
P.28で
500ml規格も
ご紹介

P.28で
お試し少量規格
もご紹介

毎週 9073

             λ函南東部農協（静岡県函南町）
  εお届け後6日保証  θ乳 

1368    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の
低温殺菌牛乳（ノンホモ）  
  1000ml   335円  （税込362円） 

毎週 9119

     ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合があります。
        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1461    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 

最終週

4週連続
お試し
ポイント

1454    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 
             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 9115

             λ丸和油脂（東京都品川区）    θ卵 

1633   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 
     ※酒類です。        λ大和川酒造店（福島県
喜多方市）     

1605   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

             λ日本食品工業（鳥取県境港市）
    θ小麦・大豆 

1595   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特級 みのり醤油
（国産丸大豆）・900ml  
  900ml   884円  （税込955円） 

             λちば醤油（千葉県香取市）    θ小麦・
大豆 

1593   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

低温殺菌製法で、搾りたてに近い風味牛乳 19ページ

希少な農薬不使用の北海道産大豆を使用納豆 23ページ

非遺伝子組み換えの国産なたね油で揚げました油揚げ 22ページ

原料を選び、熟成など加工に時間をかけました調味料 28ページ詳しくは中面ページをご覧ください。

毎週 9072

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

1369    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の
低脂肪乳  
  1000ml   265円  （税込286円） 

すっきりとした飲み心地。
こく深さはそのままに、脂肪分をカット
低温殺菌
非遺伝子組み換え飼料
酪農家限定

平飼卵と一番搾りなたね油を使用。
クリーミーでやさしい味わい
平飼卵
非遺伝子組換なたね油
国産純米酢

さらりとして、ほのかに甘い。
搾りたてに近いフレッシュな風味
ノンホモ・低温殺菌
非遺伝子組み換え飼料
酪農家限定

うまみ、甘み、こくが調和した
飲んでもおいしい料理酒
稲田稲作研究会のコシヒカリを使用
同社比2倍の米こうじを使用
醸造アルコール不使用

粒は張りがよく、中はふっくら。
豆そのもののうまみが豊か
契約栽培・国産大豆
栽培期間中農薬不使用

天然醸造で1年半以上熟成させた 
奥深い香りと濃厚なこく
契約栽培・国産丸大豆
国産小麦
天然醸造

職人の手で一枚一枚手揚げした、
ふんわり肉厚な食べごたえ

杉桶でじっくり発酵・熟成。
甘みを含んだまろやかな口当たり
契約栽培・国産丸大豆
国産小麦
天然醸造

契約栽培・国産大豆
栽培期間中農薬不使用
国産なたね油使用

P.19でこれからの時季に欠かせない
「 1565 1566 葛そうめん」なども
一緒にご紹介しています

P.23で
たれ付も
ご紹介

私たちが創業以来大切にしてきた「確かな素材を選び抜き、手間を惜しま
ず作る」ものづくり。その理念を込めて真摯に作り上げた商品が、大地宅配
の「特撰品質」ブランドです。素材本来の味や力を生かして作られた商品に
は、余計な添加物は必要ありません。大量生産品のような効率性は求めず
生産者と一緒に「おいしさ」と「安心感」を目指した大地宅配の最高品質です。
このマークとパッケージを目印に、ぜひお試しください。

大地宅配の理念を形にした、
「おいしさ」「品質」ともにワンランク上の商品

契約栽培・国産丸大豆醤油
天然醸造醤油
国産出汁（熱水抽出）

             λ日本食品工業（鳥取県境港市）    θ小麦・大豆 

1613   б б   NN 7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   627円  （税込677円） 

雑味のない合わせだしの豊かな滋味。
夏の風物詩・そうめんのおともに
「特級 みのり醤油」をベースに、カツオ節・
ムロアジ節・ウルメイワシ節・干ししいたけ
のだしをブレンド。鮮度が良いため、甘さ
控えめながら豊かな風味が楽しめます。

めんつゆとして
だけではなく、煮物や
和え物にもフル活用で
きます。わが家の冷蔵
庫には欠かせません！ 
 （まやままさん）

よく使う調味料は添
加物が気になるので、こち
らを使用しています。子ど
もがそうめんなどにたっぷ
り使いますが安心です。 
 （みそさん）
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●  大地を守る会の北海道の生産者のお米
を、直火釜でふっくら炊き上げました。

●  老舗・ちば醤油の国産丸大豆醤油を使
用。香ばしさが米の甘みを引き立てます。

（加工食品担当 頼 一樹）

●  秋川牧園が植物性主体の飼料で健康
に育てた鶏の手羽元を、食べやすい
チューリップの形にして揚げました。

●  ハーブやスパイスをきかせて、鶏肉
のうまみを引き出しました。ビールに
ぴったりのスパイシーな味わいです。

（加工食品担当 頼 一樹）

●  「マンゴーの王様」と呼ばれるア
ルフォンソマンゴー、砂糖、レモ
ン果汁、寒天だけで作りました。
添加物は使っていません。

（加工食品担当 西田 和弘）

●  国産天草で作ったダイスカット済みの寒天、
北海道産赤えんどう豆、沖縄県産黒糖から
作った黒蜜をセットにしました。

●  時代が変わっても長く愛される味を、安心
素材で楽しめます。（加工食品担当 西田 和弘）

●  長崎県対馬の近海・西沖のアナゴは、エビなどを食べ
るので、ふっくら肉厚に育ちます。脂のりも良く、奥深
い味わいが特徴。本品は、そのなかでも
特に大きく身の厚い部分を使っています。

●  舌の上でとろけるようなやわらかさは、まさ
に「西のとろあなご」。甘めの特製ダレが、
アナゴのふくよかなうまみと絶妙に
マッチ。あつあつごはんにのせて丼
にする他、お酒のおともにも。

ココが発見！

水産担当　青木 文雄

●  鮭の加工品には輸入もの・養殖ものが多
く使われますが、本品は知床半島・ウト
ロ地区で獲れた国産天然秋鮭が原料。

●  加熱せず、調味料やスパイスに漬けて熟
成。くさみがなく、しっとりした食感が魅
力です。 （水産担当 青木 文雄）

●  沖縄県の海で元気に育った太モズクが原
料。太モズクならではの歯ごたえと食べご
たえをご堪能ください。

●  沖縄県産シークワーサー果汁、純米酢など国
産原料で味付け。程よい酸味が夏にぴったり。

（水産担当 青木 文雄）

●  国産の山芋をすりおろし、粘りや食感が
残るように練り込んだ、やわらかくなめ
らかな寄せ豆腐です。

●  添付のタレにもこだわり、アミノ酸や酵
母エキスは使わず、カツオ節などで味
を調えました。 （加工食品担当 頼 一樹）

             λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1496    ττ       
     フライドチキン（チューリップ）  
  350g(6本以上)   878円  （税込948円） 

1575    υυ   NN 7/31お届け週    
     国産小麦のゆでうどん（もち角）3食  

  200g×3食   330円  （税込356円） 
             λ川喜（岩手県釜石市）  δお届け後5日
保証  θ小麦 

毎週 9113

             λヤマダフーズ（秋田県横手市）  δお届
け後10日保証  θ大豆 

1451    υυбб   NN 7/31お届け週    
     飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

     ※9月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／（寒
天120g・赤えんどう豆10g・黒蜜25g）×2セット
    λ太洋（神奈川県横須賀市）  δお届け後45日保証   

1694    NN 7/31お届け週    
     豆かんてん・黒蜜付（カップ入り）  

  2セット   585円  （税込632円） 

     ※9月頃までの取り扱い予定。        λ海老屋
アイス工房フェリーチェ（山梨県甲府市）     

1707    ττ   NN 7/31お届け週    
     濃厚マンゴーのアイスキャンディー  

  60ml×4本   715円  （税込772円） 

         ■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 

1447    υυ   NN 7/31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） 

             λ島酒家（沖縄県那覇市）  δお届け後
15日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1340    υυ   NN 7/31お届け週    
     伊平屋島産味付け太もずく  

  230g   368円  （税込397円） 

         ■漁場／対馬    λ対馬水産（長崎県対馬
市）    θ小麦・大豆 

1344    ττ   NN 7/31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） 

             λユートピア知床（北海道斜里町）  δお
届け後45日保証［生食可］   

1350    ττ   NN 8/7お届け週    
     徳用鮭香草じめ  
  70g×2パック   990円  （税込1,069円） 

     ※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 

1558    ττ   NN 7/31お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   474円  （税込512円） 

限定 1000

大地宅配社員

飲みやすい豆乳をスープに仕立て飲みやすい豆乳をスープに仕立て
もっちり麺にたっぷり絡めて召し上がれもっちり麺にたっぷり絡めて召し上がれ

「西のとろあなご」のふくよかなうまみ、「西のとろあなご」のふくよかなうまみ、
やわらかくとろけるような身質にうっとりやわらかくとろけるような身質にうっとり

スパイシーで暑い季節にぴったりスパイシーで暑い季節にぴったり

くせになる焦がし醤油の香ばしさくせになる焦がし醤油の香ばしさ

「あと一品」に便利なタレ付き「あと一品」に便利なタレ付き

氷温熟成ならではのしっとり食感氷温熟成ならではのしっとり食感

ひんやり涼しげな、夏の定番冷菓ひんやり涼しげな、夏の定番冷菓

沖縄県育ちのぷりっぷり沖縄県育ちのぷりっぷり
太モズク太モズク

まるでマンゴーそのものの風味まるでマンゴーそのものの風味

●  「国産小麦のゆでうどん（もち角）3食」
の原料は、北海道産小麦と塩、水のみ。
酸化防止剤・酸味料不使用で、もっちり
食感とコシの強さが特徴です。

●  「飲みやすい豆乳（国産丸大豆）」は、
秋田県産「すずさやか」を100％使用。
大豆の苦味や青くささが少ない、飲み
やすい豆乳です。

●  豆乳をベースに、白すりごま
とめんつゆ、ラー油を加えて
スープを作り、肉味噌をの
せて“豆乳担 う々どん”に。
温・冷どちらでも美味。

ココが発見！

企画担当
　渡邊 みどり

大

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

中面ページでも
「夏の新発見！」を
お伝えします。

中面ペ ジでも
このマークにご注目！

おすすめ商品

2 130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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●  エビをにんにくやバターで炒めるハワイ
の名物料理が、ご家庭で手軽に楽しめ
ます。具材のエビは国産です。

●  ごはんと一緒に盛り付けるのが、本場・
ハワイ流。キンと冷やしたビールにもよ
く合います。 （加工食品担当 頼 一樹）

●  はと麦を中心に5種の国産穀物をミック
ス。穀物の自然な甘みと香ばしさが楽し
めるよう、砂糖を使わずに作りました。

●  牛乳やメープルシロップをかけたり、ヨー
グルトに混ぜたり。暑い日の朝食やおやつ
におすすめです。 （加工食品担当 田沼 晃）

●  大地宅配の基準を満たした平飼卵を
使っています。砂糖・油脂不使用で、
素材本来の風味を生かしました。

●  そのまま食べてもおいしいですが、
トーストすると一層やわらかく、風味
豊かに。 （加工食品担当 田沼 晃）

●  大自然に磨かれた天然水に、炭酸のみを加えたナ
チュラルミネラルウォーターです。飲みやすい軟水。

●  程よい炭酸でそのままはもちろん、ジュースやお
酒の割り材などアレンジも楽しめます。

（加工食品担当 田沼 晃）

●  約1.8mmの薄めにスライス。
火の通りが早いので、暑い夏
の強い味方です。冷しゃぶの
他、炒め物や肉じゃがに使えば
時短に。 （畜産担当 安生 三之）

●  有機ぶどう・りんご果汁を使用。有機レモン・ゆず
果汁で後味すっきり。着色料、酸味料、香料不使用。

●  砂糖不使用なので、糖分が気になる方にもおすす
め。常温でも甘過ぎず飲みやすいです。

（加工食品担当 中島 俊寛）

●  日本でも、古来洗濯に使われていたムクロジの
木の実。天然洗浄成分のサポニンが多く含ま
れていて、汚れを取り除いてくれます。

●  布の袋に10粒程度入れて洗濯機にポン！ すす
ぎも1回で済みます。 （生活文化担当 橋本 弥生）

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

1540    ττ   NN 8/7お届け週    
     国産えびのガーリックシュリンプ  

  150g   800円  （税込864円） 

1417    NN 8/7お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（おやつミルク味）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4日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

