お届け週7/3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   

カレーにカレーに

イメージイメージ

1239    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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   

カレーにカレーに おろしぽん酢でさっぱりメニューにおろしぽん酢でさっぱりメニューに

1240    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1242    ττ       
     未来とかち牛挽肉・バラ凍結  

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

イメージイメージ

1241    ττ   NN 7/17お届け週7/17お届け週    
     冷凍阿蘇あか牛サイコロステーキ  

  160g   1,750円  （税込1,890円） 

 モモやカタロースなど、
やわらかな部位を食べ
やすくカット。赤身のおい
しさをご堪能ください。
牛脂付。          20～25mm角
  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   

あか牛の滋味をご堪能くださいあか牛の滋味をご堪能ください

1243    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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

イメージイメージ

1244    υυ   NN 7/10お届け週7/10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角牛
とこくのある仙台黒豚会の
豚肉を1：1でブレンド。おも
てなし料理にもどうぞ。          直
径約3mm  λ山形村短角牛
肥育部会・仙台黒豚会（岩
手県久慈市・宮城県大崎市
他）  εお届け後2日保証   

たっぷり使えるうれしい300gたっぷり使えるうれしい300g

イメージイメージ

イメージイメージ

1262 イメージイメージ

梅雨で外出しづらい季節がやってきました。おうちで過ごす時間が長い日は、ゆっくり食事の準備をしてみ
ませんか？ 寝かせるひと手間をかければ、おいしい漬込肉ができ上がります。

しっとり、やわらか、しっとり、やわらか、漬込肉漬込肉
時間をかけて作り上げるおいしさ

14 126号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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 山形村短角牛と仙台
黒豚会の豚肉を1：
1でブレンド。チャッ
ク付き袋入り。          直径
約3mm  λ山形村短
角牛肥育部会・仙台
黒豚会（岩手県久慈
市・宮城県大崎市他）
  δお届け後60日保証   

1245    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   1,017円  （税込1,098円） 

豚肉

病気治療目的以外の
薬物投与は原則禁止

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

1246    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚バラスライス  

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

毎週 9054

1247    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   

1248    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚カタローススライス  

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

1249    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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   

カレーにカレーに

1250    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   

1251    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚ローススライス  

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

1252    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1253    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   

イメージイメージ

1254    ττ   NN 7/10お届け週7/10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   

ふっくらボリュームのある生姜焼きにしてふっくらボリュームのある生姜焼きにして

1255    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     豚ロースしょうが焼用（200g）  

  200g   600円  （税込648円） 
 程よく脂身がのってやわらかなロースで
生姜焼きはいかが？           約5mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2
日保証   

1256    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（2枚）  

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

1257    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（3枚）  

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

1258    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚ヒレひとくちカツ用  

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

限定 400

1259    ττ       
     冷凍徳用豚しゃぶしゃぶ用  

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

1260    ττ       
     冷凍豚バラしゃぶしゃぶ用  

  200g   560円  （税込605円） 
 脂が多め。しゃぶしゃぶの他、野菜を巻い
て焼いてもおいしい。          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   

1263    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   

1264    ττ   NN 7/3お届け週7/3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
モ肉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   

1265    ττ       
     北海道放牧豚切り落とし・バラ凍結  

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

1266    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚小間切  

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

毎週 9056

1267    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍少量パックセット豚小間  
  100g×4パック   907円  （税込980円） 

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

1268    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豚挽肉  

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

毎週 9057

1269    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

イメージイメージ

1270    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

 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   

お代わりしたくなるピリ辛マーボー丼にお代わりしたくなるピリ辛マーボー丼に 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

                      

1272    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     鶏ムネ肉（まほろば）  

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

カレーにカレーに

1273    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

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

1274    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     鶏砂肝（まほろば）  

  300g   316円  （税込341円） 
 コリコリした独特の歯ごたえが美味。焼
き鳥の他、炒めても。            λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

1276    ττ       
     うまか赤鶏手羽元  

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

1279    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）     

カレーにカレーに

 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）     

1280    ττ       
     鶏粗挽肉・バラ凍結（まほろば）  

  300g   662円  （税込715円） 

1281    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）     

15126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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大地の大地の

新商品

イメージイメージ

         ■原材料／アジ■漁場／新潟県    λまえ
た（新潟県新潟市）  ［生食可］   

1004    ττ       
     お徳用 新潟県産お刺身あじ  
  100g×2パック   857円  （税込926円） 

 宮城県の三陸・金華山沖で漁獲された脂のりの良い金
華サバを、一汐（軽く振り塩）加工して切身にしました。
        ■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   

1299    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     金華さば一汐切身  

  180g(4切)   380円  （税込410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

                      

イメージイメージ

1283    ττ       
     黒潮かつお海道藁焼き上りかつお／高知編  

  130g   917円  （税込990円） 

 土佐沖の鮮魚を加工
し、急速冷凍でおいし
さを封じ込めました。
    ※7月頃までの取り扱
い予定。    ■漁場／土
佐沖    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］   

本場・土佐の初ガツオをどうぞ本場・土佐の初ガツオをどうぞ

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

1282    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   地あじ刺身用  

  200g   640円  （税込691円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1285    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     まぐろすき身（ネギトロ用）  

  50g×2パック   589円  （税込636円） 

 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］   

パパッと
簡単！
パパッと

目利きが厳選したマグロを使用目利きが厳選したマグロを使用

 程よい脂のりで、うまみがありながらもさっぱ
りとした味わい。スライス済みなので、お刺身
や丼にどうぞ。        ■漁場／太平洋    λマストミ（徳
島県徳島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1284    ττ       
     めばちまぐろ切落し（刺身用）  

  120g   714円  （税込771円） 
 甘みが濃厚な天然ホタテの割れ貝のむき身。形は不
ぞろいですが、おいしさは正規品と変わりありません。
    ※原料高騰のため、141円（税込）値上げします。    ■漁
場／北海道    λ知床ジャニー（北海道斜里町）  ［生食可］   

1286    ττ       
     もったいナイ魚・オホーツク産帆立貝柱（刺身用）  

  150g   920円  （税込994円） 
 流氷が去った後のオホーツク海は水温が低く、
脂のり抜群。3.5kg以上の若いものを刺身用に
しました。        ■漁場／北海道    λ知床ジャニー（北
海道斜里町）  δお届け後30日保証［生食可］   

1287    ττ       
     知
しれとこ

床産時鮭刺身用  
  130g(2パック)   1,169円  （税込1,263円） 

イメージイメージ

 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］   

1288    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   しめさば  

  150g(1枚)   628円  （税込678円） 

イメージイメージ

 手で塩もみし、ボイルした真ダコの足の
部分をカットしました。        ■漁場／鹿児島
県阿久根沖    λ中野水産（鹿児島県阿久
根市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1289    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     刺身用真だこ  

  150g   822円  （税込888円） 

イメージイメージ

 高鮮度のまま急速冷凍しているので、ぷりっとした食
感が味わえます。わさび醤油で生食はもちろん、酢の
物も美味。    ※6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］  θえび 

1290    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     駿河湾産生桜えび  

  40g   510円  （税込551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 

1291    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   まぐろ漬け丼用（メバチ）  
  70g（固形量50g）×2パック   688円  （税込743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 

1292    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     鮭親子漬け丼用  

  80g×2パック   866円  （税込935円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1294    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     オホーツク産 海鮮五宝漬  

  130g   790円  （税込853円） 

 オホーツク海産の時鮭、
ホタテ、水ダコ、北海道
産のガゴメ昆布などを
特製ダレに漬け、イクラ
を加えました。            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 

脂のりの良い時鮭を使った豪華な宝漬脂のりの良い時鮭を使った豪華な宝漬

 天然ブリをスライスして特製ダレに漬け込みました。ブリ
の濃厚なうまみが醤油ダレと好相性。解凍後にそのまま
ごはんにのせてどうぞ。        ■漁場／東シナ海    λ大畑食品（長
崎県長崎市）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1293    ττ       
     長崎風天然ぶり漬け丼  
  90g(固形量60g)   369円  （税込399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   

1295    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   591円  （税込638円） 
 沖獲り紅鮭を厚めのステーキカットにしました。鮮
やかな紅色が特徴で、華やかなメインディッシュ
に。        ■漁場／カムチャツカ■原産国／ロシア    λ桃
屋食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1296    ττ       
     紅鮭ステーキカット  

  200g(2枚)   754円  （税込814円） 
 塩をすり込み冷蔵庫で7～10日間熟成
させるなど手間をかけうまみを凝縮。程
よい塩分でごはんがすすみます。        ■漁場
／北海道    λまえた（新潟県新潟市）     

1297    ττ       
     塩引鮭  

  120g(2切)   499円  （税込539円） 
 長崎県沖で漁獲した、適度に脂ののった真
アジの三枚おろし。腹骨をすき取っているの
で食べやすいです。        ■漁場／長崎県    λ荒木
水産（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1298    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     フライパンで焼ける真あじの三枚おろし  
  180g(5枚以上)   518円  （税込559円） 

パパッと
簡単！
パパッと

今週の目利きお墨付きは…今週の目利きお墨付きは…

　　　金華さば一汐切身！　　　金華さば一汐切身！

浅海  博志
水産担当25年
大地宅配随一の目利き
調理師免許を持ち、かつては料理人として腕をふ
るった経験もある魚のプロ。

ようやく見つけたおいしい国産サバの一つです
近年、海水温の上昇などの影響か、おいしい国産サバにな
かなか巡り会えません。そこで私たちは全国各地でうまみ
の豊富なサバを探しました。そしてたどり着いたのが、この
アイケイの金華サバです。親潮と黒潮がぶつかる三陸・金
華山沖は、世界三大漁場の一つになるほど好漁場。なかで
もアイケイが仕入れた今年の金華サバは脂のり、うまみの
濃さともに申し分なし！ 舌の肥えた会員さんにもご納得い
ただけるはずです。

軽めの振り塩でうまみを一層際立たせました
一般市場で人気の海外産のサバですが、なかには「脂がの
りすぎ……」と敬遠される方もいます。一方、この金華サバ
は、脂のりが絶妙。ジューシーながら、くどさがなく、身質も
しっとり。久しぶりに出会えたおいしい国産サバの一つで
す。さらに塩を振ってから干さずに熟成させる「一汐」製法
で仕上げているので、一夜干しに比べてふっくらと焼き上が
ります。薄塩仕立てでうまみが際立った金華サバは美味の
一言！ これさえあれば、ごはんがいくらでもすすみますよ。

適度な脂のりの国産サバを、職人の“振り塩”で熟成適度な脂のりの国産サバを、職人の“振り塩”で熟成

イメージイメージ

刺身

切身

漁場に近い加工場で、新鮮なア
ジを素早く三枚におろし、皮を
むいて急速凍結しました。まず
は刺身で、ほのかな甘みのある、
身の引き締まったアジ本来のう
まみをお楽しみください。酢の
物やカルパッチョ、天ぷら、フ
ライ、バター焼きなどにもおす
すめです。

ほのかな甘みと身締まりの良さは格別。ほのかな甘みと身締まりの良さは格別。
鮮度の良いアジを徳用規格で鮮度の良いアジを徳用規格で

振り塩の振り塩の技光る技光る

16 126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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 北海道厚岸で獲れたサンマです。塩焼
き、揚げ物などにどうぞ。        ■漁場／厚岸
沖    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお届け
後45日保証   

1300    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     厚
あっけし

岸のさんま  
  3尾   480円  （税込518円） 

 100gずつの袋分けで便利。天ぷらや唐揚げ、フラ
イパンで焼いたり頭から丸ごとどうぞ。    ※今回限
りの取り扱い。    ■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20日保証   

1301    ττ       
     もったいナイ魚・きびなご  
  200g(2パック)   513円  （税込554円） 

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

1302    ττ       
     銀だら切身  

  140g(2切)   920円  （税込994円） 
 漁獲後、船内凍結された高鮮度のキンメダイを
厳選。煮付けや汁物の他、焼き物やアクアパッツ
ァ、ムニエルなどでどうぞ。        ■漁場／宮城県    λア
イケイ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1303    ττ       
     きんめ鯛（下処理済）  

  350g(2尾)   898円  （税込970円） 
 しっとりとした味わいの白ダイの切身を、お
値打ち価格でお届け。調理はシンプルに塩
焼きで。        ■漁場／鹿児島県    λ中野水産（鹿
児島県阿久根市）  δお届け後45日保証   

1304    ττ       
  $$   もったいナイ魚・白鯛切身  
  300g（3切以上）   495円  （税込535円） 

 メカジキを手ごろなサイズにカット。バラ
凍結で使いやすいです。唐揚げなどにお
すすめ。        ■漁場／太平洋    λ村田漁業（宮
城県気仙沼市）  δお届け後15日保証   

1305    ττ       
     もったいナイ魚・気仙沼めかじき切落し  

  300g   570円  （税込616円） 

限定 1000

 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 

1306    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

カレーにカレーに

 尾だけ残し、腹部に切れめを入れたエコシュリンプ。バラ凍結
で、便利です。    ※お買い上げ代金のうち8円は、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てられます。    ■原産国／インド
ネシア    λオルター・トレード・ジャパン（東京都新宿区）    θえび 

1307    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     下処理済エコシュリンプ（Ｍ）  
  160g（11尾以上）   926円  （税込999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 

1308    ττ       
     たかえびむき身（加熱用）  

  150g   603円  （税込651円） 
 国内主産地のなかから天然・手掘り漁の
ものを集めて、砂抜き後パックしました。
        ■漁場／国内    λおおぐさ丸水産（千葉
県富津市）  εお届け後2日保証   

1309    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646円） 

カレーにカレーに

イメージイメージ

1310    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     活大和しじみ  

  150g   439円  （税込474円） 

 今が旬のシジミを冷
蔵でお届けします。シ
ジミのうまみが生き
ています。        ■漁場／
宍道湖    λイトハラ水
産（島根県松江市）
  εお届け後4日保証   

獲れたてのおいしさをチルドでお届け獲れたてのおいしさをチルドでお届け

 ミネラル豊富な青森県小川原湖で水揚
げ。砂抜き済みで、冷凍のまま使えます。
        ■漁場／青森県    λ進藤水産（青森県東
北町）     

1311    ττ       
     青森産大和しじみ冷凍パック  

  150g   380円  （税込410円） 

イメージイメージ

1312    ττ       
     もったいナイ魚・規格外冷凍かき  

  300g   598円  （税込646円） 

 小さかったり身が欠けていたりし
て、はじかれてしまった広島県産
カキです。おいしさは変わりませ
ん。    ※身が欠けたものや、小さいも
のが入ることがあります。※原料
高騰のため、33円（税込）値上げ
します。    ■漁場／広島県    λ広島
県漁業協同組合（広島県広島市）     

濃厚な風味は正規品と変わりません濃厚な風味は正規品と変わりません

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

                      

イメージイメージ

1315    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     天日干し開きほっけ  

  200g（1枚）   545円  （税込589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   

脂ののった旬の身はうまみが凝縮脂ののった旬の身はうまみが凝縮

イメージイメージ

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

朝市で買い付けた高鮮度の真ア
ジのなかから、脂質10％以上のも
のだけを厳選し、開きにしました。
深いうまみと脂のりの良さが特徴
です。シンプルに焼いて、アジ本来
のおいしさを堪能して。

         ■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   

1313    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     「朝どれ」あじ開き（中）  

  180g(2枚)   473円  （税込511円） 

 脂ののった真アジを、伊東の太陽と浜風で天日干しに
しました。熟練の職人技をお楽しみください。    ※原料
高騰のため、35円（税込）値上げします。    ■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   

1314    ττ       
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   598円  （税込646円） 
 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   

1316    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   

1317    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360円） 

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

1318    ττ       
     もったいナイ魚・にぎす丸干し（無頭）  

  200g   407円  （税込440円） 
 長崎県産の脂のりの良い旬の真サバを使用。秘
伝のタレにじっくりと時間をかけて漬け込みま
した。        ■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  θ小麦・大豆 

1319    ττ       
  $$   真さばみりん干し  

  200g(2枚)   517円  （税込558円） 
 鮮度も脂のりも良い、北海道釧路沖のイワシを
使用。ほんのり甘い風味と凝縮されたイワシの
うまみが美味。        ■漁場／北海道    λ桃屋食品（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1320    ττ       
     北海道産いわし味醂醤油干し  

  240g(3枚)   550円  （税込594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   

1321    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     北海道産本ししゃも（メス）  

  10尾   880円  （税込950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 

1322    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   990円  （税込1,069円） 

パパッと
簡単！
パパッと

 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 

1323    ττ       
     気仙沼めかじき西京漬  

  140g(2切)   698円  （税込754円） 
 国産アカイカの、肉厚でやわらかい胴部
分を使用。食べやすいよう包丁目を入
れ、衣を付けました。            λ福栄（鳥取県境
港市）    θ小麦・大豆 

1324    ττ       
  $$   フライパンでやわらかいか竜田揚げ  

  180g   490円  （税込529円） 

イメージイメージ

 天然エビをシンプルな唐揚げ用にしました。カラッ
と揚げてそのままはもちろん、サラダのトッピング
や南蛮漬けにどうぞ。        ■漁場／鹿児島県    λ中野水産
（鹿児島県阿久根市）  δお届け後45日保証  θえび 