             λ小川生薬（徳島県東みよし町）    θ大豆 

1422    NN 7/31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） 

1267    ττ       
     冷凍徳用豚しゃぶしゃぶ用  

  400g   900円  （税込972円） 
           約1.8mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎
市他）  δお届け後60日保証   

     ※9月頃までの取り扱い予定。        λ光食品（徳島県徳島市）     

   オーガニックスポーツドリンク            
 1741     
お試し   280ml×6本    1,080円    （税込1,166円）      
 1742      

 箱売   280ml×24本    4,080円    （税込4,406円）                                                                                               
1741

1763    NN 7/31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） 
             λ友桝飲料（佐賀県小城市）     

¼  週 9359

       〔2258〕※内容量90g（約30回分）。〔2259〕※内容量270g（約90回分）。※乾燥機で
の連続使用はお避けください。  ■原材料／ムクロジの実（天然サポニン）■セット内容
／ムクロジの実、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）     

   ウォッシュナッツ            
 2258         90g    1,200円    （税込1,296円）      

 2259       お徳用サイズ   270g    2,000円    （税込2,160円）                                                                                                                                                                                               副菜：かぼちゃのペッパーマリネ        ■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    λタイヘイ（千葉
県松戸市）  εお届け後2日保証  θ小麦・大豆 

1585    υυ       
     キット・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

             λ中津ミート（神奈川県愛川町）  εお届け後3日保証  θ落花
生・大豆 

   ロース豚漬（味噌漬）（中津）            
 1004    υυ   

 徳用    300g（3枚）    1,020円    （税込1,102円）      
 1233    υυ    

   200g（2枚）    698円    （税込754円）                                                                                               

1233

2258 2259

天然水から作った炭酸水。天然水から作った炭酸水。
そのままでもお酒で割ってもそのままでもお酒で割っても

ごはんがすすむこだわりのピリ辛味噌でごはんがすすむこだわりのピリ辛味噌で
脂ののった豚肉を漬け込んだ自信作脂ののった豚肉を漬け込んだ自信作

旬のズッキーニに鶏肉をプラス。旬のズッキーニに鶏肉をプラス。
シンプルな塩炒めであっさりとシンプルな塩炒めであっさりと

食欲をそそるエビと食欲をそそるエビと
にんにくの香りにんにくの香り

甘みのある、どこか懐かしい味わい甘みのある、どこか懐かしい味わい

砂糖不使用で甘さ控えめ。砂糖不使用で甘さ控えめ。
有機果汁で後味すっきり有機果汁で後味すっきり

天然の木の実で
エコ洗濯！

体にやさしい体にやさしい
国産100%のグラノーラ国産100%のグラノーラ

火の通りが早いから時短調理にも火の通りが早いから時短調理にも

●  主菜は、夏野菜代表・ズッキーニを主役にした3種の野
菜炒めです。味付けは、暑い日もあっさり食べられる、
にんにくのきいた特製塩ダレ。お好みで仕上げにレモ
ン汁を加えると、よりさっぱりした味
わいになります。

●  副菜は、こんがり焼いたかぼちゃを
マスタードの合わせ調味料に和え
るだけで完成！ かぼちゃのほっこ
りしたやさしい甘みに、ピリッとス
パイシーなマスタードが好相性♪

ココが発見！

おやさいdeli kit担当　原田 祥子

●  非遺伝子組み換え飼料で健康に
育った豚肉が原料。そのなかで
も特にやわらかく、良質な脂身の
ロース肉を使っています。

●  食品添加物や化学調味料不使用
の味噌ダレが自慢。隠し味は、ピー
ナッツバター。ほのかな甘みに思
わずごはんがすすみます。

●  フライパンで焼くときに、クッキング
シートを敷くと焦げ
にくくなります。残っ
た味噌ダレで
野菜を炒める
と、これがまた
おいしい！

ココが発見！

畜産担当
大澤 創介

大集合
夏の新発見おすすめ隊夏の新発見おすすめ隊

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(1人前)イメージ(1人前)

【主菜】
夏野菜 ズッキーニと鶏肉の塩炒め

【副菜】
かぼちゃの
ペッパーマリネ

イメージイメージ

ズッキーニ鶏肉 かぼちゃの

詳しくは裏表紙をご覧ください

おすすめ商品
  あまり火を使わずに調理したい
   ひんやりメニューが食べたい
   ランチの準備を手軽にしたい
   味、栄養、ボリュームにもこだわりたい味、栄養、ボリュームにもこだわりたい

そんなあなたに選りすぐり品を
夏の“新発見”おすすめ隊がご紹介しますおすすめ隊がご紹介します

夏に大活躍！がご紹介

3130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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銀ダラのうまみを引き出す絶妙な漬け具合
一度塩水に漬けて余分な水分とくさみを抜いてか
ら、熟練の職人たちが手作業で漬け込みました。銀
ダラのうまみがしっかり生きています。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

脂ののったやわらかなものだけを厳選
脂のりの良いカナダ産銀ダラのなかでも、グレード
の高いものを選びました。しっとりとした身質は、
焼くと箸でほろっとほぐれるほどやわらか。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

味の決め手は大地宅配オリジナルの漬け床
やさか共同農場の白味噌、一ノ蔵の酒粕、「味の母」、
洗双糖を使用。さらに日高昆布を加えて深みのある
味わいに。化学調味料や保存料は不使用です。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

脂のりと漬け床がおいしさの秘密。脂のりと漬け床がおいしさの秘密。
職人が仕込む、人気No.1の漬込魚職人が仕込む、人気No.1の漬込魚

魚中
銀だら西京漬

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

                      

北海道・富良野から、貴重な有機メロンをお
届け。有機メロンは、比較的温暖な本州では
病害虫のリスクが高く、なかなかお目にかか
れません。冷涼な北海道といえども、メロン
を有機栽培するのは難
しいのですが、「安心で
おいしいメロンを」とい
う一心で、日々真摯に土
作りに励んでいます。

貴重な有機メロンの上品な甘み貴重な有機メロンの上品な甘み

     ※サイズは900g～1.8kg・価格は1,447円～2,894
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／どらごんふらい、北の恵み／北海道     

1028        
     北海道の有機赤肉メロン  

  1コ   2,680円  （税込2,894円） 

新鮮なシャキシャキ玉ねぎが人気新鮮なシャキシャキ玉ねぎが人気

     ※11月頃までの取り扱い予定。        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 

1470    υυ       
  $$   シャキシャキ玉ねぎ天（さつま揚げ）  

  135g(3枚)   342円  （税込369円） 

豆腐入りのふっくらさつま揚
げに、玉ねぎをたっぷり練り
込んだ季節限定品です。

イメージイメージ

島根県浜田沖で獲れる真アジのなかでも、
4～8月に獲れる脂のりの良いものをどんち
っちアジと呼びます。その脂質は、なんと10
％以上。本品は、鮮魚のまま開き、塩のみで
味付けして干物にし
たもの。新鮮なうち
に加工し、お届けま
で一度しか冷凍しな
いので、うまみを損な
いません。

山陰の旬の味覚をワンフローズンで山陰の旬の味覚をワンフローズンで

イメージイメージ
         ■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   

1319    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     どんちっち開きあじ  

  160g(2尾)   500円  （税込540円） 

国産ごまと国産本葛粉のみで作ったごま豆
腐。濃厚な風味と、もっちりとしたなめらかな
口当たりが美味。醤油付きなのですぐ食卓に
出せます。原料が希少なため、次回取り扱い
は未定。この機会をお見逃しなく。

純国産原料の高野山産ごま豆腐純国産原料の高野山産ごま豆腐

限定 1000

         ■セット内容／ごま豆腐100g×2パック、醤油5ml×
2パック    λ大覚総本舗（和歌山県かつらぎ町）  δお
届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1001        
     高野山特産 国産胡麻と国産本葛のごま豆腐（醤油付）  

  100g×2パック   650円  （税込702円） 

粗挽きならではのプリプリ食感粗挽きならではのプリプリ食感

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

1227    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） 

北海道育ちの放牧豚が
原料。結着剤などの添
加物を使わず仕上げた
ジューシーな粗挽き。

イメージイメージ

滋味深い短角牛がお手ごろ価格滋味深い短角牛がお手ごろ価格

           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   

1248    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     短角牛小間切  

  150g   1,089円  （税込1,176円） 

いろいろな部位が入っている
ので、少しお得な価格。短角牛
のおいしさをこの機会にぜひ。

イメージイメージ

三重県鈴鹿山麓の5軒の限定酪農家が、非
遺伝子組み換え飼料で健康に育てた牛の
生乳が原料。香料、酸味料、安定剤は使って
いないので、生乳の風味が生きています。や
さしくまろやかな甘みは、北海道のてんさい
糖によるもの。夏
休みのお子さんの
おやつにどうぞ。

風味豊かな限定酪農家の生乳を使用風味豊かな限定酪農家の生乳を使用

毎週 9087
             λ四日市酪農（三重県菰野町）  δお届け後13日保
証  θ乳 

1391    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 

大地を守る会の生産者が育てたキャベツ、
玉ねぎやニラなどに加え、産地直送の豚肉、
ちば醤油の国産丸大豆醤油など、具材も調
味料も選び抜いたものを使用。餃子作りに
定評のあるヨコミゾが、
「食べ盛りのお子さん
がいるご家庭にも満足
いただきたい」と、大地
宅配のためだけに開発
しました。

野菜たっぷり本格餃子を大容量で野菜たっぷり本格餃子を大容量で

限定 1000              λヨコミゾ（埼玉県さいたま市）    θ小麦・大豆 

1522    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 $$  銀だら西京漬            
 1326    ττ       140g(2切)   

 990円    （税込1,069円）      
 1325    ττ       210g(3切)   

 1,400円    （税込1,512円）                                                                               

1326

イメージイメージ

         ■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 

国産小麦粉に、国産大豆で作った豆乳と国
産てんさい糖などを加えて生地を練り上
げ、パーム油で揚げました。もっちりとした
食感で、食べごたえも
十分。水あめで仕上げ
たやさしい甘みが、ほっ
と一息つきたいときに
ぴったりです。

国産大豆豆乳で作ったもっちり感国産大豆豆乳で作ったもっちり感

     ※アルミフリーのベーキングパウダーを使用。        λ丸
和食品（東京都練馬区）  δお届け後30日保証  θ小
麦・乳・大豆 

1712    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302円） 

4 130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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そのままはもちろん、トマトと合わせてそのままはもちろん、トマトと合わせて
この季節に食べたい冷製パスタにしても この季節に食べたい冷製パスタにしても 

                  

1025        
      頒布会 何度でも食べたい！往年の名ぶどう  

  1口(全8回)各回   648円  （税込700円） 

イメージイメージ

生産者お気に入りの黄金桃を食べ比べ。生産者お気に入りの黄金桃を食べ比べ。
異なるおいしさをお楽しみください異なるおいしさをお楽しみください

さくらんぼの生産者でおなじみの
奥山博さんは、黄金桃の味わいに
感激し、桃栽培にも取り組んでいま
す。なめらかで濃厚な甘みの「滝の
沢ゴールド」、弾力があって緻密な
果肉の「光黄」など異なる4種の桃
を全4回にわたってお届けします。