1325    ττ       
  $$   阿久根産小えびの唐揚げ  

  200g   418円  （税込451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   

1326    ττ       
  $$   真だこから揚げ  

  150g   493円  （税込532円） 

イメージイメージ

 尾肉はうまみが豊富。醤油や生姜などで
下味を付け、でん粉で衣付けしました。
        ■漁場／太平洋    λ札幌中一（北海道札
幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1327    ττ       
     もったいナイ魚・まぐろ尾肉の竜田揚  

  150g   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

簡単調理

17126号●水揚げ状況により、漁場が変更になる場合があります。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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魚卵・シラス
海藻

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

海藻：すべて国産

                      

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

1328    ττ       
     辛子明太子ばらこ  
  50g×3パック   943円  （税込1,018円） 

 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］   

1329    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     北海道産塩たらこ  

  70g   661円  （税込714円） 
 添加物不使用のイクラのうまみを羅臼昆布で
引き出しました。昆布もおいしくいただけま
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］  θ小麦・大豆 

1330    ττ       
  $$   いくら醤油漬け  

  70g   1,180円  （税込1,274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 7/3お届け週7/3お届け週    
     釜あげしらすツインパック（カネモ）  

  25g×2パック   247円  （税込267円） 

毎週 9060

 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 7/10お届け週7/10お届け週    
     駿河湾産生しらす  

  70g   438円  （税込473円） 
 志布志湾で水揚げ後、すぐに釜ゆで・天
日干ししました。        ■漁場／鹿児島県志布
志近海    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］   

1333    υυ       
     志
し ぶ し

布志ちりめん  
  80g   529円  （税込571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］   

1334    υυ       
     徳用 上

じょうかん

乾ちりめん（熊本産）  
  150g   856円  （税込924円） 

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

1335    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   527円  （税込569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］   

1336    ττ       
     きざみめかぶ  

  50g×4パック   471円  （税込509円） 

 採れたてのモズクを新鮮なままボイル。
塩抜き不要の簡単調理でおいしく食べら
れます。        ■漁場／沖縄県    λ宮古島漁業
協同組合（沖縄県宮古島市）  ［生食可］   

1337    ττ       
     沖縄グリーンもずくん  
  100g×2パック   518円  （税込559円） 

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

1338    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     戻しひじき2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 

 豆腐と混ぜるだけで白和えができます。
長崎県産ヒジキや白ごまなどを混ぜまし
た。            λハヤシ食品工業（広島県広島市）
  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1339    υυ       
  $$   かんたん白和えひじき  

  20g×3パック   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

魚の惣菜

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

すべて国内工場で製造

                      

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

1340    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）100g  
  1尾(100g)   2,350円  （税込2,534円） 

イメージイメージ

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

1341    ττ   NN 7/3お届け週7/3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

イメージイメージ

1342    ττ   NN 7/3お届け週7/3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)   2,290円  （税込2,469円） 

 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 

ぷりっとした弾力の良さと濃厚な味わいぷりっとした弾力の良さと濃厚な味わい

 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 

1344    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     西のとろあなご 煮穴子カット（2パック）  
  80g×2パック   1,689円  （税込1,824円） 

イメージイメージ

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

1345    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     北海道産 焼鮭  

  150g(5切)   750円  （税込810円） 

 肉厚なシマホッケを、上品な西京味噌に漬け
込み、焼き上げました。電子レンジなどで温め
るだけと手軽です。        ■漁場／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 

1346    ττ       
     縞ほっけ西京焼き  

  100g(2切)   458円  （税込495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］   

1349    ττ   NN 7/10お届け週7/10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］   

1350    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626円） 
1351    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   鮭香草じめ  

  70g   538円  （税込581円） 

 知床産鮭を使用。ハ
ーブスパイスをきか
せ、しっとりと仕上げ
ました。            λユートピア
知床（北海道斜里町）
  δお届け後45日保証   

氷温熟成でしっとり、マイルド氷温熟成でしっとり、マイルド

 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］   

1352    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     まいわしマリネ  

  120g   415円  （税込448円） 

パパッと
簡単！
パパッと 1343    ττ     

  $$   ささエール四万十うなぎ白焼（タレ・山椒付き）135g  
  1尾(135g)   2,000円  （税込2,156円） 
                 θ小麦・大豆 

佃煮・海苔
ふりかけなど

着色料、化学調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤等の食品添加物不使用

国内の水産物を優先

すべて国内工場で製造

                      

1353    υυ       
     くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 

 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 

ごはんのおともの他、おやつとしてもごはんのおともの他、おやつとしても

1347    ττ      
     真いわしの梅煮  
  100g（3尾）   398円  （税込430円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1348    ττ     
     かつお角煮  
  110g   548円  （税込592円） 

               δお届け後20日保証  θ小麦・大豆 

 北海道産昆布を、小
豆島ヤマヒサの国産
大豆を使った天然醸
造醤油、喜界島の粗
糖、沖縄の塩シママー
スで炊き上げました。
            λムソー（大阪府大
阪市）    θ小麦・大豆 

1355    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     塩吹昆布  

  35g   380円  （税込410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）     

1357   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     成清さんの有明一番摘み おにぎり用焼海苔  

  2切10枚×3袋   728円  （税込786円） 

 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）     

1358    NN 7/10お届け週7/10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）     

1359    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     成清さんの有明一番摘み 寿司はね焼海苔  

  全形10枚   395円  （税込427円） 

1354        
     京都津乃吉の山椒じゃこ  

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

1356    υυ     
     たらこ昆布佃煮  

  65g   350円  （税込378円） 
               δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1360      
     梅かつおふりかけ  

  50g   434円  （税込469円） 
                 θ小麦・大豆 

18 126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

 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 7/3お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   461円  （税込498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 7/3お届け週    
     焼き餃子
ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   817円  （税込882円） 限定 1000

 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 7/3お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g(12コ)   500円  （税込540円） 

1455    υυ       
  $$   徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   655円  （税込707円） 
 定番の「味付けいなりあげ」の2パックセ
ット。いなり寿司やきつねうどんなど、幅
広く活躍します。            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 

 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 

1502    ττ   NN 7/3お届け週7/3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 

1544    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週        
     豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

牛乳：非遺伝子組み換え穀物
飼料を使用、すべて低温殺菌
チーズ：ナチュラルチーズのみ。
乳化剤不使用

卵・乳製品

卵：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

毎週 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 

1365    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳  

  1000ml   335円  （税込362円） 

毎週 9072

 長野県中部で非遺伝子組み
換え飼料で育った乳牛の生
乳を使用。遠心分離で脂肪
をカットし、65℃ 30分で低
温殺菌。  2点以上注文すると1
点あたり6ポイント付与します。
          λタカハシ乳業（群馬県前橋
市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1366    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

1367    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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

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 

1369    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

1368    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

 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 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 

1370    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 

1371    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 

1372    υυ   NN 7/3お届け週7/3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。
          λ木次乳業（島根県雲南市）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1373    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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 

1374    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 

1375    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
    木
きすき

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

毎週 9077

 丹那の牛乳を原料
に、砂糖で甘みを付
け、乳酸菌で発酵さ
せたヨーグルトドリ
ンク。            λ函南東部農
協（静岡県函南町）
  δお届け後12日保
証  θ乳 

1376    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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） 

カレーにカレーに

1377    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     飛騨のむヨーグルト  

  130ml×3本   484円  （税込523円） 
 三重県の5戸の酪農家が育てた牛の生乳
100％。甘さ控えめで、生乳の豊かな風
味が魅力。            λ飛騨酪農農業協同組合（岐
阜県高山市）  δお届け後9日保証  θ乳 

毎週 9078

カレーにカレーに

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

1361    υυбб  NN 7/3お届け週7/3お届け週      
     ＴＨＡＴ’Ｓ国産平飼卵  

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

毎週 9065

   平飼卵        
 1362    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1363    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）     

1364    υυбб  NN 7/3お届け週    
     西の産地限定平飼卵（10コ）  

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

毎週 9068

おすすめ惣菜おすすめ惣菜66選選！！
手軽でおいしい 何度も食べたい

豆腐入りでふんわりやわらか。豆腐入りでふんわりやわらか。
大地宅配の定番惣菜です大地宅配の定番惣菜です

家族で満足できる30コ入り。家族で満足できる30コ入り。
野菜たっぷりの本格餃子野菜たっぷりの本格餃子

19126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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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

砂糖と油脂がなくとも、お
いしく感じることができま

した。こういう試みは、大地宅配
ならではですね。大きさがちょっ
と小さめですが、おなかにはちょ
うど良くて、満足感のあるパンで
した。

（ビンゴさん）

砂糖と油脂がなくとも、砂糖と油脂がなくとも、
おいしくて満足感のあるパンおいしくて満足感のあるパン

イメージイメージ

1378    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

やさしい甘みで、さらりとしたのどごしやさしい甘みで、さらりとしたのどごし

1379    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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。
    ※次回、値上げします。        λヤマダフーズ（秋
田県横手市）  δお届け後9日保証  θ乳・大豆 

毎週 9079

毎週 9080

 乳酸菌が生きて腸まで届く
といわれる、プロバイオティ
クスヨーグルト。酸味は控え
めで、牛乳の風味豊かです。
  2点以上注文すると1点あたり
5ポイント付与します。          λタカ
ハシ乳業（群馬県前橋市）
  δお届け後9日保証  θ乳 

1380    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   那須のおいしいプロバイオティクスヨーグルト  

  405g   265円  （税込286円） 

毎週 9081

 丹那の新鮮な牛乳を
デンマークの乳酸菌
で発酵。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 

1381    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     丹那の全乳ヨーグルト  

  500ml   296円  （税込320円） 

毎週 9082

 健やかに育った乳牛
の生乳を100％使用
したヨーグルトは、
まろやかな味わい。
            λ飛騨酪農農業協同
組合（岐阜県高山市）
  δお届け後12日保
証  θ乳 

1382    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     飛騨ヨーグルト  

  400g   265円  （税込286円） 

毎週 9083

 長野県南信州で健康
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 

1383    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 

1384    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ケフィアヨーグルト（プレーン）  

  405g   371円  （税込401円） 

 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 

1385    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1386    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     【特保】たべるデンマークヨーグルト（加糖）  

  500g   393円  （税込424円） 

 新鮮な生乳とデンマ
ーク産の3種類の乳
酸菌で作りました。料
理にも使いやすい自
然な甘みの無糖タイ
プ。            λ福島乳業（福
島県福島市）  δお届
け後8日保証  θ乳 

1387    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト  

  500g   393円  （税込424円） 

1388    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     やさしい甘さ鈴鹿山麓ヨーグルト 加糖6コ  

  70g×6コ   368円  （税込397円） 
 とろりとなめらかな口当たり、やさしくま
ろやかな甘さ。お子さんから大人まで楽
しめる味わい。            λ四日市酪農（三重県菰
野町）  δお届け後13日保証  θ乳 

毎週 9087

1389    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     飛騨ノンホモヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   310円  （税込335円） 
 甘みと酸味のバランスが絶妙です。ノンホモならで
はのクリーム状の部分も美味。  2点以上注文すると1
点あたり6ポイント付与します。          λ飛騨酪農農業協同
組合（岐阜県高山市）  δお届け後9日保証  θ乳 

毎週 9084

1390    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     丹那プロバイオヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   341円  （税込368円） 
 丹那の新鮮な生乳と５種の乳酸菌を使用。マイ
ルドな酸味と甘さに仕上げました。  2点以上注文
すると1点あたり7ポイント付与します。          λ函南東部
農協（静岡県函南町）  δお届け後12日保証  θ乳 

毎週 9085

 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 

1391    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 

1392    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1393    υυ       
     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 

1394    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 

1395    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     とろーりとろけるラクレットチーズ  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 300
イメージイメージ

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

1396    υυ   NN 7/10お届け週7/10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

                      

1398   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   サンワローランの角食パン（6枚切）  

  6枚   333円  （税込360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

1399   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   サンワローランの角食パン（8枚切）  

  8枚   333円  （税込360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

1405    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ザクセンの食パン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   329円  （税込355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 

1404   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ザクセンのブランパン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   462円  （税込499円） 
 「国産全粒粉」にブランを加え、砂糖不使用で焼き上げまし
た。小麦本来の豊かな風味がしっかり楽しめます。    ※焼型に
なたね油を塗布しています。※同時配布チラシをご覧くださ
い。        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

 もっちりとした食感のパン。豚の角煮や
ポテトサラダ、ハムなどお好みの具をは
さんでどうぞ。            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 

1407        
     サラのはさんでバンズ（4コ）  

  4コ   360円  （税込389円） 

イメージイメージ

1408    NN 7/10お届け週7/10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。  2点以上
注文すると1点あたり7ポイント付与します。          λザクセン
（東京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦・乳 

1409    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   サラの黒ごまチーズパン（4コ）  

  4コ   380円  （税込410円） 
 ふんわりもっちりとした生地に黒ごまがた
っぷり。北海道産チーズをのせて香ばしく
焼き上げました。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

イメージイメージ

     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
1397

  б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
毎週 9090

 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。             

青大豆パン青大豆パン

あずきパンあずきパン

白神ブレッド白神ブレッド

焼きチーズパン焼きチーズパン

今週のセット内容
●  白神ブレッド（1コ）：白神こだま酵母
を使ったしっとりとしたパン。いろい
ろな食材と合わせて

●  焼きチーズパン（1コ）：チーズの香
ばしさが際立ちます

●  あずきパン（1コ）：大地を守る会の
生産者の小豆を使った粒あんの甘み
が、口の中で広がります

●  青大豆パン（1コ）：大地を守る会の生
産者の青大豆を練り込んだ食事パン

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週は今週はサラ秋田白神サラ秋田白神

20 126号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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イメージイメージ

特徴：かむほどに感じる甘
み。トーストがおすすめ／
小麦：北海道産・九州産／酵
母：ホシノ天然酵母

大地宅配の

パン定番

特徴：自社製酵母の酸味ともっちり食
感。油脂・砂糖不使用／小麦：北海道産
／酵母：自家製ホップ種・レーズン種

イメージイメージ

特徴：口の中に広がる風味豊かな全粒
粉のおいしさ／小麦：岩手県産・北海道
産／酵母：ホシノ天然酵母

イメージイメージ

特徴：白神こだま酵母が生む味わい。
形はブナの葉をイメージ／小麦：北
海道産／酵母：白神こだま酵母

 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 

1410    NN 7/10お届け週7/10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

1411        
  $$   ル・ウィズのヴァイツェンとグラハムいちじく  

  1セット   579円  （税込625円） 
 砂糖を配合してやわらかめに仕上げたヴァイツェンと、全粒
粉にいちじくと黒糖を合わせたグラハムいちじくのセット。
        ■セット内容／ヴァイツェン・グラハムいちじく各1コ    λル・
ウィズ（ウィル）（千葉県流山市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 1000

1412        
  $$   ル・ウィズのプレーンベーグル（ライ麦入り）  

  3コ   597円  （税込645円） 
 外はパリッ、中はもっちりの本格派。北海
道産小麦粉にライ麦粉を加え、風味良く
仕上げました。            λル・ウィズ（ウィル）（千
葉県流山市）  εお届け後4日保証  θ小麦 

限定 1250

1413    ττ   NN 7/10お届け週7/10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 

1414    NN 7/3お届け週7/3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

1415    NN 7/10お届け週7/10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 

1416    NN 7/10お届け週7/10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 

1417        
     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 

1418        
     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 

1419    ττ       
     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 

カレーにカレーに

 美容にうれしいはと
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 

1420    NN 7/3お届け週7/3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 

1421    NN 7/10お届け週7/10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） 

1422    υυ   NN 7/3お届け週7/3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 

1424    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   パンの恋人 白いマーガリン  

  180g   270円  （税込292円） 

 非遺伝子組み換えのな
たね油を主原料に、静岡
県丹那の全脂粉乳と「海
の精」（塩）を使ったこだ
わりの無着色マーガリ
ンです。            λ丸和油脂（東
京都品川区）  δお届け
後60日保証  θ乳・大豆 

無着色だから白い！ 味もまろやか無着色だから白い！ 味もまろやか

1423    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

1425    NN 7/10お届け週7/10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）     

1426        
     久津間さんの桃ジャム  

  140g   718円  （税込775円） 
 一宮大地・久津間紀道さんの白桃をふん
だんに使った、ぜいたくなジャム。芳醇な
香りとたっぷりの果肉が美味。            λフルー
ツバスケット（静岡県函南町）     

1427    υυ       
     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 

 ミャンマー北西部、ザガイン管区で採れ
たひまわりのはちみつ。柑橘類を思わ
せる香りとまろやかな味わいが特徴で
す。    ※1歳未満の乳児には食べさせないで
ください。※お買い上げ額の一部はミャン
マー養蜂の発展に寄与すべく、ミャンマー
養蜂協会へ寄付されます。    ■原産国／ミ
ャンマー    λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

1428        
     ミャンマー産ひまわりハチミツ 350g  

  350g   750円  （税込810円） 

手作り手作り

 ほろ苦い甘さで、ほん
のりスパイシーな「から
すざんしょう」の天然は
ちみつ。清涼感ある味
わいです。    ※1歳未満
の乳児には食べさせな
いでください。        λはぁ
もにぃ（千葉県千葉市）     

1429        
     はぁもにぃ 国産純粋はちみつ（からすざんしょう）  

  180g   1,714円  （税込1,851円） 

1430    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

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

添加物不使用の100％天然シロップ添加物不使用の100％天然シロップ
2012      
     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） 

                  

2015        
     近藤養蜂場の百彩蜂蜜 485g  
  485g   2,380円  （税込2,570円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013        
     無茶々園の甘夏と伊予柑のマーマレード  
  300g   700円  （税込756円） 

                  

2016        
     カンガルー島産オーガニック蜂蜜・450g  
  450g   1,550円  （税込1,674円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2014      
  $$   巨峰ジャム  
  140g   706円  （税込762円） 

                  

2017        
     オーガニックメープルシロップ 475ml  
  475ml   1,857円  （税込2,006円） 
                  

冷凍パン

シリアル バター・ジャムなど

1406   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     サラの白神ソフトフランス  

  1コ   351円  （税込379円） 
             λサラ秋田白神（東京都八王子市）  εお
届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9097

1403   б б   NN 7/3お届け週7/3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） 
             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

1400   б б   NN 7/3お届け週7/3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   338円  （税込365円） 
             λル・ウィズ（ウィル）（千葉県流山市）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 2000 毎週 9093

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

   ザクセンの食パン
   б  б   NN 7/3お届け週7/3お届け週  
     299円  （税込323円）
 1401       6枚          毎週 9094     

 1402       ノーカット1コ          毎週 9095                                                                              

1401

ふんわりとやわらかい、ふんわりとやわらかい、
食べやすさが人気食べやすさが人気

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

どっしりと食べごたえがあり、香り豊かどっしりと食べごたえがあり、香り豊か

国産小麦を丸ごと挽いた全粒粉入り国産小麦を丸ごと挽いた全粒粉入り

21126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

油揚げ定番

大地宅配の

豆 腐定番

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

                      

1437    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   一日一丁木綿豆腐  

  330g   156円  （税込168円） 
 「もっと気軽にお豆腐を」と名付けた一日
一丁。もちろん国産大豆を使い、消泡剤
は不使用。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

毎週 9105

1438    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   一日一丁絹豆腐  

  330g   156円  （税込168円） 
 「もっと気軽にお豆腐を」とお手ごろ価
格。もちろん国産大豆を使い、消泡剤は
不使用。            λ島田食品（埼玉県富士見市）
  εお届け後4日保証  θ大豆 

毎週 9106

1439    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地を守る会のミニ木綿豆腐  
  150g×2パック   189円  （税込204円） 

 150gずつの少量パックタイプで消費期
間もやや長め。大豆の甘みをご堪能いた
だけます。            λ丸和食品（東京都練馬区）
  εお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9107

1440    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地を守る会のミニ絹豆腐  
  150g×2パック   189円  （税込204円） 

 150gずつの少量パックタイプで消費期
間もやや長め。なめらかな舌ざわりで飽
きのこない味わい。            λ丸和食品（東京都
練馬区）  εお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9108

 大豆の甘みと香りが
際立つ北海道音更町
の「音更大袖振大豆」
を使用。便利な食べ
切りサイズです。            λお
かべや（神奈川県相
模原市）  δお届け後
18日保証  θ大豆 

1443    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     音
おとふけおおそでふり

更大袖振大豆のミニ絹豆腐（日持ち・小分け）  
  75g×4コ   236円  （税込255円） 

1441    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 

きめ細かくやわらかな木綿豆腐きめ細かくやわらかな木綿豆腐

1445    υυ   NN 7/3お届け週7/3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 

1444    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     国産山芋寄せ豆腐（タレ付き）  

  1セット   298円  （税込322円） 

 国産大豆100％の豆乳に、食
感が残るようにすりおろした
国産の山芋を練り込み、やわ
らかな寄せ豆腐にしました。
        ■セット内容／豆腐200g、
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 

パパッと
簡単！
パパッと

山芋の粘りと食感がアクセント山芋の粘りと食感がアクセント

 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 7/3お届け週7/3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 1451    υυ   NN 7/3お届け週7/3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

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 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 7/10お届け週7/10お届け週    
     むつみの汲み上げゆば  

  130g   265円  （税込286円） 

1448    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 7/3お届け週7/3お届け週    
     飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1452    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   181円  （税込195円） 
 複数の国産大豆を配合し、にがりと非遺伝子組み
換えのなたね油を使って仕上げたふっくらした油揚
げです。    ※同時配布チラシをご覧ください。        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 

1433    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 

1434    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   238円  （税込257円） 

毎週 9102

 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            
 1435    υυб б    木綿   300g   
 188円    （税込203円）   毎週 9103      

 1436    υυб б    絹   300g   
 180円    （税込194円）   毎週 9104                                                                               

1435

1436

 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 7/3お届け週7/3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

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
1431

   υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
毎週 9100

 単品でお取り扱いのない豆腐や揚げ物などを３種
以上セット。セットだからできるこのお値打ち価格。
週替わりでお豆腐屋さんの自信作が楽しめます。
    ※お楽しみセットのアレルゲンの詳細、消費期限
は、お届けした商品の一括表示をご確認ください。             

1432    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

「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

水切り押し豆腐水切り押し豆腐

まったりまったり
寄せ豆腐寄せ豆腐

厚揚げ厚揚げ

手揚げ油あげ手揚げ油あげ

今週のセット内容
●  水切り押し豆腐（220ｇ）：水切り済
みなので、白和えや炒め物などにす
ぐに使えて便利

●  まったり寄せ豆腐（200ｇ）：口の中
で大豆のうまみがまったりと広がる
寄せ豆腐

●  厚揚げ（2コ）：煮物・焼き物におすす
めの厚揚げ

●  手揚げ油あげ（1枚）：職人がていねい
に揚げた肉厚でジューシーな油揚げ

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

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
●  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コ）：国産大豆の豆腐をな
たね油でカリッと揚げました。生姜
醤油でどうぞ

22 126号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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【お届けする商品例】
のむヨーグルト花子ちゃん、ポーク
ウインナー（中津）、味付けいなりあ
げ、うずら天、野菜と食べる！お鍋ひ
とつでタンメン、和らぎ濃厚豆乳プ
リンなど
【ご注意】
※登録制商品です。一度ご登録いただく
と登録取り消しのお申し出がない限り、商
品をお届けいたします。詳しくは40ページ
「ご利用のご案内」をご覧ください。
※商品の入荷量によっては欠品になること
があります。

ご登録いただくと、冷蔵品1～2品目を自動的にお届けし、売
り上げの5％を「大地を守る第一次産業支援基金」に充当さ
せていただきます。新規のご登録は、注文書表面の「特別注
文欄」か、お買い物サイトの「大地を守る未来募金」カテゴリ
をご利用ください。

産地応援に
つながります

※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）

大地宅配の

納 豆定番
国産大豆を100％使用しています

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

お豆腐の味がします！ ちょ
っと高いかなとも思いまし

たが、コンビニでついつい買って
しまうことを思えば、断然価値が
あります。賞味期間が長めなのも
買い置きできてうれしいです。

（トマトさん）

お豆腐の味がする豆乳はお豆腐の味がする豆乳は
買い置きにもうれしい買い置きにもうれしい

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 

1459    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 

1460    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆（たれ付）  

  40g×3コ   209円  （税込226円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。大豆本来の
甘みが堪能できます。  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

1461    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   国産大豆の小粒納豆  

  40g×4パック   159円  （税込172円） 
 北海道産の小粒大豆を使用し、三重県鈴鹿山系の伏流
水をたっぷり含ませて作った納豆です。4パック入り。
  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

1453    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   359円  （税込388円） 

1455    υυ       
  $$   徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   655円  （税込707円） 
 定番の「味付けいなりあげ」の2パックセ
ット。いなり寿司やきつねうどんなど、幅
広く活躍します。            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 

1449   б б   NN 7/3お届け週7/3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 

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   島田さんの絹生揚げ  

  200g（2コ）   169円  （税込183円） 

毎週 9113

 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） 
 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 

1458    υυ   NN 7/10お届け週7/10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） 

1462    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     地球納豆倶楽部（小粒）  

  30g×3コ   195円  （税込211円） 
 国産の地塚大豆を、じっくり時間をかけ
て発酵。独自の技術で後味すっきりに仕
上げました。            λあづま食品（栃木県宇都
宮市）  δお届け後8日保証  θ大豆 

毎週 9117

1463    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   一徹もん小粒納豆  

  40g×3コ   185円  （税込200円） 
 北の大地で育まれた北海道産の小粒大豆を、じ
っくり時間をかけて発酵させました。  2点以上注
文すると1点あたり5ポイント付与します。          λカジノヤ
（神奈川県川崎市）  δお届け後8日保証  θ大豆 

毎週 9118

1464    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     北海道産大豆の小粒納豆（地から自慢）  

  30g×3コ   154円  （税込166円） 
 北海道産大豆を100％使用。小粒で粒
感を残しながらも、やわらかく、しっとり
とした仕上がりです。            λ小杉食品（三重
県桑名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9119

1465    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

 北海道産の大豆を煮
てテンペ菌で発酵さ
せました。揚げたり
煮たり炒めてもOK。
            λ登喜和食品（東京
都府中市）  δお届け
後15日保証  θ小麦・
大豆 

1466    υυ       
     登喜和食品の国産丸大豆テンペ  
  100g×2パック   540円  （税込583円） 

練り物
漬物など

練り物：すり身原料は
国産を優先

化学調味料（アミノ酸等）、
リン酸塩等の食品添加物不使用

漬物：大地宅配の生産基準に
合致した野菜を優先

                      新商品

1003    ττ       
     おじいちゃんの天ぷら  

  120g(6枚)   380円  （税込410円） 

         ■原材料／魚肉、馬鈴薯で
ん粉、食用なたね油、砂糖、
魚醤（イワシ、食塩）、食塩、
カツオだし、昆布だし、みり
ん    λ別所蒲鉾店（島根県出
雲市）  δお届け後30日保証   

おでん種セットの人気商品を単品でおでん種セットの人気商品を単品で
別所蒲鉾店の初代、今の社長のおじい
ちゃんが作っていたさつま揚げ（天ぷら）
をイメージしました。すり身以外の具材
は入れず、魚のうまみを引き立たせてい
ます。保存料、リン酸塩、うまみ調味料
は不使用。

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   上

じょうぼうてん

棒天（さつま揚げ）  
  150g(10本)   338円  （税込365円） 

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   小判型つけあげ（さつま揚げ）  

  150g（3枚）   338円  （税込365円） 

 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   

1469    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   野菜がたっぷり さつま揚げ  

  200g(5枚)   480円  （税込518円） 
 原料の魚は地元徳島県や香川県産のも
のを毎朝市場で仕入れています。食べ
やすいスティックタイプ。            λ四宮蒲鉾店
（徳島県徳島市）  δお届け後3日保証   

1470    υυ       
     じゃこスティック  
  180g(12本入)   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 

1471    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 

1472    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   352円  （税込380円） 
 弾力のある焼き竹輪「野焼蒲鉾」をカッ
トし、あおさ粉と天然だし入りの衣を付
け、なたね油で揚げました。            λ別所蒲鉾
店（島根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1473    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     出雲のちくわ磯辺揚げ  

  120g   390円  （税込421円） 

23126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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 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 7/3お届け週7/3お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9121

1475    υυ       
     あじが入った丸いはんぺん  

  120g(4枚)   490円  （税込529円） 
 魚のすり身の半分以上がアジ。歯切れの良い食感とアジ
のうまみが特徴です。そのままお召し上がりいただけま
す。    ※規格を150g(5枚）から120g(4枚）に変更しました。
        λ別所蒲鉾店（島根県出雲市）  δお届け後10日保証   

 とろりとやわらかい元葉ワカメを混ぜて
練り上げました。磯の風味が豊かに広
がり、食感はふんわり。            λ高橋徳治商店
（宮城県東松島市）    θ卵 

1476    ττ       
     わかめはんぺん  

  200g(4枚)   428円  （税込462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   

1477    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1478    υυ   NN 7/10お届け週7/10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   

1479    NN 7/3お届け週7/3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） 

イメージイメージ

1480    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     お好み角てん  
  360g×2パック   276円  （税込298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。    ※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   

家庭で楽しめる甘味処の味わい家庭で楽しめる甘味処の味わい

 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 

1481    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ところ天  
  150g×3パック   410円  （税込443円） 

イメージイメージ

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

1482    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   たくあん  

  150g   340円  （税込367円） 

イメージイメージ

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。
程よい辛さが食欲をそそります程よい辛さが食欲をそそります

辛さは控えめ、うまみはたっぷり
の白菜キムチです。漬け込みに使
うヤンニョム（キムチの素）は10
種類以上の材料を配合。ビタミン
B群を含むキムチは、ビタミンB1
が豊富な豚肉とも相性抜群。食欲
のないときは、さっと炒めて簡単
豚キムチ丼にしても。
             λ韓国食品（千葉県匝瑳市）  δお届け
後10日保証   

1487    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  

  300g   500円  （税込540円） 

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

1483    υυ       
     福神漬（有機きゅうり、有機なす使用）  

  100g   400円  （税込432円） 

カレーにカレーに

 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 

1484    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     野沢菜漬（有機栽培野沢菜使用）  

  200g   375円  （税込405円） 

イメージイメージ

 国産有機栽培の高菜を、素材の持ち味を
生かしてあっさり味に漬け込みました。
    ※次回、値上げします。        λムソー（大阪府大
阪市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1485        
     有機・きざみたかな漬  

  180g   290円  （税込313円） 

 通常の梅干しと同じ原料・製法ですが、漬
け込むうちに形がくずれてしまった梅干
しです。            λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1486        
     もったいナイ・くずれ梅干し  

  800g   1,600円  （税込1,728円） 1488    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   オイキムチ（きゅうりのキムチ）  

  3本   548円  （税込592円） 

 きゅうりの歯ごたえと
キムチの複雑な辛み
が調和して美味。刻
んで冷や奴の薬味に
も。            λ韓国食品（千
葉県匝瑳市）  δお届
け後4日保証   

夏にぴったり、きゅうりのキムチ夏にぴったり、きゅうりのキムチ

惣菜

海外製品はオー

原料は国産を原
国内工場で製造

大地を守る会の生
原料を優先

                      

 一口サイズにカットしたモモ肉を揚げ
て、甘酢あんを絡めました。湯せんまた
は電子レンジで温めてどうぞ。            λ秋川牧
園（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1492    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   若鶏唐揚げ甘酢あんかけ  

  150g   510円  （税込551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   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   鳥天  

  200g   510円  （税込551円） 
 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 7/10お届け週7/10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） 

イメージイメージ

 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   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   しっとりやわらかチキンカツ  
  150g(6コ以上)   489円  （税込528円） 

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 7/10お届け週7/10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。            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） 
 雄鮭にチーズをはさみ、なたね油で揚
げました。オーブンや電子レンジで温め
てどうぞ。            λ札幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

1500    ττ       
     チーズ入り鮭フライ  

  190g（3枚）   789円  （税込852円） 
 北海道産のバターや生クリームを使った自社製クリ
ームソースに、天然ホワイトエビのうまみがたっぷり
です。    ※電子レンジ専用品です。        λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θえび・小麦・卵・乳 

1501    ττ       
     レンジでえびクリームコロッケ  

  130g(5コ)   504円  （税込544円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもと玉ねぎに、山形村短角牛
を混ぜた一口サイズのコロッケ。お弁当にも。    ※電子レンジ専
用品です。※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 

1502    ττ   NN 7/3お届け週7/3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。        λ総合農舎
山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1503    ττ   NN 7/10お届け週7/10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） 

イメージイメージ

1504    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   野菜たっぷりコロッケ ファミリーパック  

  400g(8コ)   898円  （税込970円） 

 おなじみのコロッケの8コ
入り。大地を守る会の生
産者のじゃがいもを中心
に、野菜がたっぷりです。
    ※同時配布チラシをご覧
ください。        λ総合農舎山
形村（岩手県久慈市）  δお
届け後60日保証  θ小麦 

5種の野菜のやさしい甘み5種の野菜のやさしい甘み

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   461円  （税込498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 

1506    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ふわふわ豆腐煮込みハンバーグ  
  180g（2パック）   427円  （税込461円） 

限定 500
イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

惣菜

ニッコーの惣菜、お弁当コーナー

24 126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

お弁当のおかずに揚げ物
が多くなりそうなとき、入

れると良いです。少しでも野菜を
食べさせたいので、「五目シュウ
マイ」は良いですね。

（Y.M.さん）

 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。    ※同
時配布チラシをご覧くだ
さい。        λ秋川牧園（山口県
山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1489    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   498円  （税込538円） 

カレーにカレーに

 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 

1490    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   チキンナゲット  

  200g   454円  （税込490円） 

カレーにカレーに

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   570円  （税込616円） 限定 500

 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）     

1524    ττ   NN 7/3お届け週7/3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） 

パパッと
簡単！
パパッと

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
     中華風豚角煮（レトルト）  

  200g   598円  （税込646円） 

限定 500

 サラダ、和え物など、いろいろな料理に。
少量に分けたパックでお届け。            λまほろ
ばライブファーム（山形県高畠町）     

1510    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   蒸し鶏スライス（まほろば）  
  100g×2パック   589円  （税込636円） 

イメージイメージ

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g(12コ)   500円  （税込540円） 

 大地を守る会の生産者の玉ねぎをたっ
ぷり使用。ふわっとした食感が好評です。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川
区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1512    ττ       
  $$   ふわふわシュウマイ  