     ※全４回お届けの頒布会です。各回700g～
2kgでお届けします。        λ減／奥山 博／山形県     

1021              頒布会 山形・奥山さんのとっておき黄金桃  
  1口(全4回)各回 上限   4,480円  （税込4,838円） 

イメージイメージ

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

                      

   お届け時期注意7／29（土）着のヤマト便で
お届けします。お届け日のご指定はできませ
ん。  ※「加納岩白桃」「夢しずく」「白鳳」他、を
お届けします。        λ減／一宮大地／山梨県     

1014              直送・週末食べたい！一宮大地の桃  
  2kg   5,880円  （税込6,350円）    お届け時期注意7／24～8／4の間の配送曜日

に午前着指定で産地よりヤマトクール便（冷蔵）
で直送します。  ※「加納岩白桃」「夢しずく」「白
鳳」他をお届けします。※ギフトと同様の包装（白
い箱）になります。        λ減／一宮大地／山梨県     

1015    υυ             直送・極熟ぎりぎりお届け！一宮大地の桃  
  2kg   6,280円  （税込6,782円） 

 ジューシーでなめらかな食感の日本の桃。
多彩な品種があり、日川白鳳、夢しずく、加
納岩白桃など、さまざまな品種が続きます。
    ※黄色の品種の桃をお届けする場合がありま
す。        λ減／一宮大地、王隠堂農園、小野 捷夫
グループ／山梨県、和歌山県     

   桃            
 1016       500g(2コ)    880円    （税込950円）      
 1017       900g(3～4コ)    1,380円    （税込1,490円）                                                                               

1016

イメージイメージ

 昔ながらのおなじみ
のぶどうを、おいしい
時季にお届けします。
濃厚な甘みや酸味を
ご堪能ください。
    ※全8回お届けの頒布
会です。詳しくは、同ペ
ージ上のコラムをご覧
ください。             

1025              頒布会 何度でも食べたい！往年の名ぶどう  
  1口(全8回)各回   648円  （税込700円） 

おなじみの品種のぶどうを全8回お届けおなじみの品種のぶどうを全8回お届け

             λ減／一宮大地／山梨県     

1018              一宮大地の白鳳（桃）  
  900g(3コ以上)   1,380円  （税込1,490円）              λ減／勝沼平有機果実組合、おきたま興農

舎、古郡 正、他／山梨県、山形県     

1020              プラム（ソルダム 他）  
  500g   598円  （税込646円） 

 なめらかな食感と濃
厚な香りが特徴です。
桃にも負けないほどの
甘みに驚きます。甘み
が増していく夏の果
実をお届けします。
  お届け時期注意７／31
（月）週か８／７（月）週の
お届けとなります。本品の
みのお届けでも、配送手
数料がかかります。          λ減
／一宮大地／山梨県     

1019              予約 スイートネクタリン  
  900g   1,380円  （税込1,490円） 

酸味が穏やかで“スイート”♪酸味が穏やかで“スイート”♪

 大きさだけじゃない、甘さも
果汁も十二分。これまでの
スモモとはおいしさが違う
と評判です。
            λ減／一宮大地／山梨県     

   貴陽（プラム）            
 1022       280g    728円    （税込786円）      
 1023       500g    980円    （税込1,058円）                                                                               

果汁たっぷり「プラムの女王」！果汁たっぷり「プラムの女王」！

1022

             λ無／南伊豆太陽苑生産者グループ、早藤 
義則、農事組合法人増野／静岡県、神奈川
県、長野県     

1024    υυ             ブルーベリー  
  100g   378円  （税込408円） 

イメージ

イメージイメージ

往年の名ぶどう
最近、人気の大粒や種なし、昔からおな
じみの中粒や種ありなど、さまざまな品
種をおいしい時季にお届けします。ぶど
う好き必見の頒布会をお見逃しなく！

頒布会   全8回

何度でも
食べたい！

お申し込み方法
注文書No.130の注文番号1025の欄に、希望口数をご記入ください。

注意事項
● 期間中はお休みのないようお願い申し上げます。
● 商品を受け取れない（急なお休みをする）場合は、お届け前週の注文締切時間
（配送日翌日の昼12：00）までにサポートセンターまでお電話ください。他にご
注文がない場合、本品だけのお届けとなりますが、配送料はかかりますので、ご了
承ください。

● お届け期間途中のキャンセルはご遠慮ください。
● 生育状況によりお届け時期、品種、量目の変更や一部欠品になる場合があります。

「アーリースチューベン」とも呼ばれ
ますが、スチューベンとは別の品種。
中粒で、甘く濃厚な味わいはジュース
にも。

バッファロー（400ｇ）1

λ無／鶴田 公夫／山梨県

お届け
予定週 7／31～8／4

主に加工品に使われる小粒ぶどうで
す。甘みと香りの良さから、家庭で
作るジュースやジャム用にひそかな
人気。

アジロンダック（450g）2

λ減／勝沼平有機果実生産組合／山梨県

お届け
予定週 8／7～8／11

巨峰から生まれた品種で、見ためも大
きさも巨峰そっくり。深く、上品な甘
みと香り、高級感のある味わいです。

ブラックオリンピア（350g）3

λ無／鶴田 公夫／山梨県

お届け
予定週 8／14～8／18

アメリカ系特有のフォックス香が特徴
の中粒ぶどうです。果汁は甘酸っぱく、
ジャムやジュースにも向いています。

キャンベルアーリー（500g）4

λ減／おきたま興農舎／山形県

お届け
予定週 8／21～8／25

大粒ぶどうの定番品種。近年は種な
しが主流ですが、大地宅配では、お
いしさを優先して種ありをお届けし
ます。

巨峰（400ｇ）5

λ減／一宮大地、勝沼平有機果実組合／山梨県

お届け
予定週 8／28～9／1

皮ごと食べられる人気の大粒ぶどう。
上品で濃い甘みとマスカット香、黄色
がかった果皮はしっかり熟した証です。

ネオマスカット（500g）6

λ減／おきたま興農舎／山形県

お届け
予定週 9／11～9／15

酸味が少なく、こくのある味わいが特
徴の黒い中粒ぶどうです。甘みの強
いぶどうが好きな方にはおすすめ。

スチューベン（500g）7

λ減／おきたま興農舎／山形県

お届け
予定週 9／18～9／22

ワインの原料にも使われ、甘みと酸味
のバランスが◎。「生食でもおいしい」
と、多くの生産者からもお墨付き。

ベリーＡ（500g）8

λ減／おきたま興農舎／山形県

お届け
予定週 9／25～9／29

●   鮮やかな紅色が美しい、桃の
代表的な品種。甘～い果汁が
滴り、ジューシー。

●  一宮大地の風間元規さんは、
ベテラン農家として昨年メ
ディアで紹介されました。

●  そのままはもちろん、冷製パス
タにしても。トマトや調味料と
一緒にミキサーにかけて。

ココが発見！

5130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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     ※完熟のため脱粒しやすく、また、種ありのた
め粒の大きさがやや小さめになることがあり
ます。        λ減／ブレス／熊本県     

1026              巨峰（ぶどう）  
  300g   980円  （税込1,058円） 

             λ減／長崎有機農業研究会、勝沼平有機果
実組合、一宮大地／長崎県、山梨県     

1027              デラウェア（種なしぶどう）  
  300g   798円  （税込862円） 

 トロリとした赤色の
肉質。甘さもたっぷり
なルピアレッドという
品種をお届けします。
    ※サイズは90 0 g～
1.8kg・価格は1,447円
～2,894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／どらごんふらい、北
の恵み／北海道     

1028              北海道の有機赤肉メロン  
  1コ   2,680円  （税込2,894円） 

とろけるほど熟した赤肉メロンとろけるほど熟した赤肉メロン

 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。
    ※一部、皮荒れのあるものをお届けする場合
があります。        λ減／無茶々園／愛媛県     

1031              河内晩柑  
  800g   528円  （税込570円） 

 銚子の潮風の中で育った
達人メロン。淡い黄緑色の
果肉で、さわやかな甘み。
果汁も多く、ぜいたくな味
わいを満喫してください。
    ※サイズは800g～1.1kg・価格は
1,320円～1,814円（税込）の間でお
届け。サイズのご指定はできません。
※常温で追熟させ、食べる30分～1
時間前に冷やすとおいしく召し上が
れます。        λ減／萩原 博／千葉県     

1029              達人・萩原さんのラブコールメロン  
  1コ   1,680円  （税込1,814円） 

潮風育ちの芳醇な香りにうっとり潮風育ちの芳醇な香りにうっとり  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、
減／門脇 栄悦、さんぶ野
菜ネットワーク、千葉畑の
会／山形県、千葉県     

1030              小玉スイカ  
  1コ   1,480円  （税込1,598円） 

保存しやすく、食べ切りやすい大きさ保存しやすく、食べ切りやすい大きさ  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            
 1040       500g   

378円    （税込408円）   毎週 9020      

 1041       1kg   

658円    （税込711円）   毎週 9021                                                                               

1040

 親しみのある代表的
な日本梨を福岡から
一番手でお届け。と
ても甘く、豊富な果汁
が、夏の暑さを癒して
くれます。
  お届け時期注意7／31
（月）週か8／7（月）週
のお届けとなります。本
品のみのお届けでも、配
送手数料がかかります。
          λ減／平田 康一／福
岡県     

1032              予約 福岡の梨・幸水  
  900g   798円  （税込862円） 

今の季節にぴったりのみずみずしさ今の季節にぴったりのみずみずしさ  貴重な国産パイナップルを沖縄
県からお届けします。見事に甘
い完熟パインです。豊富に出荷
されている今をお見逃しなく。
    〔1034〕※サイズは400g～600g・価
格は489円～734円（税込）の間でお届
け。〔1033〕※サイズは800g～1.3kg・
価格は984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。
※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。        λ減／真南風の会／沖縄県     

   八重山のパイナップル            
 1034     小   1コ    680円    （税込734円）      
 1033     大   1コ    1,480円    （税込1,598円）                                                                               

沖縄県の太陽が育てた完熟パイン沖縄県の太陽が育てた完熟パイン

1034

 沖縄県・宮古島からマンゴ
ーの達人・砂川さんの自信
作をお届けします。樹上で
完熟させた逸品です。
    〔1035〕※３００ｇを目安にお届
けします。〔1036〕※４００ｇを
目安にお届けします。        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            
 1035     小   1コ   2,780円    （税込3,002円）      
 1036     大   1コ   3,880円    （税込4,190円）                                                                               

ねっとりとした濃厚な甘みを堪能ねっとりとした濃厚な甘みを堪能

1035

 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。※売り上げ金のうち100g
あたり1円を、「互恵のためのアジア民衆
基金」として積み立てます。        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            
 1038       500g   

398円    （税込430円）   毎週 9018      

 1039       1kg   

688円    （税込743円）   毎週 9019                                                                               

生クリームと一緒にパンにはさんで生クリームと一緒にパンにはさんで

イメージイメージ

1038

             λ減／無茶々園／愛媛県     

1042    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／農事組合法
人 丸和、モグラ会、三里塚農法の会、他／千
葉県、青森県、北海道、鹿児島県     

1043              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、減／さんぶ野菜ネットワーク、農事組
合法人 丸和、紫雲寺土の会、他／千葉県、新潟県、茨
城県、青森県、北海道、埼玉県、群馬県、鹿児島県     

1044              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、減／農事組合法人 丸
和、甘楽町有機農業研究会、
吉沢 重造、他／千葉県、群馬
県、埼玉県、茨城県、長野県、
長崎県、愛知県、鹿児島県     

   じゃがいも            
 1045       少量500g   

268円    （税込289円）   毎週 9024      

 1046       800g   

358円    （税込387円）   毎週 9025                                                                               

1045

 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有機、無、減／天恵グループ、いわき
夏井ふぁーむ、酒井 久和、他／愛知県、福島県、千葉県     