  204g（12コ）   555円  （税込599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 

1514    ττ       
  $$   もち米焼売  

  33g×6コ   554円  （税込598円） 

限定 600

 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 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   焼き餃子（日本セントラルキッチン）15コ  

  285g(15コ)   638円  （税込689円） 

 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 

1513    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   五目シュウマイ  

  204g(12コ)   646円  （税込698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 7/3お届け週7/3お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   817円  （税込882円） 

限定 1000

 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 

1519    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     しそ入り精進餃子  

  240g(8コ)   628円  （税込678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 

1520    ττ       
  $$   すり身でもっちりニラ餃子  

  228g（12コ）   678円  （税込732円） 
 冷凍のまま約2分間ゆで、付属のスープでどうぞ。皮のつる
んとした食感とあふれる具材が◎。        ■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小麦・大豆 

1521    ττ       
  $$   大地を守る会の肉ワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

イメージイメージ

 エビ、イカ、豚肉、野菜がたっぷり。パリパリ
の国産小麦の皮が特徴のミニ春巻きです。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川区）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1522    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   785円  （税込848円） 

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

1523    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     農舎のあたためるだけ酢豚（国産豚使用）  

  220g   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

パパッと
簡単！
パパッと

 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）     

1525        
     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

1526    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大豆と鶏肉のトマトシチュー  
  180g×5パック   1,466円  （税込1,583円） 

 3種の野菜（大豆、玉ね
ぎ、人参）と鶏モモ肉を
具材に、トマト風味のシ
チューに仕上げました。
約5分湯せんして。    ※今
週は通常の2倍ポイント
です。        λ誠晃産業（東京
都新宿区）    θ小麦・大豆 

限定 500

具だくさんで、滋味豊か具だくさんで、滋味豊か

 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 

1527    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     有機即席みそ汁（畑育ちのおみそ汁）  
  7.5g×10コ   1,628円  （税込1,758円） 

 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）     

1528    NN 7/10お届け週7/10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） 
 山形村短角牛と岩手県産の豚肉の合挽
肉、国産の野菜に、自社製短角牛ブイヨ
ンを加えたうまみ豊かな一品。            λ総合農
舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳 

1529    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     農舎の短角牛と国産豚のミートソース  
  120g×2パック   678円  （税込732円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1530    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   トマトの冷製パスタソース  
  160g×2パック   698円  （税込754円） 

 イタリア産オーガニッ
クのホールトマトを
主原料に、トマトのさ
わやかな味わいを再
現しました。    ※9月頃
までの取り扱い予定。
        λ宮島醤油（佐賀県
唐津市）     

限定 500

暑い日は、さっぱり冷製パスタ暑い日は、さっぱり冷製パスタ

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

1531        
     バジルペースト  

  95g   898円  （税込970円） 

限定500
イメージイメージ

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

野菜入りなので、野菜入りなので、
お弁当のおかずに重宝しますお弁当のおかずに重宝します

25126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

冷蔵庫に欠かせません！ 
電子レンジで温めるだけで

でき立てと変わらないおいしさ！ 
ご飯やパンだと食がすすまないと
きも、子どもたちは「たこやき食べ
たいな♪」と朝からパクパク食べて
くれます。良質でおいしく、16コ入
りでこの値段は助かります。

（とややさん）

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

1496    ττ   NN 7/10お届け週7/10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） 

 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 

1538    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地宅配の黒豆煮  

  120g   498円  （税込538円） 

 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 7/10お届け週7/10お届け週    
     お弁当に便利！照り焼きチキン  

  150g   480円  （税込518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 

1541    υυ   NN 7/10お届け週7/10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

 いろいろな麺に合う、ピリ辛の肉味噌ダレ。
袋のままお湯で温め、ゆでた麺にかけてどう
ぞ。    ※10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）    θ小麦・大豆 

1532    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ジャージャーめんのタレ  

  120g(2食分)   488円  （税込527円） 

イメージイメージ

パパッと
簡単！
パパッと

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

1533    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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） 

イメージイメージ

 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 

1534    ττ   NN 7/10お届け週7/10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

 国産の鶏肉と野菜の味わいが生きた参鶏
湯。もち米一粒一粒にスープがしみてい
ます。            λカラミノフーズ（東京都新宿区）     

1535    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     たべる参鶏湯（サムゲタン）スープ  
  300g×2パック   698円  （税込754円）  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 

1536    υυ   NN 7/3お届け週7/3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 

1537        
  $$   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 

1539    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ひじき五目煮  

  100g   389円  （税込420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 

1540    υυ   NN 7/10お届け週7/10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） 
 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 

1542    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1543    υυ   NN 7/10お届け週7/10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

 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 

1544    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 国内で栽培されたザーサイの葉を細かく
刻み、ごま油で風味良く仕上げました。白
いごはんにぴったり。            λ遠忠食品（埼玉
県越谷市）  δお届け後45日保証   

1545    υυ       
  $$   もったいナイ・にっぽんのザーサイ葉油炒め  

  100g   330円  （税込356円） 
 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 

1546        
     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 

1548    ττ   NN 7/10お届け週7/10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

 小麦の甘みともちもちの食感が特徴の皮と、
野菜や肉のうまみあふれるジューシーな具。
あつあつに蒸してどうぞ。            λ飛鳥食品（東京
都葛飾区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1549    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g（3コ）   578円  （税込624円） 
 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   

1550    ττ   NN 7/10お届け週7/10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

 国産タコの味わいを
引き立てる味付けで、
外はパリッ、中はとろ
～り。電子レンジで温
めてどうぞ。            λトップ
ヒル（静岡県焼津市）
    θ小麦・卵・大豆 

1547    ττ       
  $$   たこ焼き  

  352g(16コ)   598円  （税込646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 

1551    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） 
 大地を守る会の生産者のお米を100％使用。醤油
を塗って、香ばしく焼き上げました。    ※同時配布の
チラシをご覧ください。※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 

1552    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   474円  （税込512円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者の小豆ともち米
を使用し、ふっくらもっちりとした味わ
い。電子レンジか蒸し器で温めるだけ。
            λポーラスター（石川県白山市）     

1553    ττ       
  $$   赤飯おにぎり  

  360g(6コ)   531円  （税込573円） 

限定 500

 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 

1554    ττ   NN 7/3お届け週7/3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

 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 

1555    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   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

豚肉のうまみに生姜の風味がマッチ豚肉のうまみに生姜の風味がマッチ

甘辛味のタレでごはんがすすむ！甘辛味のタレでごはんがすすむ！

家庭で作ったようなやさしい味わい家庭で作ったようなやさしい味わい

歯ざわりもおいしい和のおかず歯ざわりもおいしい和のおかず

イメージイメージ

イメージイメージ

冷蔵庫に欠かせない！冷蔵庫に欠かせない！
子どもたちも朝からパクパク子どもたちも朝からパクパク

イメージイメージ

26 126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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ピリッとした黒こしょうがアクセントピリッとした黒こしょうがアクセント肉なしでも満足のいく食べごたえ肉なしでも満足のいく食べごたえ

スタミナメニューで夏を元気に！

 野菜と豆腐で作った餃子です。お肉の苦
手な方や、カロリーを気にされている方
におすすめ。            λ安達食品（千葉県千葉
市）    θ小麦・大豆 

1518    ττ       
     精進餃子  

  240g（8コ）   578円  （税込624円） 

限定 600

 若鶏を塩ダレに漬け込み、焼き上げまし
た。湯せんまたは電子レンジで温めるだ
け。            λ秋川牧園（山口県山口市）     

1507    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週        
  $$   あたためるだけ焼き鳥セット（塩味）  

  200g(8本)   970円  （税込1,048円） 

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

1491    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週        
  $$   こくうま！チキンナゲット  

  220g   490円  （税込529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 

1494    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   460円  （税込497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

                      

 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 

1556    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   冷やし中華  

  2食   457円  （税込494円） 

限定 2000

 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 

1557    υυ   NN 7/3お届け週7/3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

2週目

お試し
ポイント

4週連続

1558    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     葛そうめん  

  250g   434円  （税込469円） 

 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 

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 

1559    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   讃

さ ぬ き

岐そうめん  
  250g×2パック   312円  （税込337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。
    ※8月頃までの取り扱
い予定。        λ八千代（徳
島県つるぎ町）    θ小麦 

1560    NN 7/10お届け週7/10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） 

1561    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   即席らーめん粋（魚介豚骨醤油）5食・ノンフライ麺  

  5食   920円  （税込994円） 
 北海道産小麦粉を使用した中太のノンフライ麺は、ま
るで生麺のような食感。化学調味料不使用で安心で
す。酵母エキス使用。        ■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

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 

1562    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   野菜と食べる！お鍋ひとつでタンメン  

  2食   456円  （税込492円） 

 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 

1563    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   466円  （税込503円） 

限定 2000
イメージイメージ

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かんすいで
作ったもちもちの麺に、厳選素材で作った甘めのソース
付き。        ■セット内容／（麺150g・ソース34g）×3食    λクリ
タ食品（群馬県館林市）  δお届け後8日保証  θ小麦・大豆 

1564    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地宅配のもちもち焼そば（ソース付）3食  

  3食   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かん
すいで作った麺は、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 

1565    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地宅配のもちもち焼そば（ソースなし）3食  

  3食   369円  （税込399円） 

イメージイメージ

1566    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   讃

さ ぬ き

岐うどん5食入り（冷凍）  
  200g×5食   398円  （税込430円） 

 国産小麦と、瀬戸内海の海水から作った
塩のみを使用。製造工程中に足踏み工
程を再現したコシのあるうどん。            λファ
インフーズ（香川県坂出市）    θ小麦 

 手打ちのようなコシのある麺と、甘めに
煮付けたお揚げが美味。魚介の風味を
きかせたつゆがよく合います。            λサンレイ
（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1567    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     冷凍讃岐きつねうどん  

  252g×2食   544円  （税込588円） 

イメージイメージ

パパッと
簡単！
パパッと

 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 

1568    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   冷凍讃岐かき揚げうどん  

  275g×2食   710円  （税込767円） 

限定 1000
イメージイメージ

パパッと
簡単！
パパッと

 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 

1569    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   341円  （税込368円） 

 北海道産小麦粉を使い、職人が手作り
した麺を4日間熟成。切れ端が入ること
があるのでお得です。            λ稲庭吟祥堂本舗
（秋田県湯沢市）    θ小麦 

1570        
     手
て な い

綯職人 稲庭うどん（規格外品）  
  600g   924円  （税込998円） 

イメージイメージ

 国産そばの実を丸ごと挽いたそば粉と国
産小麦で作った乾麺です。香りも豊か。
            λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

1571    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   奥出雲そば・乾麺（国内産有機そば粉使用）  

  200g   312円  （税込337円） 

イメージイメージ

1572    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     出雲そば（生）  

  100g×2食   370円  （税込400円） 

 国産そば粉と国産小麦
粉100％で作った出雲
そばです。そばの実の
甘皮ごと挽いた、香り
高い自社製そば粉を使
用。            λ本田商店（島根
県雲南市）  δお届け後
45日保証  θ小麦・そば 

挽きぐるみ製法の香り高さが自慢挽きぐるみ製法の香り高さが自慢

1573   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     江別製粉のパスタ（スパゲティタイプ）  

  500g   398円  （税込430円） 
 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 

1574    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   餃子の皮  

  26枚   155円  （税込167円） 
 国産小麦と塩、打ち粉には馬鈴薯でん粉を使
用。コシのある餃子に仕上がります。  2点以上注
文すると1点あたり5ポイント付与します。          λキムラ
（東京都青梅市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

1575    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1585    NN 7/3お届け週7/3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   

1586    NN 7/3お届け週7/3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

イメージイメージ

国産小麦のそうめんが2パック入り国産小麦のそうめんが2パック入り

イメージイメージ

後を引くスパイシーな味付け後を引くスパイシーな味付け

暑い日に食欲をそそるカレー風味暑い日に食欲をそそるカレー風味

27126号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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大地宅配の

調味料定番
 大地を守る会の生産
者の大豆と国産小麦
を使用。仕込みから
熟成まで１年以上か
けた醤油です。            λち
ば醤油（千葉県香取
市）    θ小麦・大豆 

1587   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   914円  （税込987円） 

 昔ながらの味と香り
がする、定番濃口醤
油。国産契約栽培の
大豆を原料に、1年半
以上熟成させました。
            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・
大豆 

1588   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   884円  （税込955円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米麹を使い、8カ
月以上かけて熟成さ
せました。香り高い
天然醸造味噌です。
            λ大津賀商店（鳥取
県伯耆町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1590    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   800円  （税込864円） 

 稲田稲作研究会のコシ
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。※同
時配布チラシをご覧く
ださい。        λ大和川酒造
店（福島県喜多方市）     

1593   б б   NN 7/3お届け週7/3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）     

1595   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

 鹿児島県種子島でサ
トウキビから作った
精製度の低い砂糖で
す。            λフルーツバス
ケット［新光糖業］（鹿
児島県中種子町）     

1617    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

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）     

1610    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     米澤製油のなたねサラダ油  
  1400g   1,378円  （税込1,488円） 

 オリーブ原産地、パレスチナ自治区
で栽培され、遠心分離機で製油さ
れたエキストラバージンオイル。    ※1
本につき24円を「スマイルオリーブ
基金」として積み立て、パレスチナに
オリーブの苗を送ります。    ■原産国
／パレスチナ自治区    λオルター・ト
レード・ジャパン（東京都新宿区）     

1615   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     オリーブオイル（パレスチナ自治区産）  

  450g   1,817円  （税込1,962円） 

調味料

20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売しません。

                      

 国産丸大豆を使い、1
年以上熟成させた大
地宅配オリジナル醤
油。扱いやすいペット
ボトル入りです。            λ末
廣醤油（兵庫県たつ
の市）    θ小麦・大豆 

1589    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  

  1000ml   690円  （税込745円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、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 

1591    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み玄米味噌  
  1kg   1,080円  （税込1,166円） 

 長期熟成で、乳酸菌・
酵母・麹菌が生きて
います。もちろん主
原料は国産のものを
使用。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
    θ大豆 

1592    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636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）     

1594   б б   NN 7/3お届け週7/3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）     

1596    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     純米富士酢・360ml  

  360ml   550円  （税込594円） 

 約３カ月発酵させ、６
カ月以上熟成させた、
うまみのある有機玄
米の黒酢。薄めて飲ん
だり、料理にもどうぞ。
飲むときは空腹時を
避けてください。            λ庄
分酢（福岡県大川市）     

1597    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

 地元の栽培期間中農
薬不使用の玄米と良
質な水で仕込んだ、ま
ろやかな味わいの黒
酢です。アミノ酸たっ
ぷり。            λ飯尾醸造（京
都府宮津市）     

1598    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     富士玄米黒酢  
  500ml   1,600円  （税込1,728円） 

 新農業研究会のりん
ごのストレート果汁
をじっくり発酵。米酢
よりまろやかな味わ
いです。            λマルボシ酢
（福岡県川崎町）     

1599    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 まろやか純りんご酢 青森育ち  

  600ml   910円  （税込983円） 

手作り手作り

 本品100mlに対し、切
った生野菜300gの割
合で漬けるだけ。翌日
からどうぞ。            λ飯尾醸
造（京都府宮津市）     

1600    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     富士ピクル酢・360ml  

  360ml   600円  （税込648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）     

1601    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   450円  （税込486円） 

 鍋物や、和風サラダに
も。国産有機本醸造
醤油、国産純米酢、徳
島の有機ゆずなど、
原材料も厳選。            λ光
食品（徳島県徳島市）
    θ小麦・大豆 

1602    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     有機ぽん酢しょうゆ  

  250ml   408円  （税込441円） 

 国産ゆず・かぼすの
果汁、利尻昆布・鹿
児島県産カツオ節の
だしなど、選りすぐり
の素材で仕上げた一
品。            λ飯尾醸造（京
都府宮津市）    θ小麦・
大豆 

1603        
     富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864円） 

1606    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     そばつゆ（ストレート）  

  400ml   550円  （税込594円） 

 数種類のだしが生み
出す複雑な味と香り
に、醤油のこくが調和。
薄めずにどうぞ。            λ日
東醸造（愛知県碧南
市）  δお届け後60日
保証  θ小麦・大豆 

 2種のカツオだしと昆布
エキスを合わせました。
味付けは少し甘めの関
東風で、後味はすっき
り。3倍希釈タイプ。    ※今
週は通常の3倍ポイント
です。        λ新丸正（静岡県
焼津市）    θ小麦・大豆 

1605    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   鰹節屋さんが作っためんつゆ（3倍希釈）  

  1L   1,240円  （税込1,339円） 

 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）     

1608    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,143円  （税込1,234円） 

1609    NN 7/3お届け週7/3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）     

1611   б б   NN 7/3お届け週7/3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）     

1612    NN 7/10お届け週7/10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。※同時配布チラシを
ご覧ください。    ■原産国／アメ
リカ    λアトワ（宮城県仙台市）     

1613    υυ   NN 7/3お届け週7/3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） 

 非遺伝子組み換えの
とうもろこし胚芽を、
圧搾。こくのある香ば
しさで、料理が香り高
い仕上がりに。            λ太田
油脂（愛知県岡崎市）     

1614    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     圧搾コーン油（非遺伝子組み換えコーン使用）  