1047              メークイン  
  800g   358円  （税込387円） 

     ※一部皮荒れ、小さめのものが入る場合があ
ります。        λ無、減／千葉畑の会、酒井 久和、深
田 友章、他／千葉県、埼玉県、愛知県、茨城県     

1048              キタアカリ  
  800g   328円  （税込354円） 

     ※一部小さめのものが
入る場合があります。
        λ有機、無、減／北軽
井沢有機ファミリー、紀
ノ川農業協同組合、井
上農場、他／群馬県、和
歌山県、山梨県、鹿児島
県、兵庫県     

   玉ねぎ            
 1049       少量500g   

248円    （税込268円）   毎週 9026      

 1050       1kg   

388円    （税込419円）   毎週 9027      

 1051       徳用3kg   988円    （税込1,067円）                                                             

1049

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

1052              赤玉ねぎ  
  500g   288円  （税込311円）      ※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         

1053              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

     ※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）。             

1054              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

     〔1055〕※上半分か下半
分は選べません。        λ有機、
無、減／北軽井沢有機ファ
ミリー、オーガニック新篠
津、八ヶ岳ナチュラファー
ム、他／群馬県、北海道、長
野県、山梨県、埼玉県、茨城
県、鹿児島県、千葉県、神奈
川県、滋賀県、愛知県     

   大根            
 1055       1/2本   

180円    （税込194円）   毎週 9029      

 1056       1本   

258円    （税込279円）   毎週 9030                                                                              

1055

 甜菜と同じ仲間で、甘い根菜です。サラ
ダ、酢漬け、素揚げ、スープやポタージュ
など幅広い料理で楽しめます。
            λ無／チーム銀河／群馬県     

1057              ビーツ  
  250g   488円  （税込527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。
            λ減／岡村グループ／埼玉県、群馬県     

1058              ねばトロ大和芋  
  500g   498円  （税込538円） 

             λ有機、無、減／深田 友章、藤川 春雄／埼
玉県     

   ごぼう            
 1059       少量150g    178円    （税込192円）      
 1060       300g    288円    （税込311円）                                                                               

1059

             λ有機、無／三枝 晃男、三里塚酵素の会、さ
んぶ野菜ネットワーク、他／埼玉県、千葉県、
群馬県、島根県、茨城県、長野県、鹿児島県、
東京都、福島県、広島県     

1061    υυ             小松菜  
  200g   218円  （税込235円） 

毎週 9031

   お届け時期注意 7月24日～8月4日の間に、
ヤマトクール便（冷蔵）で産地から直送しま
す。  ※表面に虫害や黒い点（軽微なタンソ病）
のあるものをお届けする場合があります。
        λ有機／楽園の果実／沖縄県     

1037    υυ             直送 もったいナイ・ワケありマンゴー  
  1kg   4,980円  （税込5,378円） 

6 130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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北軽井沢有機ファミリーの主な商品

ほっと
Story

産地の

北軽井沢
有機ファミリー
（群馬県吾妻郡）

歯切れの良さが特徴です みずみずしくパリッとした食感

             λ有機、無／野菜くらぶ、今 利一グループ、
くらぶち草の会、他／群馬県、北海道、茨城
県、島根県、長野県、千葉県、埼玉県、鹿児島
県、東京都、広島県     

1062    υυ             ほうれんそう  
  200g   298円  （税込322円） 

毎週 9032

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

1063    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     

1064    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   228円  （税込246円） 

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

1065    υυ             水菜  
  200g   218円  （税込235円） 

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

1066    υυ             チンゲンサイ  
  200g   218円  （税込235円）              λ有機、無／福島わかば会、さんぶ野菜ネッ

トワーク、かごしま有機／福島県、千葉県、鹿
児島県     

1068              つるむらさき  
  200g   198円  （税込214円） 

 鉄分豊富で栄養満点です。よく刻んでネ
バネバにして、にんにくやベーコンと一緒
にスープなどでどうぞ。
            λ無／福島わかば会、つくば中根グループ／
福島県、茨城県     

1069              モロヘイヤ  
  100g   208円  （税込225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、戸沢村生産グル
ープ、さんぶ野菜ネットワーク／山形県、千葉県     

1070    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。                 

1071              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、減／飯塚 一実、黒崎有機栽培研
究会、常総センター／茨城県、神奈川県     

1072              長ねぎ  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9034

             λ減／飯塚 一実／茨城県     

   ムキねぎ            
 1073       少量100g    193円    （税込208円）      
 1074       200g    278円    （税込300円）                                                                               

1073

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

1075              有機葉ねぎ  
  100g   208円  （税込225円）              λ有機、無／無農薬生産組合、天谷 幸男、大

地と自然の恵み、他／宮城県、栃木県、高知
県、福島県     

1076    υυ             ニラ  
  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9033

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

1077              新生姜  
  100g   338円  （税込365円） 

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、千葉
畑の会／千葉県     

1078              葉生姜  
  100g   218円  （税込235円）              λ有機、無／留目 昌明、森野 竜市、かごしま

有機、他／青森県、徳島県、鹿児島県、長崎
県、沖縄県     

1079              にんにく  
  100g   338円  （税込365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     

1080              青じそ  
  10枚   218円  （税込235円） 

     ※大きな葉や少し傷のある葉をお得な量でお
届けします。※「青じそ」を代用でお届けする
場合があります。        λ無／つくば中根グループ
／茨城県     

1081              もったいナイ・ふぞろいの徳用青じそ  
  20g   238円  （税込257円） 

             λ無／くらぶち草の会／群馬県     

1082              くらぶち草の会のスイートバジル  
  50g   248円  （税込268円） 

             λ有機、無、減／ベジタブルワークス、北軽井
沢有機ファミリー、有坂 泰志、他／北海道、
群馬県、長野県、埼玉県、愛知県、神奈川県、
静岡県、茨城県、千葉県     

1083    υυ             ブロッコリー  
  1コ   328円  （税込354円） 

イメージイメージ

 人気野菜のブロッコ
リー。冷涼な北海道
育ちで、甘みがぎゅっ
と詰まっています。ホ
ットサラダや炒め物
に。スープやシチュー
にもどうぞ。
            λ無／ベジタブルワー
クス／北海道     

1084    υυ             北海道のブロッコリー  
  1コ   358円  （税込387円） 

茎まで余すことなく召し上がれ茎まで余すことなく召し上がれ

             λ無、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     

1085    υυ             レタス  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9035

             λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、青野 
勝、野菜くらぶ、他／群馬県、長野県、茨城
県、千葉県、神奈川県     

1089              キャベツ  
  1コ   288円  （税込311円） 

毎週 9036

             λ無、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     

1085    υυ             レタス  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9035

にんにくと炒めてスタミナメニューに。にんにくと炒めてスタミナメニューに。
ごま油の風味が食欲をそそりますごま油の風味が食欲をそそります

             λ有機、無／三里塚酵素の会、さんぶ野菜ネ
ットワーク、鳥次 耕市、他／千葉県、茨城県、
福島県、山梨県     

1067              エンサイ  
  200g   208円  （税込225円） 

イメージ

標高1,000ｍの北軽井沢から
シャキシャキの高原野菜をお届け
北軽井沢有機ファミリーの畑があるのは、四方を山々に囲まれ、目の
前に浅間山がそびえ立つ場所。標高が1,000ｍあり、夏場でも涼し
い風が通り抜ける高原です。この冷涼な気候を生かして作っている
のは、夏のレタスやキャベツなど。昨年は、お盆を過ぎてからの曇天
と長雨で生産に苦労しましたが、今年はまだ天候も安定しており、畑
ではシャキシャキに育ったレタスやキャベツが、出荷を待っています。

時季に合わせた、おいしい品種のリレーを実践
生産者の清水明俊さんは、「キャベツを作る順番は一番が初恋、次
に愛輝、彩里、青琳の4品種をリレーしていくんだよ」と、話してくれ
ました。キャベツに限らず、レタスも同様。ひと夏のなかでも気候に
合わせておいしい品種を選んで植え付けています。高原の冷涼な空
気に触れて育ったキャベツやレタスは、しっかりと甘みを蓄えます。
生食はもちろん、熱を通せば甘みが増して、さらにおいしくいただけ
ますよ。
 農産担当：大熊 俊之

北軽井沢有機ファミリーの
皆さん（写真上）

出荷を待つキャベツ
（写真下）

●   中華料理で有名な「空心菜」
です。今回は、千葉県産のも
のを中心にお届けします。

●  ビタミンやカリウムなどを多く
含んでいます。

●  にんにくと一緒にごま油で炒
めれば、食欲そそるスタミナメ
ニューに。暑～い夏にぴったり
の一品です。

ココが発見！

7130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。

髙橋 弘先生

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

モロヘイヤやつるむらさきなどのネバ
トロ系の夏野菜が届く時季です。私
が入社したころにもベジタに入って
いて、「こんなにおいしい野菜がある
んだ！」と驚いたことを覚えていま
す。野菜には夏の暑さが必要です
が、生産者にとっては猛暑での農
作業。感謝していただきましょう。

産地
だ よ り トマトケチャップ … 大さじ3

大豆水煮 …………… 100g
玉ねぎ ………………1/4コ
醤油 ……………… 小さじ2
溶けるチーズ ……… 20g
刻みパセリ ………… 少々

【作り方】
❶ ズッキーニは厚さ1.5cm
の輪切りにし、玉ねぎは

ズッキーニと鯖缶のトマトチーズ焼きベジタレシピ

【材料（2人分）】
ズッキーニ ……………1本
サバ水煮缶 …………… 1コ

オーブンで焼き色が付く
くまで焼く。

【コツ・ポイント】
面倒な魚料理も缶詰を使う
と簡単！ 骨も気にせず食べ
られます。

スライスする。サバは粗
くほぐしておく。
❷ 鍋に①と水気を切った大
豆、トマトケチャップ、醤
油を入れて火にかけ、ズ
ッキーニに火が通ったら
耐熱容器に移す。

❸ ②の上にチーズと刻んだ
パセリを振り、200℃の

レシピ提供：堀 知佐子さん

農産担当：藤井 美香

イメージイメージ

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。 

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！

     ※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、減／くらぶち草の会、つくば
中根グループ、福島わかば会、他／群馬県、茨
城県、福島県、長野県、愛媛県、鹿児島県     

1124              いんげん  
  100g   248円  （税込268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 

1612    NN 7/31お届け週    
     富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864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

（※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

● 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農産物。
　 「無」…栽培期間中節減対象農薬（※）不使用の農産物（購入種苗を除く）。

　 「減」…大地を守る会有機農産物等生産基準に則って、使用できる農薬の
種類や回数を制限して栽培された農産物。
　  （※）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 1005
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 1008

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 1006
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 1009

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 1007
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 1010

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

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9014 2112

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

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9013 2111

イメージイメージ
              
豊作くん  
  野菜1～2品目   上限267円  （税込288円）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

毎週 9012 2110

イメージイメージ

※※
まま
中
城

ぽん酢でさっぱりとどうぞ
蒸し蒸しする季節、なすと炒めてぽ
ん酢でさっぱりいただきましょう。オ
リーブオイルでにんにくを弱火で炒
め、香りが出たら、なすがしんなりす
るまで炒めて、下ゆでしたいんげんを
加えます。いんげんに油が回ったら最
後にぽん酢をかけてでき上がりです。

いんげんは野菜と豆類の栄
養を兼ね備えています。さや
の部分にはβ-カロテンが含
まれ、豆の部分には食物繊
維やアスパラギン酸というア
ミノ酸が含まれています。β
-カロテンは抗酸化作用があ