  910g   665円  （税込718円） 

 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）     

1616        
     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） 

イメージイメージ

 かえし作りから手間
ひまかけた、豊かな
風味と、深みのある味
わい。薄めずにどう
ぞ。    ※9月頃までの取
り扱い予定。        λ日東
醸造（愛知県碧南市）
    θ小麦・大豆 

1607    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     そうめんつゆ（ストレート）  

  400ml   550円  （税込594円） 

7月7日は七夕＆そうめんの日！7月7日は七夕＆そうめんの日！

酢

28 126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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醤油・味噌・酢など

注文書表面の特別注文欄で
ご注文ください。
20歳以上の年齢であることを確認で
きない場合には酒類を販売しません。

季節の
手作り品に

手作り手作り

大地宅配の

調味料定番
 サトウキビを圧搾し
て濃縮・結晶化させた
「原料糖（粗糖）」と
呼ばれる、ミネラル分
が豊富な砂糖です。
            λフルーツバスケット
［生和糖業］（鹿児島
県喜界町）     

1618    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（喜界島限定きび糖）  

  1kg   436円  （税込471円） 

手作り手作り

 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。            λ沖縄物
産企業連合（沖縄県
那覇市）     

1619        
     波
は て る ま

照間島黒糖かちわり  
  200g   327円  （税込353円） 

 国産100％の原料を使
った氷砂糖です。果実
酒作りにどうぞ。    ※梅
酒・果実酒作りなどに
どうぞ。        λ健康フーズ
（神奈川県横浜市）     

1620        
     国産ビート氷砂糖  

  1kg   785円  （税込848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）     

1621   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ヒカリ トマトケチャップ（チューブ）  

  500g   480円  （税込518円） 

1622    NN 7/3お届け週7/3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）     

 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 

1623   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のマヨネーズ（純米酢仕立て）  

  300g   362円  （税込391円） 

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 

1624    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   504円  （税込544円） 

限定 1000

 たっぷりのすりおろし
た玉ねぎと、国産のレ
モン・りんごの果実酢
を使用。マイルドな味
わい。            λ冨貴食研（大
阪府高槻市）  δお届
け後60日保証  θ小
麦・卵・大豆 

1625    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   玉ねぎと果実酢のクリーミィドレッシング  

  230ml   532円  （税込575円） 

 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 

1626    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     金ごまドレッシング  

  190ml   595円  （税込643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 

1604   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   627円  （税込677円） 

1627    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     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） 

 豆腐1丁を入れて温めるだけ。挽肉もた
くさん入っています。辛さ控えめで、家族
みんなで楽しめます。            λ総合農舎山形村
（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

 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 

1628    NN 7/3お届け週7/3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

1629    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     デミグラスソース（ルウ）  
  115g×2パック   495円  （税込535円） 

 国産の小麦粉やビーフエキス、牛脂な
ど、安心素材で作ったうまみとこくのあ
る一品。１パック約６人前。            λ大味研（鳥
取県境港市）    θ小麦・乳・大豆 イメージイメージ

1631    NN 7/3お届け週7/3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 

カレーにカレーに 穏やかな辛さで、うまみ十分穏やかな辛さで、うまみ十分

1630    NN 7/3お届け週7/3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 

カレーにカレーに

1632    NN 7/3お届け週7/3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 

カレーにカレーに

 小麦粉や牛脂などの
国産原料に20種類以
上のスパイスを加え、
直火焼製法でスパイ
シーな香りを際立た
せました。            λイワキフ
ーズ（青森県鰺ヶ沢
町）    θ小麦・大豆 

1633    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   大地宅配の直火焼カレールウ（中辛）・フレークタイプ  

  170g(8皿分)   426円  （税込460円） 

カレーにカレーに

 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）     

1634    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 

カレーにカレーに

 高知県産有機青ねぎを乾燥。小口切りに
刻んであるので、料理に振りかけるだけ。
            λ大地と自然の恵み（高知県香美市）     

1635        
     有機乾燥青葱  

  10g   500円  （税込540円） 

                      2023        
     三河みりん・700ml  
  700ml   1,020円  （税込1,102円） 
     ※酒類です。             

2029        
  $$   洋風ブイヨン  
  15g×10袋   446円  （税込482円） 
                 θ小麦・大豆 

2018        
     かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2024      
     味の母・1.8L  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
                  

2030        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2005      
     もみじそ 300g  
  300g   
422円  （税込456円） 
     ※梅干し作りなどにどうぞ。
        λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

2033      
     漬物塩（海の精）  
  1.5kg   
3,000円  （税込3,240円） 
     ※梅干し・らっきょう漬け作りなどに
どうぞ。        λ海の精（東京都大島町）     

2019    υυ      
  $$   特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  
  450g   500円  （税込540円） 

               δお届け後45日保証  θ大豆 

2025      
     富士酢プレミアム  
  500ml   1,400円  （税込1,512円） 
                  

2035        
     オイスターソース  
  115g   433円  （税込468円） 

                 θ小麦・大豆 

2020    υυ      
     やさかみそ（甘口）  
  750g   589円  （税込636円） 

                 θ大豆 

2026        
     職人さんのすし酢  
  360ml   515円  （税込556円） 
                 θ小麦・大豆 

2036    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 

2031        
     北海道産てんさい含蜜糖  
  500g   
380円  （税込410円） 
     ※梅酒・梅ジュース作りなどにど
うぞ。        λムソー（大阪府大阪市）     

2034        
     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） 
     ※梅干し・らっきょう漬け作りなどに
どうぞ。        λ一の塩（佐賀県唐津市）     

2021      
     千代菊の純米料理酒（有機米使用）  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 
     ※酒類です。             

2027        
     富士すのもの酢  
  360ml   600円  （税込648円） 
                 θ小麦 

2037        
  $$   とうふ一丁で麻婆豆腐の素 2パック  
  180g(2～3人前)×2パック   610円  （税込659円） 
                 θ小麦・大豆 

限定 500

2032        
     おふくろの塩  
  1kg   
414円  （税込447円） 
     ※梅干し・らっきょう漬け作りなどにど
うぞ。        λイカリ商事（鳥取県米子市）     

2098      
     有機米焼酎 
豊永蔵 35度 1.8L  
  1.8L   
3,700円  （税込3,996円） 
     ※酒類です。※梅酒・果実酒作りなどに
どうぞ。        λ豊永酒造（熊本県湯前町）     

2022        
     純米本みりん 飛鳥山  
  500ml   900円  （税込972円） 
     ※酒類です。             

2028        
     有機バルサミコ酢  
  250ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2038    ττ      
     おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

● 天然醸造の国産丸大豆醤油
を使用

● カツオエキスではなく、自社
で煮出したカツオ節だしを
使用

● 醤油、砂糖、「味の母」、魚介
だしなど厳選素材を使用

ここが違う！

化学調味料に頼らず、数種のだしを生かしました
大地を守る会定番の「みのり醤油」をベースに、自社でひと手間か
けて煮出したカツオ節・ムロアジ節・ウルメイワシ節・干ししいたけの
だしをきかせ、深い味わいに仕上げました。だしの鮮度が良く、風味
豊かで甘さはひかえめ。その他の原料も「味の母」、国産のきび糖な
ど、おなじみのものを使い、化学調味料や酵母エキスは使いません。

麺はもちろん麺はもちろん
煮物や和え物にも煮物や和え物にも
重宝する万能調味料重宝する万能調味料

29126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

イメージイメージ

コシのある卵麺に
醤油スープが絶妙

イメージイメージ

のどごしつるん♪ 夏のひんやり麺

 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 

1556    υυбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   冷やし中華  

  2食   457円  （税込494円） 

限定 2000

             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 7/3お届け週7/3お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円）  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 

1557    υυ   NN 7/3お届け週7/3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

2週目

お試し
ポイント

4週連続

             λまほろばライブファ
ーム（山形県高畠町）     

1510    ττ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   蒸し鶏スライス（まほろば）  
  100g×2パック   589円  （税込636円） 

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

                      
 北海道産小麦100%
使用。輸入小麦よりグ
ルテンが少ないので
準強力粉としていま
すが、パン作りはもち
ろん、餃子の皮、ピザ
生地など、強力粉同
様にご利用いただけ
ます。            λ江別製粉（北
海道江別市）    θ小麦 

1636    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532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 

1637    NN 7/3お届け週7/3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） 

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

1638        
     九州パンケーキ（ミックス粉）  

  200g   406円  （税込438円） 
 国産の本わらび粉と馬鈴薯でん粉をブ
レンド。レシピ付きです。            λ高信産業（東
京都武蔵野市）     

1639        
     わらび餅粉  

  200g   424円  （税込458円） 

イメージイメージ

 有機白ごまを、超高
温の遠赤直火焙煎で
深煎りし、香ばしさを
引き出した後、杵で叩
きつぶす「つきごま」
方式で仕上げました。
        ■原産国／ボリビア
    λ和田萬商店（大阪
府大阪市）     

1640        
     有機白すりごま  

  50g   190円  （税込205円） 

 超高温での深煎り遠
赤直火焙煎で香ばし
さを出した後、杵で叩
きつぶす「つきごま」
方式で仕上げました。
        ■原産国／ボリビア・
パラグアイ    λ和田萬
商店（大阪府大阪市）     

1641    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     有機黒すりごま  

  50g   190円  （税込205円） 

 乾燥や選別工程で
割れたり欠けたりした
「かけ葉」を集めまし
た。形は不ぞろいで
も、品質は通常品と同
じです。            λ武久（福岡
県筑後市）     

1643        
     大分産乾しいたけ（規格外・かけ葉）  

  80g   895円  （税込967円） 

 原木栽培のしいたけを
干し上げ、かさの部分
のみをチップ状にしま
した。水戻しや刻む手
間が要りません。    ※同
時配布チラシをご覧く
ださい。        λ菌興椎茸協
同組合（鳥取県鳥取市）     

1644        
     ぱぱっとしいたけ（乾し原木椎茸チップ）  

  30g   555円  （税込599円） 

1645    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ウエダ家のにおわないぬか床  

  1kg   1,800円  （税込1,944円） 
 ウエダ家が開発した自然発酵乳酸菌を加え、冷蔵庫で保存するぬか床
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。※常
に冷蔵庫で保管してください。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

 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   

1646    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     やさかの有機乾燥白米こうじ  

  500g   1,090円  （税込1,177円） 

 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）     

1647        
  $$   青のり  

  8g   590円  （税込637円） 

イメージイメージ

1648    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     重
お も え

茂産 天然カットわかめ  
  20g   541円  （税込584円） 

 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］   

天然ものならではの厚みと香り天然ものならではの厚みと香り
 天日干しして手作業
で選別した長崎県産
芽ヒジキ。乾燥してい
るので、使いたいとき
に必要な分だけ使え
て便利。            λ五島ライ
ブカンパニー（長崎県
五島市）     

1649        
     芽ひじき  

  25g   384円  （税込415円） 

2039        
     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 

2045      
     有機白ごまペースト  

  80g   400円  （税込432円） 
                  

2051        
     花かつお  

  60g   479円  （税込517円） 
                  

2040        
  $$   片栗粉  
  200g   230円  （税込248円） 

                  

2046        
     こだわり高野豆腐  
  96g（6枚）   414円  （税込447円） 
                 θ大豆 

2052        
     削りぶしパック  
  5g×6袋   361円  （税込390円） 
                  

2041      
     有機しらたま粉  
  120g   380円  （税込410円） 

                  

2047        
     大分産乾燥きくらげ・12g  

  12g   350円  （税込378円） 
                  

2053      
     かつお本節（2本組）  
  420g(2本)   3,490円  （税込3,769円） 
                  

             λ武久（福岡県筑後市）     

1642    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   761円  （税込822円） 

2042        
  $$   きなこ  
  200g   320円  （税込346円） 

                 θ大豆 

2048        
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 
                  

2054        
     有機野菜ブイヨンパウダー  
  120g   673円  （税込727円） 

                  

2043        
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 
                  

2049      
     天然日高昆布（カット）  

  45g   458円  （税込495円） 
                  

2055        
  $$   さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

2044        
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 
                  

2050      
     天然利尻昆布（カット）  

  50g   528円  （税込570円） 
                  

2056        
  $$   やきとり缶（タレ）  

  80g   297円  （税込321円） 
                 θ小麦・大豆 

          ※お買い上げ代金のうち10円は、「互恵のた※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 

1306    ττбб   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

原木栽培でていねいに育て
肉厚に仕上げました
昔ながらの原木栽培で時間をか
けて育てたしいたけを、創業80余
年のしいたけ屋が選りすぐりお届
け。肉厚で、とろけるような舌ざ
わりと食べごたえは原木栽培なら
では。良いだしが出て、煮物もお
いしく仕上がります。

30 126号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

カツオ節の味そのままで
す。顆粒だとパックのだし

に比べて少量を使いたいときも
便利ですね。値段も手ごろだと
思います。

（keroさん）

 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）     

1650    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     羅臼昆布（切り落とし）  

  80g   530円  （税込572円） 

 上質の利尻昆布を原
料に、純米酢を使用し
て作りました。お吸い
物や麺類などに加え
てどうぞ。            λ日本海
物産（福井県敦賀市）     

1651        
  $$   とろろ昆布  

  60g   494円  （税込534円） 

 良質のカタクチイワシ
を酸化防止剤を使わ
ず煮干しにしました。
風味抜群！ だし以外
の料理にも◎。            λ西
昆（福岡県古賀市）
  δお届け後30日保証   

1652    υυ   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     煮干し  

  150g   709円  （税込766円） イメージイメージ

1654    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   徳用和風だしパック（かつお）  

  8g×16袋   710円  （税込767円） 

 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 

こくのあるだしが手軽に取れますこくのあるだしが手軽に取れます

 酸化防止剤や着色料
を使わず、天日で干し
ました。香りとうまみ
が凝縮されたおいし
さです。            λマルイ伊
豆川（静岡県静岡市）
  δお届け後45日保
証  θえび 

1653    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     素干し桜えび  

  25g   847円  （税込915円） 

1656   б б   NN 7/3お届け週7/3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） 
 国産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）     

カレーにカレーに

1657   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ツナフレーク（オイル漬）  

  80g×3缶   780円  （税込842円） 
 国産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）     

1655        
     かつおリッチだしの素（顆粒だし）  
  120g（4g×30袋）   880円  （税込950円） 
 うまみが凝縮された鹿児島県枕崎産の
本枯節と、香り豊かな荒節をたっぷり使
用。とけやすい顆粒タイプ。    ※酵母エキス
使用。        λ日本食品工業（鳥取県境港市）     

 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）     

1658    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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） 

 酸化防止剤などの添
加物はもちろん、砂糖
も使用せず、有機スイ
ートコーンそのもの
の甘みを生かしまし
た。        ■原産国／タイ
    λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1659    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     有機ホールコーン（缶詰）275g  

  275g   273円  （税込295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）     

1660    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

健康応援
食品

トレースできる
主原料を原則使用

増量剤等の
余計な食品添加物不使用

主原料は国産・海外産
オーガニックを優先

登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1661    NN 7/3お届け週7/3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

1662    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     有機ケールの青汁（粉末タイプ）  
  3g×30包   3,238円  （税込3,497円） 
 露地栽培された有機ケールを100％使
い、マイクロパウダー製法で溶けやすく
しました。さらりとして飲みやすい青汁
です。            λフジワラ化学（愛媛県西条市）     

1663    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     新ビルベリー＋メグスリノキ（粒）  
  18g（150mg×120粒）   1,886円  （税込2,037円） 

¼  週 9305

 メグスリノキ粉末と、ルテインを含む大
分県産有機ケールを配合しています。
    ※同時配布チラシをご覧ください。        λプ
ロスペリティ（大阪府大阪市）     

1664    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ＤＨＡ・ＥＰＡ（清水港水揚げまぐろ使用）  
  81g(450mg×180粒)   2,000円  （税込2,160円） 

¼  週 9314

 日本船籍の漁船が漁獲し、静岡県清水港
に水揚げしたマグロの脂が原料。１日６粒
が目安です。    ※同時配布チラシをご覧くだ
さい。        λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

1665    NN 7/3お届け週7/3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）     

1666    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     コラーゲンプラス低分子ヒアルロン酸  

  112g   3,500円  （税込3,780円） 
 豚由来のコラーゲンペプチドと、低分子ヒアル
ロン酸を配合。さっと溶けやすい粉末タイプで、
においも気になりません。    ※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）     

1667    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     瀧の酵母 30包  
  66g(2.2g×30包)   4,700円  （税込5,076円） 

¼  週 9323

 清酒天然酵母とパン酵母を合わせた複合酵母が生きた
まま腸へ届きます。さらに、107種の植物の発酵エキス
が酵素を補給。水またはぬるま湯でお召し上がりくださ
い。            λなごみコーポレーション（神奈川県横浜市）    θ大豆 

2057        
     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

             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）    θかに・大豆 

2063        
     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 

2058      
     有機マカ ‘アンデスの贈り物’  
  60g（250mg×240粒）  
 2,838円  （税込3,065円） 
             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

1670        
     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）     

2059        
     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）     

2065      
     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）     

2060        
     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）     

2066        
     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）     

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 

1671    NN 7/3お届け週7/3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） 

1672        
     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） 

 酸味がさわやかなザ
クロとアサイーを合わ
せた果実味あふれる
みずみずしい味に仕
上げました。        ■原産国
／イギリス    λ生活の木
（東京都渋谷区）     