り、体内でビタミンAに変換
されて粘膜の免疫バリアを
強化し、細菌やウイルスの侵
入を防ぎます。血液の止血
や骨を丈夫にする効果があ
るビタミンKも豊富です。

野菜と豆類の栄養を持ついんげん

8 130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。

イメージ

火を通せばとろけるようなやわらかさに。火を通せばとろけるようなやわらかさに。
昔ながらの個性豊かな味わいです昔ながらの個性豊かな味わいです

 赤い葉先にカロテンが含まれ栄養満点。
肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、有坂 泰志、くらぶ
ち草の会、他／群馬県、長野県、山梨県、千葉県、茨城県     

1086              サニーレタス  
  1コ   228円  （税込246円） 

             λ無、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     

1087              グリーンリーフ  
  1コ   218円  （税込235円） 

             λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、青野 
勝、野菜くらぶ、他／群馬県、長野県、茨城
県、千葉県、神奈川県     

   キャベツ            
 1088    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037      

 1089       1コ    
288円    （税込311円）   毎週 9036                                                                               

1089

             λ有機、無、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、
香川県     

1090    υυ             グリーンアスパラガス  
  100g   318円  （税込343円） 

             λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、野原 茂
治／群馬県、茨城県     

   グリーンセロリ            
 1091       200g    248円    （税込268円）      
 1092       徳用800g    448円    （税込484円）                                                                               

1091

             λ有機／北海道有機農協、山蔵農園、大西 
一幸、他／北海道、岐阜県、長野県     

   有機トマト            
 1093       400g    525円    （税込567円）      
 1094       800g    998円    （税込1,078円）                                                                               

1093

             λ有機、無、減／福島わかば会、八幡平産直
会、北海道有機農協、他／福島県、岩手県、北
海道、茨城県、岐阜県、長野県、千葉県、秋田
県、埼玉県、群馬県、徳島県、高知県、愛知県     

   トマト            
 1095       400g    
488円    （税込527円）   毎週 9038     

 1096       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1095

     ※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、減／福島わかば会、八幡平産直会、北海道有機農協、
他／福島県、岩手県、北海道、茨城県、岐阜県、長野県、千
葉県、秋田県、埼玉県、群馬県、徳島県、高知県、愛知県     

1097              トマト  
  徳用3.4kg箱   2,890円  （税込3,121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、どらごんふらい、
ユニオンファーム、他／岐阜県、北海道、茨城
県、福島県、千葉県、長野県、高知県     

1098              有機ミニトマト  
  200g   388円  （税込419円） 

     ※丸型を代用でお届けする場合があります。
        λ有機、無、減／福島わかば会、八幡平産直会、
山蔵農園、他／福島県、岩手県、岐阜県、群馬県     

1099              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、減／山蔵農園、米沢郷牧場、さんぶ野菜ネッ
トワーク、他／岐阜県、山形県、千葉県、福島県、茨城
県、宮城県、北海道、長野県、岩手県、高知県、徳島県     

   ミニトマト（丸型他）            
 1100       少量120g    240円    （税込259円）      
 1101       200g    
368円    （税込397円）   毎週 9039                                                                              

1100

             λ有機、無、減／くらぶち草の会、山蔵農園、
ゆうきの里東和、他／群馬県、岐阜県、福島
県、徳島県     

1102              ミディトマト  
  300g   438円  （税込473円） 

             λ有機／二本松有機農業研究会、当麻グリ
ーンライフ、北海道有機農協、他／福島県、北
海道、鹿児島県     

1103    υυ             有機きゅうり  
  300g   315円  （税込340円） 

     ※四葉きゅうりを代用
でお届けする場合があ
ります。        λ有機、無、減
／福島わかば会、くら
ぶち草の会、信州農家
の会、他／福島県、群馬
県、長野県、茨城県、北
海道、鹿児島県     

   きゅうり            
 1104    υυ      少量180g    219円    （税込237円）      
 1105    υυ      300g    
298円    （税込322円）   毎週 9040      

 1106    υυ      徳用500g    398円    （税込430円）                                                             

1104

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

1107    υυ             四
すうよう

葉きゅうり  
  400g   318円  （税込343円） 

                      

     ※糠塚きゅうり、高山きゅうり、他から1品種
をお届けします。※品種によって量目は異な
ります。        λ有機、無、減／チーム銀河、高生
連、あいづ耕人会たべらんしょ／群馬県、高
知県、福島県     

1108    υυ             日本むかし野菜 きゅうり  
  400g   398円  （税込430円） 

             λ有機／つくばの風、瀬山 明グループ、二本
松有機農業研究会／茨城県、埼玉県、福島県     

1109              有機なす  
  300g   298円  （税込322円）              λ有機、無、減／つくば中根グループ、瀬山 

明グループ、つくばの風、他／茨城県、埼玉
県、福島県、山梨県、千葉県、長野県、福岡県     

   なす            
 1110       200g    188円    （税込203円）      
 1111       徳用500g    376円    （税込406円）                                                                               

1110

     ※白長なす、うす皮丸なす、白なす、他から1品
種をお届けします。※品種によって量目は異な
ります。        λ有機、無／瀬山 明グループ、かごし
ま有機生産組合、おきたま興農舎、他／埼玉
県、鹿児島県、山形県、福島県、長野県     

1112              日本むかし野菜 なす  
  300g   388円  （税込419円） 

             λ有機、無、減／さんぶ野菜ネットワーク、農
事組合法人 丸和、樫村ファーム、他／千葉県、
茨城県、熊本県、岩手県、沖縄県、群馬県     

1113              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

             λ有機、無、減／さんぶ野菜ネットワーク、他
／千葉県、岐阜県     

1114              こどもピーマン  
  150g   268円  （税込289円）      ※色は選べません。赤、黄、オレンジからお届

けします。        λ有機、無、減／戸沢村生産グル
ープ、土佐百／山形県、高知県     

1115              パプリカ  
  150g   438円  （税込473円） 

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

1116              ししとう  
  100g   218円  （税込235円） 

             λ無／ケレスファーム、つくば中根グループ、
長谷川農園、他／高知県、茨城県、埼玉県     

1117              甘長とうがらし  
  100g   228円  （税込246円） 

     ※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、減／黒沢グループ、
農事組合法人 丸和、酒井 久和、他／埼玉県、千
葉県、群馬県、長野県、茨城県、愛知県、北海道     

1118    υυ             とうもろこし  
  1本   258円  （税込279円） 

     〔1119〕※サイズは500g～900g・価格は389円～700円（税
込）の間でお届け。〔1120〕※サイズは1kg～1.5kg・価格は634
円～950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、減／堀田 昌宏、おきたま興農舎、酒井 久和、他
／茨城県、山形県、千葉県、鹿児島県、長崎県、秋田県、長野県     

   かぼちゃ            
 1119       カット(1/4コ以上)    648円    （税込700円）      
 1120       まるごと1コ    880円    （税込950円）                                                                               

1119

     ※島オクラを代用でお届けする場合があり
ます。少し大きめで丸みのあるオクラです。
        λ有機、無、減／かごしま有機、岡村グルー
プ、つくば中根グループ、他／鹿児島県、埼玉
県、茨城県、福岡県、高知県、沖縄県     

1121              オクラ  
  100g   288円  （税込311円） 

             λ無／おきたま興農舎、三枝 晃男、藤村 和
正、他／山形県、埼玉県、東京都、茨城県、群
馬県、新潟県、鹿児島県    θ大豆 

1123    υυ             枝豆  
  200g   398円  （税込430円） 

1011        
      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

1012        
      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        
      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

●   「日本むかし野菜」は、未来につ
なぐべき在来品種を守ります。

●  かごしま有機生産組合の「白
長なす」、埼玉県の瀬山明グ
ループの「埼玉青なす」など
をお届けします。

●  火を通すと、とろけるようなお
いしさに。醤油をたらしてお召
し上がりください。

ココが発見！

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

9130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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     ※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、減／くらぶち草の会、つくば
中根グループ、福島わかば会、他／群馬県、茨
城県、福島県、長野県、愛媛県、鹿児島県     

1124              いんげん  
  100g   248円  （税込268円） 

     ※黄色いズッキーニをお届けする場合があり
ます。        λ有機、無、減／くらぶち草の会、大西 
一幸、青野 武、他／群馬県、長野県、山梨県、
北海道、千葉県、鹿児島県、埼玉県     

1125              ズッキーニ  
  1本   198円  （税込214円） 

     ※緑・黄各1本のセットです。        λ有機、無、減
／くらぶち草の会、大西 一幸、青野 武、他／
群馬県、長野県、山梨県、北海道、千葉県、鹿
児島県、埼玉県     

1126              彩りズッキーニ  
  2本   388円  （税込419円） 

             λ有機、無、減／瀬山 明グループ、かごしま
有機、さんぶ野菜ネットワーク、他／埼玉県、
鹿児島県、千葉県、沖縄県     

1127              にがうり（ゴーヤ）  
  1本   238円  （税込257円） 

     ※サイズは500g～900g・価格は389円～
700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、減／堀田 昌宏、お
きたま興農舎、酒井 久和、他／茨城県、山形
県、千葉県、鹿児島県、長崎県、秋田県、長野県     

1119              かぼちゃ  
  カット(1/4コ以上)   648円  （税込700円） 

1258    
     豚モモスライス         

あわせてどうぞ

1128    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1129    υυ   NN 7/31お届け週7/31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

1130    υυ   NN 8/7お届け週8/7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） 
             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     

1131    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     

1132    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   338円  （税込365円） 

毎週 9043

イメージイメージ

つるんとして、コシのある歯ごたえ。つるんとして、コシのある歯ごたえ。
ひんやり麺のトッピングにおすすめですひんやり麺のトッピングにおすすめです

なめこの軸をカットし、洗ってから
パック詰めしました。さっと加熱
するだけで、すぐに使えて便利で
す。つるんとしてコシのある歯ご
たえは、ひんやり麺のトッピングに
おすすめ。

             λ無／熊谷伊兵冶ナメコ生産所／山形県     

1133    υυ             洗いなめこ  
  100g   198円  （税込214円） 

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

1134    υυ             まいたけ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9046

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

1135    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     

1136    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     

1137    υυ             ぶなしめじ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9048

イメージイメージ

 シコシコした独特の歯
ごたえと、上品な香り
が人気です。バターソ
テーやお肉で巻いて焼
いてもおいしい。
            λ無／キノコ村／長野県     

1138    υυ             エリンギ（きのこ）  
  100g   223円  （税込241円） 

砂肝と合わせてアヒージョにしても砂肝と合わせてアヒージョにしても

毎週 9049

     ※舟形マッシュルームは売り上げ金の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     

1139    υυ             ブラウンマッシュルーム  
  100g   258円  （税込279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     

1140    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      
     和歌山の桃  
  800g   1,460円  （税込1,577円） 

     ※ 3コ以上を目安にお届けします。        λ減／王隠堂農園／和歌山県     

2003    υυ    
     アイスプラント  

  70g   228円  （税込246円） 
             λ無／北軽井沢有機ファミリー／群馬県     

2005      
     達人・瀬山さんの有機なす  

  300g   318円  （税込343円） 
             λ有機／瀬山 明グループ・瀬山 公一／埼玉県     

2006      
     ミニとうがん  

  1コ   248円  （税込268円） 
             λ有機、無、減／柴崎 尚、さんぶ野菜ネットワーク／茨城県、千葉県     

2008    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

2002    υυ    
     有機ベビーケール  

  20g   208円  （税込225円） 
             λ有機／寺岡有機／広島県     

2004    υυ    
     信州のきゅうり  
  300g   330円  （税込356円） 
             λ無、減／信州農家の会、大西 一幸／長野県     