さわやかな果実味が口いっぱいに広がりますさわやかな果実味が口いっぱいに広がります
2061      
     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）     

2067        
     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）     

2062      
     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） 
             λベストアメニティ（福岡県
久留米市）    θ大豆 

2068      
     みんなのどくだみ茶  
  3.5g×20包  
 700円  （税込756円） 

             λ小川生薬（徳島県東みよし町）     

1669    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ウエダ家の自然発酵乳酸菌 30包  
  1g×30包   3,420円  （税込3,694円） 

 農薬を使わず栽培したサ
サニシキと玄米麹を低温
でじっくり発酵。乳酸菌
と酵母が腸内環境を整
えます。    ※定期お届け登
録を開始しました。ぜひ
ご利用ください。        λＣＯ
ＢＯ（神奈川県横浜市）     

¼  週 9338

口あたり良い乳酸菌パウダーで腸活！口あたり良い乳酸菌パウダーで腸活！

カツオ節そのままの味。カツオ節そのままの味。
顆粒なので少量使いに便利顆粒なので少量使いに便利

イメージイメージ

31126号¼  週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると1点につき販売価格（税抜）の 1%相当のポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。

大地宅配オリジナル商品で、特に厳選原料を使用しています。主原料の野菜・米はすべて国産で大地宅配独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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洋菓子
和菓子

合成着色料・甘味料、乳化剤等の
食品添加物不使用

チョコレートはフェアトレード、
オーガニックを優先

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

生クリームはすべて
国産生乳使用

                      

 大地宅配のりんごを煮てたっぷり混ぜ込み、煮
汁も加えた風味豊かなケーキです。    ※6月頃ま
での取り扱い予定。        λナチュランド本舗（東京
都多摩市）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1674    ττ       
  $$   アップルスクエア  

  4コ   690円  （税込745円） 
 中の特製クリームは生乳100％の生クリームと、
バニラが香るカスタードクリームを合わせました。
        ■サイズ／直径約15cm    λムーラン ナ ヴァン（静
岡県函南町）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1675    ττ       
  $$   パリブレスト（リングシュークリーム）  

  1コ   1,409円  （税込1,522円） 

新商品

イメージイメージ

梅栽培の歴史約700年を誇る吉野
の里。そこで長年梅栽培に取り組
む王隠堂農園から。原料の完熟南
高梅とゆずは、自社グループで栽
培したものを使用。南高梅を塩漬
けせず、直接ゆずシロップに漬け込
むことで、いわゆる梅干しとは異な
る味わいに仕上げました。そのまま
食べる他、ドリンクに入れても。

         ■原材料／梅、砂糖（ビートグラニュー
糖）、ゆず果汁    λ王隠堂農園（奈良県五
條市）  δお届け後20日保証   

1002    υυ       
     王隠堂の完熟南高梅ゆずシロップ漬け  

  150g   582円  （税込629円） 

この季節にうれしい、ほんのり甘いこの季節にうれしい、ほんのり甘い
さわやかな梅のスイーツが新登場さわやかな梅のスイーツが新登場

 水あめとバナナの甘みを生かし、豆乳を入れてしっとり焼き上げまし
た。 内モンゴル自治区産の重曹使用。    ※本品製造工場では卵･乳を含
む製品を製造しています。    ■サイズ／上面約11×8×高さ4.5cm    λナ
チュランド本舗（東京都多摩市）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1676    ττ       
  $$   バナナパウンドケーキ（卵・乳製品不使用）  

  1本   746円  （税込806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 

1678    ττ       
  $$   ヒロタのシューアイス（ミルク）  

  43ml×6コ   724円  （税込782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。    ※同時配布チラシをご覧ください。※次回、値
上げします。        λ吉川食品（北海道砂川市）    θ小麦 

1679    ττ       
     北海道よもぎ大福  

  70g×5コ   509円  （税込550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   

1680    ττ       
  $$   宇治松屋の黒ごま大福  

  4コ   933円  （税込1,008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 

1681    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785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 

1682    ττ       
     きな粉おはぎ（こしあん）  

  50g×4コ   413円  （税込446円） 

イメージイメージ

1684    NN 7/3お届け週7/3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） 

 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 

 上新粉とよもぎなどで作ったもちもちの
団子に、やわらかな甘みのあんをのせま
した。            λ港製菓（新潟県新潟市）  δお届
け後60日保証  θ小麦 

1683    ττ       
  $$   串団子（くさあん）  

  45g×5本   620円  （税込670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。
    ※9月頃までの取り扱い予定。        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 

1685        
     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
黒みつ付き。    ※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   

1686    υυ   NN 7/3お届け週7/3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   

1687    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1688        
     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 

1689    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）     

1690    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   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

 宇治茶でおなじみの茶師・中井通夫さん監修。
宇治抹茶のほろ苦さと、ふるふるの食感が美
味。    ※フルーツやあんは入っていません。        λア
トレ（京都府木津川市）  δお届け後45日保証   

1691        
     茶師監修 宇治抹茶寒天  

  100g×3コ   554円  （税込598円） 

イメージイメージ

 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。    ※次回、値上げします。        λかんら
ん車（三里塚酵素の会）（千葉県成田市）     

1692    υυ       
     干し芋（べにはるか）  

  150g   598円  （税込646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）     

1693    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 

サラダ油を使わず、生クリームでサラダ油を使わず、生クリームで
しっとり＆ふわふわの食感にしっとり＆ふわふわの食感に

一般的なシフォンケーキは生地に
サラダ油を加えますが、本品は生ク
リームを使用。さらにチョコレート
とココアを多く配合し、濃厚でこく

のある風味に仕上げ
ました。お好みで生ク
リームを添えても。

         ■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 

1673    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） 

 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6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 

1694    υυ   NN 7/10お届け週7/10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 

1695    υυ   NN 7/10お届け週7/10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） 

 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   

1696        
     岡林農園の小夏っ娘ゼリー  

  100g×2コ   443円  （税込478円） 

 牛乳、練乳、砂糖に抹茶と寒天のみで作
ったシンプルな抹茶アイス。生乳と抹茶
の風味が豊かです。            λ海老屋アイス工房
フェリーチェ（山梨県甲府市）    θ乳 

1697    ττ       
     アイスキャンディー（抹茶）  

  60ml×4本   677円  （税込731円） 
1698    ττ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     こんにゃくアイス（あずきミルク味）  

  76ml×5本   862円  （税込931円） 

 こんにゃく粉を使っ
た、ゼリーのような新
食感。小倉あんのやさ
しい甘さで心も和む
味わい。            λサンエツフ
ーズ（群馬県太田市）
    θ乳 

限定 500

心和む小豆とミルクのやさしい味心和む小豆とミルクのやさしい味

イメージイメージ

つるんとやさしい甘みを楽しんでつるんとやさしい甘みを楽しんで

パスティーフーズ
井戸 安二郎さん

今週の
おすすめ

32 126号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青　

果

米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_126_p32M_04.indd   32 2017/06/05   12:30:17



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

「檸檬のタルト」どこが違うの？
大地宅配は大地宅配は

国産レモン果汁と新鮮な生クリームの、
甘酸っぱく、さわやかな味わいが魅力
国産レモンの果汁をたっぷりと使った、さっぱりとした味わいのタル
トです。パータシュクレといわれるクッキーのようなタルト生地は、
国産小麦粉の香りが豊か。その生地に、レモンの酸味がしっかりと
感じられるフィリングを流し入れ、低温で焼き上げました。

ご家族でのティータイムや、自分へのご褒美にどうぞ
レモンフィリングには、地元・丹那の新鮮なヨーグルトと生クリーム
に加え、オレンジリキュールを香りづけにして、さわやかさと華やか
さをプラス。リッチでまろやかな、大人の味覚をお楽しみいただける
一品に仕上げています。お好みでソースやフルーツを添えるのもお
すすめです。
ご家族でのティータイムや自分へのご褒美に、至福の時間を味わえ
ます！
 加工食品担当：西田 和弘

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

                      

 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   

1699        
     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） 

 一口サイズのゼリー。国産りんごの果汁を使
い、香料や酸味料は使用していません。    ※凍
らせて食べないでください｡         λフルーツバス
ケット（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1700    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   ミニカップゼリー（りんご）  

  22g×12コ   330円  （税込356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）     

1701    NN 7/3お届け週7/3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）  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。※同時配布チラシをご覧ください。
※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   

1702    NN 7/3お届け週7/3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 

1703    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     きらず揚げ（しお）  

  160g   291円  （税込314円） 

 大地を守る会の生産者のキャベツをたっぷ
り練り込んだクラッカー。ワインやビールの
おつまみに。            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 

1704        
  $$   キャベクラッツ（クラッカー）  

  60g   448円  （税込484円） 
 国産小麦粉を使ったハードクッキー。レ
ーズンやカレンツ、レモンピールがたっぷ
りです。            λげんきタウン（大阪府豊中市）
  δお届け後45日保証  θ小麦 

1705    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     フルーツ・バー（ハードクッキー）  

  10枚   380円  （税込410円） 
 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 

1706    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     カシューナッツ（カレー味）  

  60g   520円  （税込562円） 

 丹那のヨーグルトに国産
レモンの果汁をたっぷり
加えたさわやかな酸味の
タルト。リキュールで華や
かな香りに仕上げました。
            λムーラン ナ ヴァン（静
岡県函南町）  δお届け後
15日保証  θ小麦・卵・乳 

1677    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529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   

1707    NN 7/3お届け週7/3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。※9月頃までの取り扱い予定。
        λオーガニックフォレスト（東京都世田谷区）     

1708    υυ   NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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

 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 

1709        
     ポンせん黒糖味  

  120g   284円  （税込307円） 
 無茶々園の新鮮なシラスを練り込み、サ
クサクと食感の良いおかきにしました。
あっさりとした味わいです。            λ富士見堂
（東京都葛飾区）  δお届け後45日保証   

1710    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     しらす揚げおかき  

  50g   320円  （税込346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 

1711        
     島醤油せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 

 成清海苔店の一番摘みの海苔で、富士見
堂の一口醤油せんべいを1枚ずつていね
いに巻きました。            λ富士見堂（東京都葛
飾区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1712    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     成清さんの海苔せんべい  

  12枚   417円  （税込450円） 

 アメリカの提携農場
のプルーンを使用。食
べやすい種抜きタイ
プ。そのままでも、お
菓子作りにも。            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）     

1713    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     第3世界ショップのドライプルーン（種抜）  

  120g   580円  （税込626円） 

1714   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ノヴァの有機レーズン  

  350g   800円  （税込864円） 
 アメリカ産オーガニックレーズン。たく
さん使う方向けの大袋入りです。        ■原産
国／アメリカ    λノヴァ（埼玉県北本市）
  δお届け後60日保証   

 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   

1715        
     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）     

1716    NN 7/10お届け週7/10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） 

 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   

1717    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     第3世界ショップのくるみ  

  65g   600円  （税込648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   

1718    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     第3世界ショップのアーモンド（無塩）  

  70g   580円  （税込626円） 

2074        
     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 2080      
     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 

2069    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 

2075        
     麩菓子  
  12本   250円  （税込270円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2081        
     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   

2070        
     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   

2076        
     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   

2082        
     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   

 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   

1719    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     第3世界ショップのマカデミアナッツ（食塩不使用）  

  65g   580円  （税込626円） 

 ピスタチオ、アーモン
ド、カシューナッツ、く
るみの4種類をミック
ス。ナッツ本来のおいし
さが楽しめます。      ■原
産国／アメリカ、カンボ
ジア、スリランカ      λ第
３世界ショップ（プレ
ス・オールターナティブ）
（東京都目黒区）  δお
届け後60日保証   

1720    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     よくばりナッツミックス（油・食塩不使用）  

  80g   600円  （税込648円） 

2071        
  $$   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 

2077      
     煎り黒豆ソイ美－ン（味噌・きな粉）  

  72g   350円  （税込378円） 
                 θ大豆 

2083        
     古代ペルシャの宝物 グリーンレーズン  
  100g   450円  （税込486円） 

                  

2072        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2078      
     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   

2084        
     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   

2073        
     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 

2079    υυ     
     ラプンツェル ミルクチョコレート  
  100g   800円  （税込864円） 

               δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

限定 100 2085      
     北海道産のしあたりめ  

  42g   456円  （税込492円） 
               δお届け後60日保証   

ドライフルーツなど

33126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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ごくごく飲みたい家族の定番ドリンクは、箱売がお得！ごくごく飲みたい家族の定番ドリンクは、箱売がお得！

ジュース：原料は国産契約栽
海外産オーガニックを優先

合成甘味料、酸味料、香料
食品添加物は原則不使用

飲料 登録する
1%お得

                      

1721    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル10缶  
  160g×10缶   2,390円  （税込2,581円） 
 大地宅配の野菜と「日本デルモンテ
（株）」の技術を合わせた自信作。1缶当
たり290gの野菜を使用。            λ日本デルモ
ンテ株式会社（長野県千曲市）     

1722    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
 野菜本来の味わいを感じられる、あらご
し感のある人参とトマトのピューレが魅
力。買い置きにどうぞ。            λ日本デルモン
テ株式会社（長野県千曲市）     

¼  週 9329

1723   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）10缶  
  160g×10缶   1,771円  （税込1,913円） 
 りんごと人参の自然な甘みがおいしい野菜ジュ
ース。人参は濃縮還元汁を使用。    ※原料のほう
れんそうの黒っぽい繊維質が沈殿する場合があ
ります。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1724    NN 7/3お届け週7/3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

1726    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ＦＢ有機トマトジュース・無塩（20缶）  
  190g×20缶   4,400円  （税込4,752円） 
 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）     

 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）     

1727    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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） 

 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）     

1728        
     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） 

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。
お風呂上がりにもどうぞお風呂上がりにもどうぞ

イタリア産有機レモンを使った微
炭酸飲料。キリッとした酸味と香
り、すっきりさわやかな甘みを楽し
めます。炭酸が穏やかなので、焼酎
などを割るときにもぴったり。

             λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1731    NN 7/10お届け週7/10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） 

1729    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,429円  （税込1,543円） 
 りんごの華やかな香りと甘みがいっぱい
に詰まった、果汁100％ストレートジュ
ース。            λフルーツバスケット（静岡県函
南町）     

1732        
     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）     

1733    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     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） 

1734    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     樽井さんの水出し煎茶ティーバッグ  
  100g（5g×20パック）   673円  （税込727円） 

 すっきりとした後味と
香りが特徴の樽井さ
んの煎茶を、冷水で手
軽に作れるティーバッ
グにしました。    ※9月
頃までの取り扱い予
定。        λ日本農産（静岡
県浜松市）     

1735        
     新茶・特撰せとやみどり  

  100g   1,050円  （税込1,134円） 

 駿河地方に古くから残
る在来種「せとやみど
り」と「やぶきた」をブレ
ンド。淡泊で適度な渋
味が特徴です。    ※次回
取り扱いは来年５月頃
予定。        λ水車むら農園
（静岡県藤枝市）     

昔から伝わる在来種をブレンド昔から伝わる在来種をブレンド

 新茶を深く蒸してうま
みを引き出し、独特の
色、味、香りに仕上げ
た新茶です。    ※次回取
り扱いは来年５月頃
予定。        λ日本農産（静
岡県浜松市）     

1736        
     新茶・樽井さんの有機霧

きりやまむしん

山無心  
  100g   1,799円  （税込1,943円） 

 茎を選別する前の「荒
茶」を深蒸ししたあら
もみ茶。豊かな風味
をお楽しみください。
    ※次回取り扱いは来
年５月頃予定。        λ日本
農産（静岡県浜松市）     

1737        
     新茶・樽井さんの有機あらもみ茶  

  100g   931円  （税込1,005円） 

 一番茶のなかでも、若
い新芽だけを使用。
ていねいに仕上げた
やぶきた品種の上級
煎茶です。    ※次回取
り扱いは来年５月頃
予定。        λ水車むら農園
（静岡県藤枝市）     

1738        
     新茶・新芽みどり  

  100g   1,300円  （税込1,404円） 

 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。    ※次回取
り扱いは来年５月頃
予定。        λ堀田勝太郎
商店（京都府宇治市）     

1739        
     新茶・宇治有機特撰緑茶  

  100g   1,500円  （税込1,620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）     

1740        
     北村製茶の有機ほうじ茶  

  150g   466円  （税込503円） 

 良質な有機セイロン
紅茶に、柑橘系の香
りがさわやかな天然
由来の有機ベルガモ
ット精油を噴霧しま
した。        ■原産国／スリ
ランカ    λノヴァ（埼玉
県北本市）     

1741        
     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） 

 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。    ※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川原
製粉所（東京都練馬区）     

1742    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   特撰 職人香味焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  

  10g×20包   256円  （税込276円） 

2086        
  $$   箱売・アップル＆キャロット混合飲料30本  
  195g×30本195g×30本      4,4004,400円  円  （（税税込込4,7524,752円）円）  
                  

2092      
     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） 
                  

2087        
  $$   りんごジュース1000ml  
  1000ml   740円  （税込799円） 
                  

2093        
     国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  
  520g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2088      
     ぶどうジュース（白）  
  500ml   580円  （税込626円） 
                  

2094        
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  
  400g   1,272円  （税込1,374円） 
                  