2007    υυ    
     有機生きくらげ  
  100g   358円  （税込387円） 
             λ有機／きのこ屋／長崎県     

2009        
     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 

2010        
     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     

イメージイメージ

まろやかな味噌で引き立つまろやかな味噌で引き立つ
かぼちゃの甘みが後を引くおいしさかぼちゃの甘みが後を引くおいしさ

A【 酒大さじ1、塩小さじ1/5、片栗粉
少々】

B【 酒大さじ1、砂糖大さじ2、味噌大
さじ2、醤油大さじ1、水大さじ3】

作り方
①かぼちゃと人参は6～7mm幅の細
切り、玉ねぎはスライスする。
②かぼちゃと同様に細く切った豚肉
にAで下味をつけておく。
③フライパンに油をなじませ、豚肉、
人参、玉ねぎ、かぼちゃの順に入れて
炒め、Bの調味料で味を調えたらでき
上がり。

材料（4人分）
かぼちゃ ································250g
豚モモスライス ······················150g
人参 ·····································1/2本
玉ねぎ ································· 1/2コ
油 ······································大さじ1

か
ぼ
ち
ゃ
の

豚
味
噌
炒
め

彩りズッキーニやパプリカ、トマトで彩りズッキーニやパプリカ、トマトで
色鮮やかなさわやかサラダに色鮮やかなさわやかサラダに

10 130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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米 全国のこだわり生産者からお届け。

■新米マークは2017年産、その他はすべて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            
 1173     白米 5kg    3,450円    （税込3,726円）          

 1174     玄米 5kg    3,200円    （税込3,456円）                                                                                                   
 世界農業遺産・阿蘇山の麓にある「あそ有機農園」の米
を中心にお届けします。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            
 1175     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          
 1176     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。    〔1176〕※葉緑素の
残った緑色の玄米（活青米 いきあおまい）が多く混じっ
ている場合があります。        λ有機／金子英治、他／北海道     

   有機加賀ふゆみず田んぼコシヒカリ            
 1171    無洗米    白米 2kg    1,550円    （税込1,674円）          

 1172      胚芽米  2kg    1,530円    （税込1,652円）                                                                                                   
 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            
 1177     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          
 1178     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」はアイヌ語で「美しい」という意味。見ためも
きれいです。            λ有機／当麻グリーンライフ／北海道     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1179     白米 2kg    1,400円    （税込1,512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            
 1180     白米 5kg    2,380円    （税込2,570円）          

 1181     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。            λ減／やまろく米出荷協議会／福島県     

   庄内つや姫            
 1184     白米 5kg    2,787円    （税込3,010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。            λ減／庄内協
同ファーム／山形県     

   ミルキークイーン            
 1188     白米 5kg    2,580円    （税込2,786円）          
 1189     七分 5kg    2,580円    （税込2,786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。            λ減／ライスネット仙台／宮城県     

   北海道ゆめぴりか            
 1190     白米 5kg    2,680円    （税込2,894円）          

 1191     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」はアイヌ語で「美しい」という意味。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。        λ減／当麻グリーンラ
イフ／北海道     

   超早場米 沖縄ミルキーサマー            
 1192     白米 5kg    3,080円    （税込3,326円）          

 1193      胚芽米  5kg    3,130円    （税込3,380円）                                                                                                   
 沖縄県から2017年度の新米が登場です。米粒は少し小
さめで色も白濁していますが、低アミロース米で味は良
好です。            λ減／真南風の会／沖縄県     

   高知コシヒカリ            
 1182    無洗米    白米 5kg    2,770円    （税込2,992円）          

 1183     七分 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                                                   
 物部川水域の山間部から流れ出る水と米に適した粘土
質の田んぼから、毎年安定した味の良い米ができ上がり
ます。            λ減／高生連（富家ライスファミリー）／高知県     

   宮城ササニシキ            
 1185     白米 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1186     七分 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1187     玄米 5kg    2,220円    （税込2,398円）                                                                             
 淡泊であっさりとした味と食感。和食に代表される薄味
のおかずや寿司めしにとてもよく合います。            λ減／ライ
スネット仙台／宮城県     

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） 1141 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,270円（税込2,452円） 1168 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,300円（税込2,484円） 1169 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,100円（税込2,268円） 1170 毎週 9290 隔週 9291 ¼  週 9292

有機秋田あきたこまち
λ有機／大潟村げんきグループ、
他／秋田県

白 米

5kg

3,455円（税込3,731円） 1142 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1143 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1144 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） 1145 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,340円（税込3,607円） 1146 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 3,020円（税込3,262円） 1147 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／みずほ有機生産者グループ、
他／山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1151 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1152 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1153 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／大和 秀輔、他／
熊本県、滋賀県、大分県、
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） 1148 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,680円（税込3,974円） 1149 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1150 毎週 9218 隔週 9219 ¼  週 9220

減
農
薬

新潟コシヒカリ  
λ減／内藤 利孝、他／新潟県

白 米
1.5kg 860円    （税込929円） 1154 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1155 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1156 毎週 9239 隔週 9240 ¼  週 9241

山形おきたまコシヒカリ
λ減／おきたま興農舎／山形県

白 米

5kg

2,720円（税込2,938円） 1157 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,790円（税込3,013円） 1158 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,590円（税込2,797円） 1159 毎週 9248 隔週 9249 ¼  週 9250

山形おきたまつや姫 
λ減／おきたま興農舎／山形県

白 米

4.5kg

2,760円（税込2,981円） 1160 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1161 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1162 毎週 9257 隔週 9258 ¼  週 9259

北海道ななつぼし 
λ減／北斗会、他／北海道

白 米
1.5kg 850円    （税込918円） 1163 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1164 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1165 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1166 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1167 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！

減農薬の米

有機・栽培期間中農薬不使用の米

11130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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生産者の
伊志嶺敏彦さん

の産地

ほっと
Story
真
ま は え

南風の会
（沖縄県石垣市）

伊志嶺敏彦さんの
田んぼ

石垣島より一番早い新米をお届け！
食味も◎の「ミルキーサマー」
石垣島の伊志嶺敏彦さんより、今年一番早
い新米ミルキーサマー（低アミロース米）を
お届け。伊志嶺さんは、パイナップルの生産者・平安名さんでおなじ
みの真南風の会の一員です。「これまで沖縄の米は国内産としか表
記できない品種が多かったけど、ミルキーサマーは堂 と々沖縄県産
と謳えます（※）。おいしく育ってほしいと100％有機質肥料と愛情
を込めて育てました。出荷が早いだけじゃなく、おいしいと言っても
らえるとうれしいです」と、ミルキーサマーにかける思いを話してく
れました。低アミロース米特有のもちもちした食感を、ぜひお楽しみ
ください。
（※）農林水産省が設定する産地品種銘柄を取得することで、産地・
品種・産年の表示が可能になる制度。
 農産担当：大熊 俊之

大地を守る会の生産者の有機玄米が原料。大地を守る会の生産者の有機玄米が原料。
白米と同じように炊くだけと手軽です白米と同じように炊くだけと手軽です

●   玄米は白米に比べ、食物繊維、
ビタミン、ミネラルが豊富です。

●  さらに玄米を発芽させること
で、栄養素のギャバが増えて
います。

●  ふっくら炊き上がるので、本品
だけでも、白米に混ぜ合わせ
ても楽しめます。

ココが発見！

イメージイメージ

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

                      

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

1195   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

イメージイメージ

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）     

1194    NN 7/31お届け週7/31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） 

             λ減／真南風の会／沖縄県     

   超早場米 沖縄ミルキーサマー            
 1192         白米 5kg    3,080円    （税込3,326円）      
 1193          胚芽米  5kg    3,130円    （税込3,380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 

1196    NN 8/7お届け週8/7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

1197        
     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）     

くせになる、ぷちぷちの食感くせになる、ぷちぷちの食感

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

                      

1198    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍かぼちゃ  

  500g   448円  （税込484円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産かぼち
ゃを、急速冷凍しました。使いたい分だけ
取り出せます。            λマルマス（北海道森町）     

限定1000 1199    ττ   NN 7/31お届け週7/31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

1200    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     有機冷凍カーネルコーン（ホール）  

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

限定 500  収穫後すぐに加工して
いるので、コーンの甘
みが生きています。コ
ーンスープなどにどう
ぞ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1201    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

1202    ττ       
  $$   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 200

1203    ττ   NN 7/31お届け週7/31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）     

1204    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ナチュラルカットポテト（プレーン）  

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

限定500

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

1205    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大豆の水煮  

  150g   359円  （税込388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。    ※天候不
良による不作のため、
41円（税込）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   

1206        
     きざみ たけのこ水煮  

  120g   341円  （税込368円） 

限定 1000

 地表より約2ｍ伸びた
孟宗竹の穂先約50cm
を収穫し、鮮度の良い
うちに地下水で水煮
加工しました。    ※天候
不良による不作のた
め、100円（税込）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   

1207    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     むかし竹の子（水煮）   

  200g   600円  （税込648円） 

1208    ττ   NN 8/7お届け週8/7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）     

ヨーグルトやアイスに添えて夏休みのおやつにヨーグルトやアイスに添えて夏休みのおやつに

1209    ττ   NN 7/31お届け週7/31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）     

1210    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     オーガニックミックスベリー（冷凍）  

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

大地を守る会の生産者の
野菜を使用
　　土壌消毒・除草剤は
原則不使用

カット野菜
                      

イメージイメージ

1211    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     炒め物用カット野菜  

  220g   382円  （税込413円） 

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

限定 500

お肉を加えて炒めれば、一品完成♪お肉を加えて炒めれば、一品完成♪

イメージイメージ

1212    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     8種野菜の洋風サラダ  

  85g   348円  （税込376円） 

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

限定 500

好きな具材を入れてアレンジしても好きな具材を入れてアレンジしても

12 130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

 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   

1220    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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

1004    υυ       
     徳用 ロース豚漬（味噌漬）（中津）  
  300g（3枚）   1,020円  （税込1,102円） 

         ■原材料／国産豚ロース肉、
味噌、粗糖、発酵調味料、胡麻
油、生姜ペースト、ピーナッツ
バター、赤唐辛子    λ中津ミー
ト（神奈川県愛川町）  εお届
け後3日保証  θ落花生・大豆 

イメージイメージ

人気の味噌漬けに徳用規格が新登場人気の味噌漬けに徳用規格が新登場
非遺伝子組み換えの飼料で健康に育て
た豚のやわらかなロース肉を、食品添
加物や化学調味料不使用の特製ピリ辛
味噌ダレに漬け込みました。隠し味は
ピーナッツバター。ほのかな甘みが、肉
のうまみを一層引き立てます。

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

                      

 脂身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   

1219    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1213    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

 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   

1214    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） 
 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。    ※原
料価格高騰のため、82円（税込）値上げします。
        λファイン（山形県高畠町）  δお届け後7日保証   

1215    υυ       
     ベーコンブロック（ファイン）  

  200g   990円  （税込1,069円） 
 肉を整形する際に出る不ぞろいな部分を
ベーコンにしました。深みのある濃いうま
みでだしも出ます。            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   

1216    υυ       
     規格外切り出しベーコン（益子手づくりハム工房）  

  80g   396円  （税込428円） 

限定 600

 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   

1217    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 

イメージイメージ

1218    υυ       
     ロースハムスライス（ファイン）  

  70g   498円  （税込538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。
    ※原料価格高騰のため、
26円（税込）値上げしま
す。        λファイン（山形県高
畠町）  δお届け後7日保証   

ドイツから取り寄せた香辛料で味付けドイツから取り寄せた香辛料で味付け

イメージイメージ

1221    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 

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

きめ細かく、ふんわり、やわらかきめ細かく、ふんわり、やわらか

あふれるジューシーな肉汁とあふれるジューシーな肉汁と
ぷりぷりの食感をご堪能くださいぷりぷりの食感をご堪能ください

地元・山形県産の豚肉をていねい
に成形し、ジューシーな粗挽肉を
練り込みました。素材の味の良さ
に加えて、ぷりっとした食感も魅
力です。朝食はもちろん、お酒にも
ぴったり。

             λファイン（山形県高畠町）  δお届け後
7日保証   

1222    υυ       
     あらびきソーセージ（ファイン）  

  110g   498円  （税込538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   

1223    υυ   NN 7/31お届け週7/31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   

1224    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

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

1225    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     やさしいポークウインナー  

  150g   380円  （税込410円） 

イメージイメージ

1226    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 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）     

キンと冷やしたビールのおともにキンと冷やしたビールのおともに

 北海道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）     

1227    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） 

 煮込みハンバーグにもどうぞ。お弁当や
お子さんのおかずにぴったりのミニサイ
ズです。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
    θ小麦・卵・乳 

1228    ττ       
     中津ミートの合挽生ハンバーグ（ミニ）  
  180g（30g×6コ）   435円  （税込470円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1229    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     えばらハーブ豚セット  
  880g(5パック)   2,718円  （税込2,935円） 

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

くせがなく食べやすいハーブ豚くせがなく食べやすいハーブ豚

1230    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   

1232    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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

1231    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     阿波徳島ウインナークラブ豚肉セット  
  870g(5パック)   2,617円  （税込2,826円） 

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

幅広い料理に活躍する5種の部位幅広い料理に活躍する5種の部位

1233    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ロース豚漬（味噌漬）（中津）  

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

1234    ττ       
     豚ロース肉・こくうま醤油たれ漬け  

  210g   850円  （税込918円） 
 仙台黒豚会の豚肉を、こく深い醤油ダレで味
付け。フライパンで焼くだけの簡単調理で、
主菜が完成します。          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 

1235    ττ   NN 8/7お届け週8/7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 

セットもの・簡単調理

イメージイメージ

13130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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1246    υυ       
     短角牛モモブロック（300g）  

  300g   2,621円  （税込2,831円） 

 ローストビーフや、お
好みの厚さに切って
ステーキに。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   

1247    υυ       
     短角牛モモブロック（500g）  

  500g   4,368円  （税込4,717円） 

 ローストビーフや、お
好みの厚さに切って
ステーキに。牛脂付。
            λ山形村短角牛肥育
部会（岩手県久慈市）
  εお届け後2日保証   

1242    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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） 
             λ山形村短角牛肥育部会（岩手県久慈
市）  εお届け後2日保証   

1243    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週        
     短角牛カタロースサイコロステーキ用  

  150g   1,450円  （税込1,566円） 
           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 7/31お届け週7/31お届け週        
     短角牛牛丼用うす切り  

  180g   1,434円  （税込1,549円） 
           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   

1241    υυ       
     短角牛ロースしゃぶしゃぶ用  

  180g   1,821円  （税込1,967円） 
           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   

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

                      

1237    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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   

1238    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     短角牛ローススライス  

  180g   1,821円  （税込1,967円） 
 程よい脂身で、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   

1239    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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   

1240    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1244    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     短角牛バラカルビ焼用  

  180g   1,373円  （税込1,483円） 
 赤身と脂身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   

1245    υυ   NN 7/31お届け週7/31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   

1248    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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   

1249    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1250    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     冷凍阿蘇あか牛切落し  

  160g   1,341円  （税込1,448円） 
 バラとウデの切り落としです。あか牛の
おいしさを気軽にお召し上がりください。
          3～3.5mm厚  λうぶやま村あか牛の会
（熊本県産山村）  δお届け後60日保証   

イメージイメージ

1251    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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

スパイシーなタコライスはいかが？スパイシーなタコライスはいかが？

1252    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

 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   

1253    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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

                      

1254    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豚バラスライス  

  200g   560円  （税込605円） 
 脂身が多めでやわらか。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

イメージイメージ

1256    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   

「あと一品」に便利な使い切りサイズ「あと一品」に便利な使い切りサイズ

1257    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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身が混ざっています。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   

1258    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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   

  ロースト
ビーフローストビー
フ  

  ステーキステーキ  

  牛丼牛丼  

1242 イメージイメージ

イメージイメージ

1236 イメージイメージ

短角牛ならではの濃厚な風味を短角牛ならではの濃厚な風味を
存分に満喫できるメニューです存分に満喫できるメニューです

食べごたえ満点のボリューム丼に。食べごたえ満点のボリューム丼に。
火の通りが早く、調理もらくらく火の通りが早く、調理もらくらく

食卓が華やぐメインディッシュ。食卓が華やぐメインディッシュ。
赤身の豊かな滋味をご堪能ください赤身の豊かな滋味をご堪能ください

今年は二の丑！ 土用の丑の日は

“牛”“牛”をを食べよう♪食べよう♪
今年の土用の丑の日は、7月25日（火）と8月6日（日）。“う”のつく“牛”を食べて、暑～い夏を乗り切りましょう。

14 130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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ゆっくり育てて、肉にうまみをのせました。ゆっくり育てて、肉にうまみをのせました。
アレンジ次第でさまざまな料理にアレンジ次第でさまざまな料理に

●   黒豚のおいしさを受け継ぐ、
バークシャー種の血統50％以
上。ゆっくりと育つので、きめ
細かくうまみ豊か。甘みのある
脂身が自慢です。

●  約3mm厚にスライスしている
ので、幅広い料理に活躍しま
す。炒め物や肉じゃが、野菜巻
きなどにどうぞ。

ココが発見！

イメージイメージ

1259    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   

1260    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豚ローススライス  

  200g   600円  （税込648円） 
 程よい脂身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   

1261    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1255    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     冷凍徳用豚バラスライス  

  300g   822円  （税込888円） 
 さらりと甘みのある脂身が多めでやわら
か。徳用規格なので、炒め物や煮物にた
っぷりとどうぞ。          約3mm厚  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

1262    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   

1263    υυ       
     豚ロースしょうが焼用（200g）  

  200g   600円  （税込648円） 
 程よく脂身があり、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   

1264    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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   

1265    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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   

1266    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豚ヒレひとくちカツ用  

  200g   780円  （税込842円） 
 脂身がほとんどなく、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

1267    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   

1268    ττ       
     冷凍豚バラしゃぶしゃぶ用  

  200g   560円  （税込605円） 
 脂身が多め。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   

1269    υυ   NN 8/7お届け週8/7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   

1270    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     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   

1271    ττ   NN 7/31お届け週7/31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   

1272    ττ       
     北海道放牧豚ロース厚切り（2枚）  

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

1273    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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

1274    ττ   NN 8/7お届け週8/7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） 

 豚小間肉を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   

1275    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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

1276    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     豚粗挽肉  

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

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

1277    ττбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     冷凍豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

鶏肉

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

                      

1278    ττбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     鶏モモ肉（まほろば）  

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

毎週 9058

1279    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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）     

1280    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

  300g   646円  （税込698円） 
 鶏肉で最も脂身の少ない部位。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）     

1281    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）     

1282    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     鶏モモ肉（秋川）200g  

  200g   498円  （税込538円） 
 非遺伝子組み換えの植物性飼料を与え、
広く清潔な鶏舎で健康に育てました。く
さみがなく、うまみしっかり。            λ秋川牧園
（山口県山口市）     

1283    ττ       
     鶏とり皮（秋川）  

  200g   387円  （税込418円） 
 焼きめの香ばしさや独特の食感がたまら
ない、とり皮が登場。揚げてカリカリ、ゆ
でればさっぱりと楽しめます。            λ秋川牧
園（山口県山口市）     

限定 1000

1284    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）     

1285    ττ       
     包丁いらずの鶏モモ薄切りコマ・バラ凍結  

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

1286    ττ       
     徳用うまか赤鶏モモ唐揚用・バラ凍結  

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

 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）     

1287    ττ       
     鶏粗挽肉・バラ凍結（まほろば）  

  300g   662円  （税込715円） 

1288    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）     

15130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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 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。    ※8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］   

1291    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） 

イメージイメージ

 資源にやさしい延縄漁で
漁獲したメバチマグロを
使用。筋をていねいに除
去しているので、口当たり
なめらか。        ■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］   

1293    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週        
     徳用まぐろすき身（ネギトロ用）  

  80g×2パック   900円  （税込972円） 

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

1289    ττ   NN 7/31お届け週7/31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

 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 

1301    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週        
     オホーツク産 海鮮五宝漬  

  130g   790円  （税込853円） 

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

1294    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週        
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   830円  （税込896円） 

イメージイメージ

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

                      

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

1290    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     土佐近海一本釣りかつお刺身用  

  100g   661円  （税込714円） 

イメージイメージ

 「マグロの女王」と呼ばれる天然のミナミマグロ
を使用。きめ細かな身質は、もっちりとした食感
でうまみが濃厚。        ■漁場／インド洋    λマストミ
（徳島県徳島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1292    ττ       
     天然南まぐろ切落し（刺身用）  

  70g   648円  （税込700円） 
 脂のりの良い寒サバを、添加物を使わず
あっさりとした酸味に仕上げました。        ■漁
場／九州西方沖    λ中野水産（鹿児島県阿
久根市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1295    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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

 旬を迎えた山口県のブランドアジ「瀬付き
あじ」を、酢〆にしました。味付けは純米
酢、砂糖、食塩のみ。        ■漁場／山口県    λ日
本マリンフーズ（山口県下関市）  ［生食可］   

1296    ττ       
     瀬付きあじ酢〆  

  80g   430円  （税込464円） 

 獲れたての桜エビを水揚げ後、素早く釜
揚げにしました。炒め物やパスタ、炊き込
みごはんにどうぞ。        ■漁場／駿河湾    λ小
倉食品（静岡県静岡市）  ［生食可］  θえび 

1297    ττ       
     駿河湾産釜揚桜えび  

  40g   530円  （税込572円） 
 新鮮な真アジの刺身を、醤油と砂糖をベースに
した大地宅配オリジナルのタレに漬け込みま
した。        ■漁場／長崎県    λ大畑食品（長崎県長崎
市）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1298    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ゴマあじ（真あじゴマだれ漬け）  

  90g   528円  （税込570円） 
 新潟県産ブリを、昆布だしを使った調味
ダレに漬け込みました。新鮮でくさみが
なく、食べごたえ抜群です。            λまえた（新
潟県新潟市）  ［生食可］  θ小麦・大豆 

1299    ττ       
     ぶり漬け丼用  
  75g(固形量60g)×2パック   690円  （税込745円） 

イメージイメージ

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

1300    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     紅鮭親子漬け丼用  

  70g×2パック   857円  （税込926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   

1302    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   591円  （税込638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）     

1304    ττ       
     塩引鮭  

  120g(2切)   499円  （税込539円） 

イメージイメージ

1305    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     あじフィーレ（加熱用）  
  150g(11枚以上)   402円  （税込434円） 

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

味が良く、栄養豊富な夏のアジ味が良く、栄養豊富な夏のアジ

 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   

1303    ττ       
     紅鮭ステーキカット  

  200g(2枚)   754円  （税込814円） 

 調理しやすいように開き加工しました。
衣を付けてフライや天ぷらに。蒲焼きも
おすすめ。        ■漁場／青森県    λ荒木水産
（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1306    ττ       
     真いわし開き  
  250g(4枚以上)   590円  （税込637円） 

 ＤＨＡやＥＰＡが豊富といわれるサンマ。やや小ぶ
りな厚岸のサンマの頭と内臓を取って、 すぐに調
理しやすいようにしました。        ■漁場／厚岸沖    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1307    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     厚
あっけし

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

 山陰の海で育ったトビウオを三枚におろしまし
た。程よい脂のりで身がふっくら。和洋を問わず
幅広いメニューでどうぞ。        ■漁場／兵庫県    λ山
米（兵庫県新温泉町）  δお届け後45日保証   