1757    NN 7/3お届け週7/3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） 
 自然環境で磨かれた天然水をろ過し、キ
レのある炭酸を加えました。そのまま飲
んでも、割り材にしても。            λ友桝飲料（佐
賀県小城市）     

1725    NN 7/3お届け週7/3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  りんごの華やかな香
りと甘みが詰まった、
果汁100％ストレー
ト。お得な箱売りで
す。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1730    NN 7/3お届け週7/3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） 

2089      
     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） 
                  

2095        
     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） 

                  

2090        
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  
  200g   600円  （税込648円） 

                  

2096        
     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） 

                  

2091      
     まるごと粉末茶 有機発芽玄米緑茶  
  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
                  

2097      
     黒糖ココア  
  190g   600円  （税込648円） 

                  

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

箱売アイテム

※注文番号が
1で始まる商
品が対象。

34 126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

 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）     

1743    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
  $$   徳用・職人香味焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  

  10g×48包   537円  （税込580円） 

 国産の六条大麦を昔
ながらの製法で煎り
ました。独特の香ばし
さが特徴です。煮出し
てどうぞ。            λ川原製
粉所（東京都練馬区）     

1744        
  $$   職人香味焙煎 麦茶（丸粒・国産六条大麦使用）  

  500g   380円  （税込410円） 

 お値段そのままで、５包多くお入
れしてお届けいたします。    ※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）     

1745        
     ルイボス茶（有機栽培）増量パック  
  3.5g×55包   2,250円  （税込2,430円） 

 発酵させていないので、さわやかな
味わい。5包お得な増量パックです。
    ※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）     

1746        
     みどりのルイボス茶（有機栽培）増量パック  
  3.5g×55包   2,300円  （税込2,484円） 

 有機米麹と有機コシ
ヒカリ玄米だけを使
った、 有機原料100
％、ノンアルコールの
甘酒。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
  δお届け後46日保証   

1747    υυ       
     有機玄米甘酒  

  250g   350円  （税込378円） 

1748    υυ       
     金寳の酒粕あまさけ  

  490ml   640円  （税込691円） 

 栽培期間中農薬不使
用の米で造った日本
酒の酒粕を使用した、
ノンアルコールの甘
酒。ミルキーでまろ
やかな味わいです。
            λ仁井田本家（福島
県郡山市）     

 農薬・化学肥料を使わずに栽培したコー
ヒー。苦味が少なくマイルドな味です。
生豆原産国ブラジル・メキシコ。            λウイ
ンドファーム（福岡県水巻町）     

1750    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     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） 

1751        
     箱売・リキッドコーヒー・ペルー（無糖）6本  
  1000ml×6本   3,270円  （税込3,532円） 
 直火焙煎した生豆をネルドリップ方式で抽出しまし
た。そのままでも、牛乳を加えてカフェ・オ・レでも。
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）     

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。

                      新商品

1001        
     天鷹 有機純米大吟醸  
  720ml   2,200円  （税込2,376円） 

     ※同時配布チラシをご覧
ください。    ■原材料／米、
米麹■原料米／五百万石
■日本酒度／＋3■アル
コール度数／15度    λ天
鷹酒造（栃木県大田原市）     

体においしいお酒。手みやげにも最適体においしいお酒。手みやげにも最適
有機日本酒を醸し続ける天鷹酒造が、有
機五百万石を用い、ていねいに仕込んだ
純米大吟醸酒。やわらかなこくと吟醸香を
持つ、やさしい味わいのお酒です。冷やで
も常温でも、また大吟醸ですがぬる燗でも
おいしく召し上がっていただけます。

 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）     

1760    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 

1759    υυ       
     天鷹 有機純米 スパークリング生酒  
  720ml   1,450円  （税込1,566円） 

 有機酒米「五百万石」などで仕込んだ、
微発泡の純米酒。すっきりとした辛口で
す。    ※お酒が吹き出すため時間をかけて慎
重に開栓の上、冷蔵庫保存で。※216円（税
込）値下げします。※同時配布チラシをご覧
ください。    ■原料米／五百万石、あさひの
夢■日本酒度／＋3.5■アルコール度数／
15度    λ天鷹酒造（栃木県大田原市）     

 さわやかな酸味と個
性ある香りが特徴の、
やや甘口のワイン。酸
化防止剤不使用のフ
レッシュな味わいで
す。        ■アルコール度数
／12％    λ林農園（長
野県塩尻市）     

1761    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     五一わいん コンコード（赤やや甘口）  
  720ml   1,085円  （税込1,172円） 

 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）     

1762    NN 7/10お届け週7/10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）     

1763    NN 7/10お届け週7/10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） 

 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）     

1764    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     いわて蔵ビール・きんくら  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 

1765        
     有機農法ビール 24缶  
  350ml×24缶   5,774円  （税込6,236円） 
 ドイツ産の有機麦芽とホップを使用。マスカッ
トを思わせるほのかな香りとふくよかでバラン
スの良い苦味。    ※次回、値上げします。    ■アルコ
ール度数／5％    λ日本ビール（東京都目黒区）     

1766        
     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）     

2099        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 
                  

2102        
     井筒ワイン コンコード（赤中口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2100        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2103    υυ      
     風の谷のビール ピルスナー  
  330ml×6本   2,790円  （税込3,013円） 
               εお届け後45日保証   

2101        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2104        
     いわて蔵ビール・くろくらいわて蔵ビール・くろくら    
  350ml×6缶     350ml×6缶   1,8601,860円  円  （（税税込込2,0092,009円）円）  
                 θ小麦 

 国内随一のカルシウム含有量を誇る、弱アルカリ
（pH7.6）で非加熱のミネラルウォーターです。
            λ岩泉産業開発（岩手県岩泉町）     

      龍泉洞の水龍泉洞の水            
 1753         2L    247円    （税込267円）   毎週 9342     隔週 9343    

 1754   б  б    箱売   2L×6本   
 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9345     隔週 9346                                                                             

1754

1752   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     箱売・雲仙島原の天然水（2Ｌ×8本）  

  2L×8本   2,841円  （税込3,068円） 

毎週 9339 隔週 9340

 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）     

1756   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9348 隔週 9349

 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）     

1755   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685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）     

1749   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

甘みと酸味のバランスが良い定番ブレンド甘みと酸味のバランスが良い定番ブレンド

 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。    ※次回
取り扱いは来年5月頃予定。
    ■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）     

1758    υυ       
  $$   種蒔人 純米吟醸（生酒）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

国内有数のカルシウム含有量を誇る、人気の水 「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

酒類販売管理者標識
■ 販売場の名称及び所在地
株式会社大地を守る会
千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-D-21
■ 酒類販売管理者の氏名
菅原 丈明（スガワラ タケアキ）
■ 酒類販売管理研修受講年月日
平成27年5月12日
■ 次回研修の受講期限
平成30年5月11日
■ 研修実施団体名
 一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会

35126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）

2108    NN 7/3お届け週    
     ｋｅｓｋｉｎ（ケスキン）  

  200ml   2,980円  （税込3,218円） 
       ※本製品は吸入用、飲用ではありません。人体・ペット・飲食物などに直
接スプレーしないでください。  ■サイズ／直径4.8×高さ17.4cm、重量
230g    λＴＷＯ（東京都港区）     

2109    NN 7/10お届け週    
     ナチュラプラス エアコン用 
カビよけＢＯＸ  

  1コ   980円  （税込1,058円） 
       ※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）     

2110    NN 7/10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。  ■サイズ／98×
102cm    λ宇部マテリアルズ（東京都中
央区）     

ヘルス＆
ビューティー

                      

2111    NN 7/10お届け週7/10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）     

2112    NN 7/10お届け週7/10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）     

 水を使わず厳選した
国産のハーブウォー
ター、植物エキスとオ
イルで作った泡タイ
プの洗顔料。きめ細か
な泡でやさしく洗い
上げ、しっとり潤う肌
に。クレンジングにも。
      ■使用の目安／開封
後3カ月      λアマナクラ
（神奈川県鎌倉市）     

2113        
     ハーブフォーム（洗顔料）  
  150ml   1,900円  （税込2,052円） 

2114        
     もったいナイ・オリプレソープ・バージンオリーブオイル 2コセット  

  2コ組   1,157円  （税込1,250円） 

 一番搾りのバージンオリーブオイルで作ったマ
イルドな石けんです。製造時にできる規格外の
ものをお得な価格でお届けします。      ※規格外商
品のため、重量にバラつき（2コで280～305g）
があります。      λプロモ・ジャパン（東京都国立市）     

 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）     

2115    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     びわ葉水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 スギナのエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。豊富
なミネラルが毛穴を
引き締めハリのある
肌へ。肌トラブル防止
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）     

2116    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     すぎな水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 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）     

2117        
     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） 

2118        
     ウブスナウブスナ フィトリュクス  フィトリュクス 
ソープソープ（洗顔用枠練石けん）（洗顔用枠練石けん）    
  80g     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）     

2120        
     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）     

2119        
     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）     

2121        
     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）     

                      

専 乳幼児

P.38掲載 ヘルス＆
ビューティ商品

   オリザレート            
 2122       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）      
 2123       クリアウォッシュ（洗顔料）   150ml    2,400円    （税込2,592円）      
 2124       スキンローション（化粧水）   80ml    2,000円    （税込2,160円）      

 2125       ルーセントジェル（美容ジェル）   30g    3,400円    （税込3,672円）      
 2126       エッセンスミルク（乳液）   80ml    2,150円    （税込2,322円）      
 2127       モイスチャークリーム   30g    2,300円    （税込2,484円）       

抗菌や除菌と異なり、光触媒の作用により、菌・ウィルス・にお
いの元を、水やCO2などに分解除去します。吹きかけるだけ
で生活環境のキレイを保ちます。

お部屋を清潔にバリアコーティング。
雑菌やにおいの元を光の力で“分解除去”

じめじめシーズンのエアコンは、特にカビが発生しやすい場
所のひとつ。本品は、吸気口に貼るだけでカビの発生を約3カ
月間予防。カビは放っておくとハウスダストの原因になるの
で、しっかりしたお手入れが大切です。

エアコンの吸気口に貼るだけで
気になるカビをしっかり予防！

お子さんのおもちゃにお子さんのおもちゃに毎日触れる寝具に毎日触れる寝具に

ペット周りにペット周りに

布団や敷パッドの下に敷くだけで、除湿・消臭。無臭・無機系
防ダニ剤「セグロセラ」が、ダニが嫌う環境を作ります。天日干
しすれば、約1年は繰り返し使えて経済的。雨の日が続いて
も、カラッと清潔な寝具で眠れます。

繰り返し使えるシートで除湿・消臭。
ダニが嫌う環境を作ります

梅雨時梅雨時ににうれしい便利品うれしい便利品でで快適な生活快適な生活をを

36 126号 ●36～39ページの雑貨の原材料は新商品についてのみ表示しています。 ●サイズは全て約寸です。 ●商品のパッケージは予告なく変更になる場合があります。
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2128        
     スウィーツソーパー ナチュラルローズローション（化粧水）  

  100ml   2,500円  （税込2,700円） 

 トルコ産ダマスクロ
ーズから採ったロー
ズ水が華やかに香る
化粧水。しっとりなめ
らかな使い心地で、肌
をやさしく潤します。
      ※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パルセイユ
（福岡県芦屋町）     

 陸前高田の椿や三陸
のワカメなど、植物の
力で肌の奥までしっ
とりと潤す化粧水。ぽ
ってりとした感触で、
肌につけるとさらりと
なじみます。            λネパ
リ・バザーロ（神奈川
県横浜市）     

2129        
     クーネ エッセンス ローション（化粧水）  
  100ml   1,900円  （税込2,052円） 

 高麗人参、アロエ、ス
ギナ、ドクダミ、ハトム
ギなど19種類の植物
エキスを配合。生き生
きとしたお肌へと導
きます。      ※においに敏
感な方は冷蔵保存を
おすすめします。      λ淀
エンタープライズ（栃
木県大田原市）     

2130    NN 7/10お届け週7/10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）     

2131    NN 7/10お届け週7/10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）     

2132    NN 7/3お届け週7/3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） 

 保湿成分にホホバオ
イルとコラーゲン、天
然由来のヒアルロン
酸を配合。みつろう乳
化でさらっとした使用
感。ローズ油の濃厚な
香り。      ※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パルセイ
ユ（福岡県芦屋町）     

2133        
     スウィーツソーパー ミルキーエッセンス（乳液）  

  30ml   2,800円  （税込3,024円） 

 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）     

2134    NN 7/10お届け週7/10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）     

2135    NN 7/10お届け週7/10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）     

2136    NN 7/10お届け週7/10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）     

2137    NN 7/10お届け週7/10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） 

2138        
     スウィーツソーパー ゴールデンノニーフェイスパック  

  120g   2,000円  （税込2,160円） 

 ミネラル豊富な沖縄県産
の海泥に、ノニエキス、対馬
産のはちみつを加えたぜい
たくな洗い流すタイプのパ
ック。しっとり、もちもちの
肌へと導きます。      ■使用の
目安／開封後6カ月      λパル
セイユ（福岡県芦屋町）     

沖縄県産・海泥の力でもちもち肌に沖縄県産・海泥の力でもちもち肌に

2139        
     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）     

2145        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2154        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2146        
     アルミホイル8ｍ 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2155   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           

2147        
     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） 
                  

2156      
     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） 
                  

 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）     

2140        
     ナチュラル馬油レギュラー（ボトル）  

  60ml   2,500円  （税込2,700円） 

 スティックタイプの繰り
出し式ファンデーショ
ン。直接肌に塗って手で
伸ばすだけでムラなくき
れいな仕上がり。石けん
だけで落とせます。      ※Ｓ
ＰＦ50、ＰＡ＋＋＋ ※デ
リケートな素材のため
衝撃は避けてください。
      λナチュラピュリファイ
研究所（東京都中央区）     

2141        
     24ｈ スティックカバーファンデーション（ライトオークル（明るい肌色））  

  13g   4,743円  （税込5,122円） 

 スティックタイプの繰り
出し式ファンデーショ
ン。直接肌に塗って手で
伸ばすだけでムラなくき
れいな仕上がり。石けん
だけで落とせます。      ※Ｓ
ＰＦ50、ＰＡ＋＋＋ ※デ
リケートな素材のため
衝撃は避けてください。
      λナチュラピュリファイ
研究所（東京都中央区）     

2142        
     24ｈ スティックカバーファンデーション（ナチュラルオークル（標準の肌色））  

  13g   4,743円  （税込5,122円） 

2148      
     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） 
                  

2157        
     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           

2149      
     ぽこぽこ毛糸のクロススポンジ2枚セット グリーン×イエロー  
  1セット   500円  （税込540円） 
                  

2158      
     粉石けん用ネット  

  1コ   600円  （税込648円） 
                  

2150        
     自動製氷機の汚れ取り洗浄剤  
  200ml   600円  （税込648円） 
                  

2159      
     米ぬかネリー（クレンザー）  
  220g   700円  （税込756円） 

                  

 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）     
2144        
     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） 

2151        
     樹から生まれた手袋 プリティーネＭサイズ 2コ組  
  2組セット   570円  （税込616円） 
                  

2160      
     樹から生まれた手袋 リッチネ中厚手Ｍサイズ 2組  
  2組セット   570円  （税込616円） 
                  

2152        
     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） 
                  

2161        
     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） 
                  

2153        
     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） 
                  

2162      
     ＡＵＲＯキッチンお掃除シート  
  15枚   320円  （税込346円） 

                  

2163        
     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）                   

2167        
     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）                   

2171      
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
石けんシャンプー  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2175   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）                   

2179   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2164        
     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）                   

2168        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2172      
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
リンス  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2176      
     ＳＯＭＡＬＩ
バスクリーナー
（詰替え用）  
  1000ml   1,800円  （税込1,944円）                   

2180        
     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）                   

2165        
     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）                   

2169   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）                   

2173      
     ＳＯＭＡＬＩ
トイレクリーナー
（詰替え用）  
  1000ml   1,800円  （税込1,944円）                   

2177        
     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）                   

2181        
     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）                   

2166   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）                   

2170        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2174   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）                   

2178   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）                   

2182   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）                   

 くすみを抑え、透明感のある肌に仕上げ
る美容液フェイスパウダー。テカリの気に
なる Tゾーンなどにもおすすめです。      ※Ｓ
ＰＦ23、ＰＡ＋＋      λＲＥＤ（東京都目黒区）     
2143        
     アクア・アクア オーガニックフィニッシュパウダー ピンクベージュ  

  3.3g   2,500円  （税込2,700円） 限定20

メイクの仕上がりをトーンアップメイクの仕上がりをトーンアップ

詰替用・日用品など

37126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）     

2183        
     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）     

2184        
     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） 

2185        
     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）     

 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）     

2186    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2187        
     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）     

2188        
     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）     
2189        
     ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g   1,500円  （税込1,620円） 

2190   б б   NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が一緒につくった。浴用石けん  

  140g×3コ   315円  （税込340円） 

 香料や着色料、防腐剤は一切不使用の
浴用石けん。140gと大きめ。3コ入りの
お徳用です。        ■サイズ／24×13×2.5cm
    λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2191    NN 7/10お届け週7/10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）     

2192        
     パックスナチュロンクリームソープ無香料  

  100g×3コ   420円  （税込454円） 

 植物性石けんに、保湿成分としてひまわ
り油とホホバ油を加えた、きめ細かい泡
立ちの石けんです。無香料タイプです。
            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 フレッシュハーバルグ
リーンの香り。一押し
で濃密な泡になり、や
さしい洗い心地です。
詰替えしやすい大口
径ボトルです。            λ太
陽油脂（神奈川県横
浜市）     

2193        
     ボトル・パックスナチュロンボディーソープ  

  880ml   1,460円  （税込1,577円） 

 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）     

2194    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   630円  （税込680円） 

2195    NN 7/10お届け週7/10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）     

2196    NN 7/10お届け週7/10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）     

2197    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     マスティマストくちゅぺ（液体歯みがき）  
  300ml   2,000円  （税込2,160円） 

 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）     
2198        
     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％
のスキンケア入浴剤。
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）     

2199        
     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）     
2200        
     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） 

 虫が嫌がるシトロネラの
香りを中心としたエッセ
ンシャルオイルと、厳選さ

れた天然成分で作られたお部屋用アロマです。
プラグアロマ交換用リキッド。      ■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 ■使用の目安／開
封後12カ月      λたかくら新産業（東京都港区）     
2201        
     プラグアロマ バズオフ 交換用リキッド  

  25ml   1,500円  （税込1,620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た「お肌のナチュラ
ルガード」の付替用です。      ■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）     
2202    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     付替用・お肌のナチュラルガード  
  100ml   1,300円  （税込1,404円） 

2203        
     エコリュクス パルファムナチュレ オードトワレ ラベンダー  

  50ml   3,000円  （税込3,240円） 

 天然の精油とオーガ
ニックのサトウキビ
から作った香水。強
過ぎない香り立ちで
す。リラックス感のあ
るラベンダーの香り。
            λ日本グリーンパッ
クス（東京都中央区）     

2204        
     エコリュクス パルファムナチュレ オードトワレ ローズ  

  50ml   4,500円  （税込4,860円） 

 天然のエッセンシャル
オイルとオーガニック
のサトウキビからでき
た香水。華やかでエレ
ガントなバラの香り。
            λ日本グリーンパッ
クス（東京都中央区）     

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の作
用により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）     

2205    NN 7/10お届け週7/10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）     

2206        
     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

                      新商品

2209        
     フィルターインピッチャー ＦＩＰ－90－Ｂ  

  1コ   3,000円  （税込3,240円） 

       ※食器洗い乾燥機対応。  ■原材料
／本体：耐熱ガラス、ふた・フィルタ
ー：ステンレス、パッキン：シリコー
ンゴム■サイズ／幅9.1×奥行8×
高さ26.5cm、重量400g、実用容量
900ml    λＨＡＲＩＯ（東京都中央区）     

そのまま注げるフィルターインボトルそのまま注げるフィルターインボトル
ピッチャーに、水と茶葉を入れるだけ。
夜作れば、朝にはでき上がります。注
ぎ口の内側にフィルターがセットされ
ているので、ふたを外さず傾けるだけ
で、片手で注げて便利。冷蔵庫のドア
ポケットにぴったり収まります。

2211        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用（羽なし）  
  12コ×2パック12コ×2パック      760760円  円  （（税税込込821821円）円）  
       ※羽なし           

2217   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） 

                  

2212        
     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           

2218        
     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           

2213   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           

2219   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           

 果実酒を密封びんからすくうのに便利。国内メ
ーカーのしっかりとした作りです。      ※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）     
2210        
     ステンレス計量杓子33ml  

  1本   600円  （税込648円） 

手作り手作り 2214        
     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※パッケージ変更の場合あり。           

2220   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           

2215      
     花束ティアラ  

  3箱   540円  （税込583円） 
       ※お1人様1点まで           

2221        
     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           

2216        
     スリマー交換カートリッジＣ－ＭＦＨ－35ＤＸ  
  1コ   9,800円  （税込10,584円） 
                  

2222        
     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） 
                  

 ステンレス製のレ―ドル付き。梅酒や梅干し、らっきょう漬けの
他、お米の保存にも。日本製。      ※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／
〔2208〕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〔2207〕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）     

限定各50

   復刻梅びん            
 2208     3Ｌ   1コ  

  2,100円    （税込2,268円）      
 2207     4Ｌ   1コ  

  2,200円    （税込2,376円）                                                                                 

手作り手作り 昔ながらのデザインがかわいい梅びん昔ながらのデザインがかわいい梅びん

2208

2207
2207 イメージイメージ

38 126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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い のい も
発見！
雑貨担当の

橋本 弥生

天
然
の
木
の
実
の

自
然
な
泡
で

す
っ
き
り
お
洗
濯

人にも環境にもやさしいエコ洗剤「ウォッシュナッツ」
「ウォッシュナッツ」とは、日本でも古来洗濯に使われていた、ムクロジの
木の実。洗浄成分サポニンを多く含む他、抗菌作用があり、虫が寄り付き
にくいため、農薬を使わずに栽培できます。使い方は簡単。付属の袋にナ
ッツを入れ、洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ。ナチュラルに泡立ち、
汚れをしっかり落とします。天然成分のためすすぎは1回でよく、柔軟剤
要らずでふんわり仕上がります。

付属の袋に10コほど入れて、洗
濯機にポン！ 実がばらばらにな
るまで（10回程度）繰り返し使え
ます。

洗い上がりすっきり

 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）     
2223    NN 7/3お届け週7/3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）     

2224        
     アルピニアカット  

  268g   1,800円  （税込1,944円） 

 植物由来の成分のみ
で、衣類や部屋のにお
い、タバコや汗など、不
快な生活臭を消臭・除
菌。      ※皮革、和装品に
は使用不可。      λボー
ソー油脂（千葉県船
橋市）     

2225    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     リフレッシュハーブ（消臭・除菌ミスト）  

  200ml   900円  （税込972円） 

 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）     
2226    NN 7/3お届け週7/3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）     

2227    NN 7/10お届け週7/10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） 

2228    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     抗アレルゲン剤配合ダニ取りシート  

  1枚   1,200円  （税込1,296円） 

 天然フルーツ成分配合
の誘引剤でダニを引き
寄せて捕獲。さらに繊維
に配合した抗アレルゲン
加工剤が、ダニの死がい
やフンから発生するアレ

ルゲンを抑制します。      ※すべてのダニに効果が
あるわけではありません。※シートを置く環境
によっては捕獲面積、使用期限が異なってき
ます。  ■サイズ／全長25×幅15cm、重量30g
    λユニチカトレーディング（大阪府大阪市）     

 塩素不使用のカビ取り剤です。スプレー
してブラシでこするだけ。酵素の力でカビ
の再発生を抑えます。      ※漂白剤ではあり
ません。      λボーソー油脂（千葉県船橋市）     
2229    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     カビ取り泡スプレー（除菌抑制タイプ）  

  300ml   900円  （税込972円） 

 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）     
2230    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     トイレタンク洗浄剤  

  1袋(8パック)   880円  （税込950円） 

 台所害虫が嫌がる植物
成分をジェルにして固形
化。シンク下や冷蔵庫、
食器棚などの周りに置い
てください。さわやかな
柑橘系の香り。      ■有効期
間（約）／開封後2～3カ
月、未開封1年  ■サイズ
／1コ当たり：8.5×6.3×
1.5cm    λタジマヤオー
ビス（東京都荒川区）     

2231    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ムシさんバイバイジェル 10コ入  

  1セット   4,000円  （税込4,320円） 

2251    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ウォッシュナッツ90g  

  90g   1,200円  （税込1,296円） 

       ※内容量90g（約30回分）。※乾燥機で
の連続使用はお避けください。  ■セット
内容／ムクロジの実90g、布袋1枚■原
産国／インド・ネパール    λハートツリー
（東京都港区）     

限定 700

2232    NN 7/10お届け週7/10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）     

2233   б б   NN 7/3お届け週7/3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）     

2234    NN 7/10お届け週7/10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）     

2235        
     重曹＆ゴムのちから30枚入り  

  1セット   380円  （税込410円） 

2236    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ワサビヌメリトール  

  13g×5コ   780円  （税込842円） 

 ワサビ＋銅イオンが、排水パイプに付着
した細菌類を除菌し、ヌメリや黒ずみを
抑えます。        ■セット内容／13g×5コ■サ
イズ／15×13.5×2cm    λ鈴木油脂工業
（大阪府大阪市）     

 「中和法」で製造した、
洗浄力と低温での溶
けやすさに優れた洗
濯用粉石けん。ふんわ
りとした洗い上がりも
特徴です。粉飛びのな
い顆粒状です。      ■成
分／純石けん分（99
％脂肪酸ナトリウム）
      λエスケー石鹸（埼
玉県川口市）     

2237    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ランドリーソープ（洗濯用粉せっけん）  

  1kg   820円  （税込886円） 

 植物成分を主成分とし
た洗濯用消臭・抗菌剤。
洗濯物の雑菌の増殖を
抑制します。洗濯槽の
雑菌やカビの繁殖を抑
えます。      ※水洗い不可の
デリケートな繊維（ウー
ルやカシミヤ等）にはご
使用にならないでくださ
い。      λタジマヤオービス
事業部（東京都荒川区）     

2238    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ボトル・洗濯用フィトンαグリーン（消臭・抗菌剤）  

  800ml   1,800円  （税込1,944円） 

 洗濯時に衣類と一緒に入れると洗濯槽と衣類を除
菌します。洗剤と一緒の使用可。      ※乾燥機・全自動
洗濯機の乾燥モード時での使用は不可。※漂白剤・
ジェル状洗濯洗剤・柔軟剤の原液が直接本品に触
れると、色移りする場合があります。  ■セット内容／
本体1袋、ネット1枚    λアーク＆エコ（東京都中央区）     
2239    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ヨウ素デクリーンＮＥＯ  

  1セット   1,886円  （税込2,037円） 

 手肌にやさしい植物性洗
濯石けんに炭酸塩（アル
カリ剤）をプラス。合成界
面活性剤などは不使用。
      ※衣料品の取扱表示にし
たがってお洗濯してくだ
さい。アルカリ剤が入って
いるため、絹やウールには
使用できません。      λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     

2240    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が
一緒につくった。植物性液状洗濯石けん  

  1.5L   920円  （税込994円） 

 アルカリと4つの分解
酵素のパワーで、シャ
ツの汗ジミや油汚れ
を落とします。界面活
性剤は不使用です。
            λ地の塩（熊本県山
鹿市）     

2241    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     アルカリウォッシュ プラス  

  600g   680円  （税込734円） 

 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）     
2242    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     エコメイト洗濯槽クリーナー  
  2回分(250g×2袋)   648円  （税込700円） 

2243    NN 7/10お届け週7/10お届け週    
     フィトンαクリーナーシート2コセット  

  1セット   1,320円  （税込1,426円） 

 米ぬかエキスの洗浄力
や植物成分の防腐剤な
どを生かした大判のク
リーナーシート。      ※スチ
ール製品、革製品、ペン

キやニスの塗装面、白木や壁紙などは変質・
変色の恐れがあるので使用不可。※眼鏡等
の高度なレンズや液晶画面には使用不可。
※水に溶けません。■使用の目安／開封後6
カ月  ■サイズ／1枚：20×30cm（1コ25枚入）
    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

2244        
     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）     

2246        
     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）     

2247    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     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、未開封2
年      λタジマヤオービ
ス事業部（東京都荒
川区）     

2248        
     フォレストハーモニーβ（消臭スプレー）  

  150ml   800円  （税込864円） 

 洗濯しても汚れが落ちないとお悩みの方に。特殊断面
形状のポリエステル繊維でスポーツソックスやユニフ
ォームなどの泥汚れもきれいに落とせます。        ■サイズ
／10×7.5×厚さ4.5cm    λサンコー（和歌山県海南市）     
2249        
     ちょこっと洗濯（洗濯用スポンジ）  

  1コ   457円  （税込494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）     

2250    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     天然防虫駆除剤ピレカロール  
  250ml   1,900円  （税込2,052円） 

 国産原料100％で、ビタミンE以外の添加物不使用。
小型犬にも与えやすい、5mm前後の粒状タイプ。    ※総
合栄養食です。※水分含有率が約1.5％と低いため、
水を多く飲むようになり、便通の回数が増える場合が
あります。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1767    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     ドッグフード（オールステージ）・小粒  

  1kg   2,200円  （税込2,376円） 

2245    NN 7/3お届け週7/3お届け週    
     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）     

39126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

簡単・便利なおかずキット

●商品の詳細情報（農薬使用状況・賞味期間など）は、各商品ぺージをご覧ください。

詳細は
同時配布の
チラシを

ご覧くださ
い。

※ 原材料や別途ご用意いただく食材や調理器具は、同時配布チラシまたはお買い物サイトをご覧ください。　※ 製造・流通上の事情により、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。

λタイヘイ（千葉県松戸市）
εお届け後2日保証

 お値段そのままで、５包多くお入れしてお届けいたします。    ※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）     

1745        
     ルイボス茶（有機栽培）増量パック  

  3.5g×55包   2,250円  （税込2,430円） 
 有機米麹と有機コシヒカリ玄米だけを使った、 有機原料100％、
ノンアルコールの甘酒。            λやさか共同農場（島根県浜田市）  δお
届け後46日保証   

1747    υυ       
     有機玄米甘酒  

  250g   350円  （税込378円） 

1757    NN 7/3お届け週7/3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） 
 自然環境で磨かれた天然水をろ過し、キレのある炭酸を加えました。そのまま飲んでも、
割り材にしても。            λ友桝飲料（佐賀県小城市）     

1379    υυбб   NN 7/3お届け週7/3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。
    ※次回、値上げします。        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

1724    NN 7/3お届け週7/3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

1726    NN 7/3お届け週7/3お届け週        
  $$   ＦＢ有機トマトジュース・無塩（20缶）  
  190g×20缶   4,400円  （税込4,752円） 
 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）     

1729    NN 7/3お届け週7/3お届け週        
  $$   アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,429円  （税込1,543円） 
 りんごの華やかな香りと甘みがいっぱいに
詰まった、果汁100％ストレートジュース。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1751        
     箱売・リキッドコーヒー・ペルー（無糖）6本  
  1000ml×6本   3,270円  （税込3,532円） 
 直火焙煎した生豆をネルドリップ方式で抽出しまし
た。そのままでも、牛乳を加えてカフェ・オ・レでも。
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）     

 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ
    ※同時配布チラシをご覧ください。    ■セット内容
／主菜：鶏肉、玉ねぎ、タレ、しめじ、水菜、長ねぎ 
副菜：長ねぎ、ブイヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

1576    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） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ
    ※同時配布チラシをご覧ください。    ■セット内
容／主菜：なす、豚肉、玉ねぎ、タレ、長ねぎ 副
菜：じゃがいも、玉ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

1577    υυ       
     キット・旨とろ茄子のひき肉味噌炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：かぼちゃのペッパーマリネ    ※同時配
布チラシをご覧ください。    ■セット内容／
主菜：なす、鶏肉、ズッキーニ、長ねぎ、タレ 
副菜：かぼちゃ、粒マスタード        θ小麦・大豆 

1578    υυ       
 キット・夏野菜 ズッキーニと鶏肉の塩炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：レモン香るキャロットラペ    ※同時配
布チラシをご覧ください。    ■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         

1579    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） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスープ    ※同
時配布チラシをご覧ください。    ■セット内容／主
菜：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 

1580    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） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：ニラ卵の油揚げ包み煮    ※同時配布チ
ラシをご覧ください。    ■セット内容／主菜：
もやし、イカ、セロリ、タレ、長ねぎ、唐辛子 
副菜：油揚げ、長ねぎ、ニラ        θ小麦・大豆 

1581    υυ       
     キット・柔らかイカと味自慢セロリの塩炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ    ※同時配
布チラシをご覧ください。    ■セット内容／主菜：豚肉
団子、玉ねぎ、人参、タレ、ピーマン、パプリカ、長ね
ぎ 副菜：じゃがいも、玉ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

1582    υυ       
     キット・こだわり黒酢ソースで食べる！肉団子の酢豚セット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1583    ττ       
キット・海老と茄子のピリ辛甘酢ソース炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：きのこスープ    ※冷蔵品と冷凍品を分けてお届けし
ます。※同時配布チラシをご覧ください。    ■セット内容／
主菜：なす、エビ、レタス、タレ、玉ねぎ、ラー油、糸唐辛子 
副菜：しめじ、舞茸、玉ねぎ、ブイヨン        θえび・小麦・大豆 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

 副菜：キャロットとお豆のサラダ    ※同時配布チラ
シをご覧ください。    ■セット内容／主菜：もやし、鶏肉、
フォー、タレ、セロリ、ミニトマト、水菜、ナンプラー 副
菜：ミックスビーンズ水煮、人参、粒マスタード        θ大豆 

1584    υυ       
     キット・セロリとトマトのチキンフォーセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

得
暑い季節に向けて、飲み物をストックするなら今！

ドリンクがお得！

搾りたての華やかな
香りが広がります

新鮮な北海道産
有機トマトが原料

飲みやすいので飲みやすいので
毎日の習慣におすすめ毎日の習慣におすすめ

野菜不足を感じた日にぴったり！ くせになる、苦味のきいたくせになる、苦味のきいた
深煎り仕上げ深煎り仕上げ

自然環境で磨かれた
天然水を使用しました

ミネラル豊富なノンカフェイン茶ミネラル豊富なノンカフェイン茶 米・米麹のみで造る素朴な甘さが好評米・米麹のみで造る素朴な甘さが好評
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