1308    ττ       
     とびうお三枚おろし  

  6枚(約140g)   438円  （税込473円） 

イメージイメージ

厚切りのボリューム感を生かして厚切りのボリューム感を生かして
バーベキューやパーティーにバーベキューやパーティーに

イメージ

刺身

切身

暑い日も、手軽においしく！

選選
人気人気のの

お刺身55
ぎゅっと身が締まり、さっぱりとしておいしい上りガツオを、ぎゅっと身が締まり、さっぱりとしておいしい上りガツオを、
本場・土佐伝統のわら焼きで、香ばしく仕上げました本場・土佐伝統のわら焼きで、香ばしく仕上げました

●   6～8月にロシア海域で獲れる
紅鮭を厚めのステーキカット
にしました。

●  若い鮭なので比較的脂のりが
良く、おいしく食べられます。

●  ステーキカットで見ためもぜ
いたく。洋風の料理やバーベ
キューにどうぞ。

ココが発見！

16 130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

これは肉厚でジューシー
です！ 3歳の娘が一人じ

めして食べています。
（ひよこさん）

 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   

1309    ττ       
     銀だら切身  

  140g(2切)   920円  （税込994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   

1310    ττ       
  $$   もったいナイ魚・白鯛切身  
  300g（3切以上）   495円  （税込535円） 

 調理しやすいように尾を残して、腹部に切れめを入れてバラ
凍結しました。    ※売り上げ金のうち7円は、「互恵のためのア
ジア民衆基金」として積み立てます。    ■原産国／インドネシ
ア    λオルター・トレード・ジャパン（東京都新宿区）    θえび 

1312    ττ       
     下処理済エコシュリンプ（Ｌ）  
  140g（7尾以上）   896円  （税込967円） 

新商品

イメージイメージ

「八戸前沖さば」は、ブランド推進
協議会が認定した期間に、三陸沖
以北の日本近海で漁獲し、八戸港
に水揚げされたサバです。一般的
な真サバの脂のりは12％程度に対
して、 粗脂肪分 15～ 20％以上。
脂がのった国産サバのおいしさを
お楽しみください。

         ■原材料／真サバ（八戸港）、食塩■漁
場／青森県八戸    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証   

1002    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     八戸前沖さばフィレ（うす塩味）  

  180g(3枚)   538円  （税込581円） 

青森県八戸からお届け。
脂のりが自慢のブランド魚

イメージイメージ

1311    ττбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   966円  （税込1,043円） 

 薬剤不使用の粗放養
殖で育てたエビ。使い
やすいバラ凍結のむ
き身です。    ※売り上げ
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 

ぷりぷりの食感をエビチリで堪能ぷりぷりの食感をエビチリで堪能

 ホワイトエビを鮮度の良いうちに加工。市販品
ではアミノ酸などを添加することがありますが
本品は不使用。        ■原産国／マレーシア    λ札幌中
一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θえび 

1313    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     天然むきえび  

  200g   768円  （税込829円） 

 国産のイカ、ホタテ、エビの3種の魚介をミ
ックス。炒め物やパスタ、カレー、お好み焼
きなどに。冷凍庫の常備品としてどうぞ。
            λ小倉水産食品（鳥取県境港市）    θえび 

1314    ττ       
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 

イメージイメージ

1315    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646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   

身入りが良く、豊かな滋味をパスタで身入りが良く、豊かな滋味をパスタで 新商品

イメージイメージ

春～初夏にかけて、スルメイカの
稚魚（小イカ）の水揚げがありま
す。身はやわらかく、丸ごと食べ
られるのはこの時季のものだけ。
本品は、水揚げ直後の新鮮な身
をバラ凍結しました。炒め物や煮
付け、パスタや唐揚げなどでご賞
味ください。

         ■原材料／スルメイカ■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   

1003    ττ       
     もったいナイ魚・小いか  

  200g   500円  （税込540円） 

限定740

かめばかむほどくせになる、
この時季だけの味わい

 身入りが良いアサリをていねいに手むき
しました。クラムチャウダーやパスタな
どに手軽に使えます。        ■漁場／愛知県
    λおおぐさ丸水産（千葉県富津市）     

1316    ττ       
  $$   愛知県産手むき生あさり  

  70g   669円  （税込723円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1317    ττ       
     しじみ屋さんの冷凍しじみ（Ｌサイズ）  

  70g×2パック   499円  （税込539円） 

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

大きさとうまさが違う宍道湖産大きさとうまさが違う宍道湖産

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

                      

 脂ののった真アジを、伊東の太陽と浜風で
天日干しにしました。熟練の職人技をお楽
しみください。        ■漁場／長崎県    λ島源商店
（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1318    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   598円  （税込646円） 
 夏に島根県浜田港に揚がった脂質10％
以上の真アジを、鮮魚のまま開いて干物
にしました。        ■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   

1319    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     どんちっち開きあじ  

  160g(2尾)   500円  （税込540円） 

 羅臼産の真ホッケを一夜干しにしました。サイズ
は小ぶりですが、脂のりが良く、ジューシーな皮
目はくさみもなく美味。        ■漁場／北海道    λ知床
ジャニー（北海道斜里町）  δお届け後45日保証   

1320    ττ       
     北海道産 開きほっけ  

  320g(2枚)   820円  （税込886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   

1324    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     北海道産本ししゃも（メス）  

  10尾   880円  （税込950円） 
 やわらかな銀ダラを、日高昆布のだしを配
合した上品な西京味噌に一晩じっくりと漬
け込みました。        ■原産国／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1325    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   銀だら西京漬（3切）  
  210g(3切)   1,400円  （税込1,512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   

1322    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2尾)   1,259円  （税込1,360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 

1326    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   990円  （税込1,069円） 
 ほのかに甘く、西京味噌の香り高い逸
品。鮭が一層おいしく食べられます。
        ■漁場／北海道    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証  θ大豆 

1327    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ごはんがすすむ・北海道産 鮭西京漬  

  120g(2切)   486円  （税込525円） 
 宮城県金華山沖で漁獲された脂のりの良い金
華サバを、オリジナルのみりん醤油ダレに漬け
込みました。        ■漁場／宮城県    λアイケイ（宮城
県石巻市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1329    ττ       
     金華沖さばみりん醤油漬  

  180g(4切)   428円  （税込462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 

1330    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

1321    ττ     
     紅鮭切身一夜干し  
  180g(3切)   856円  （税込924円） 
               δお届け後45日保証   

1323    ττ     
     山陰のかます開き  
  160g（2尾）   464円  （税込501円） 
               δお届け後30日保証   

1328    ττ     
     じっくり熟成北海道産鮭味噌漬  
  120g(2切)   458円  （税込495円） 
                 θ大豆 

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

簡単調理

肉厚でジューシー！肉厚でジューシー！
小さな娘も一人じめ小さな娘も一人じめ

イメージイメージ

17130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

                      

 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］   

1332    ττ       
     北海道産塩たらこ  

  70g   661円  （税込714円） 
 塩漬けしていない生のタラコをスチーム
し、三河みりんと食塩のみで味付け。解凍
するだけで食べられます。            λ知床ジャニー
（北海道斜里町）  δお届け後30日保証   

1333    ττ       
     味付け焼きたらこ（切子・しお味）  

  120g   645円  （税込697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］   

1334    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     釜あげしらすツインパック（カネモ）  

  25g×2パック   247円  （税込267円） 

毎週 9060
イメージイメージ

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

1336    υυ       
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   577円  （税込623円） 

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

1337    υυ       
     志
し ぶ し

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

 水洗いするだけで、ワカメの風味がよみ
がえる、人気の商品です。        ■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］   

1338    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   527円  （税込569円） 

 メカブを塩ゆでして刻み、粘りとうまみを
引き出しました。ぽん酢をかけたりごはん
と一緒にどうぞ。        ■漁場／三陸産    λシー
フーズあかま（宮城県塩釜市）  ［生食可］   

1339    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     たたきめかぶ  
  200g(2パック)   522円  （税込564円） 

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

1340    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     伊平屋島産味付け太もずく  

  230g   368円  （税込397円） 

1331    ττ     
  $$   辛子明太子切子辛子明太子切子（北海道産たらこ）（北海道産たらこ）    
    120g 120g     925925円円    （（税税込込999999円）円）  

               δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1335    ττ     
     釜あげしらす（カネモ）  
  100g   420円  （税込454円） 

               ［生食可］   

1341    υυ     
     戻しひじき2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 
               δお届け後30日保証   

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。    ※売り
上げ金のうち50円は「ささエールうなぎ基金」として積
み立てます。        λ大畑食品（長崎県長崎市）    θ小麦・大豆 

1342    ττ       
  $$   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

 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 7/31お届け週7/31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 8/7お届け週8/7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］   

1347    ττ       
  $$   いわしごま漬  

  120g   379円  （税込409円） 

 飼料には抗生物質などの薬剤 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。    ※売り上
げ金のうち50円は「ささエー
ルうなぎ基金」として積み立て
ます。        λ加持養鰻場（高知県
四万十市）    θ小麦・大豆 

1343    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 鹿児島県産の真ダコをぶつ切りにして、あっ
さりとした甘酢漬けに。程よい歯ごたえです。
        ■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［生食可］   

1348    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   酢だこ  

  200g   790円  （税込853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］   

1349    ττ       
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626円） 
 知床産の雄鮭を使用。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［生食可］   

1350    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     徳用鮭香草じめ  
  70g×2パック   990円  （税込1,069円） 

イメージイメージ

 紅鮭とホタテをたっぷり使用し、フランス料
理のシェフが考案した特製カルパッチョソ
ースでマリネしました。            λ札幌中一（北海
道札幌市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1351    ττ       
     紅鮭とほたてのマリネ  

  120g   648円  （税込700円） 

イメージイメージ

1352    ττ       
     めかぶ明太子  
  60g×3パック   1,200円  （税込1,296円） 
 明太子バラ子と島原産きざみめかぶを合
わせました。ごはんやパスタのトッピング
に。            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 

佃煮・海苔
ふりかけなど

着色料、化学調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤等の食品添加物不使用

国内の水産物を優先

すべて国内工場で製造

                      

 程よい甘さでお子さんも喜ぶ一品。くる
みの香ばしさとコウナゴのうまみが合わ
さった佃煮。            λ遠忠食品（埼玉県越谷
市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1353    υυ       
     くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 

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

1354    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     京都津乃吉の山椒じゃこ  

  50g   794円  （税込858円） 
 添加物を使わずに昔ながらの製法で作
った佃煮。おにぎりや太巻き寿司の具
に。            λ安田水産（鳥取県境港市）  δお届
け後15日保証  θ小麦・大豆 

1356    υυ       
     あみ佃煮  

  65g   235円  （税込254円） 

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

1357    NN 8/7お届け週8/7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 8/7お届け週8/7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）     

1360    NN 7/31お届け週7/31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） 

 鮭を7～10日間塩漬けした後、塩抜きし
て乾燥させ、うまみを凝縮する、新潟県
の伝統製造法・塩引き仕上げ。        ■漁場／
北海道    λまえた（新潟県新潟市）     

1361    ττ       
     塩引鮭焼ほぐし  

  100g   548円  （税込592円） 

イメージイメージ

 素材の風味を大切にしているから、袋を
開けるとエビや海苔の香りがぱあっと広
がります。            λ成清海苔店（福岡県柳川
市）    θえび・小麦・大豆 

1362        
     海老ふりかけ  

  50g   372円  （税込402円） 

1355        
     塩吹昆布  

  35g   380円  （税込410円） 
                 θ小麦・大豆 

1359      
     焼きざみのり（使いきりミニパック）  
  0.3g×50袋   420円  （税込454円） 
                  

1363      
     かつおふりかけ  

  40g   342円  （税込369円） 
                 θ小麦・大豆 

イメージ

●  四万十川に遡上してくるシラ
スウナギを大切に育て、焼き
上げました。

●  養鰻から加工まで1カ所で行
うのは比較的めずらしく、流通
経路が明確で安心。

●  薬剤を使用しない特別な方法
で育てていて、しっかりとした
弾力が楽しめます。

ココが発見！

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

18 130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

 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 

1613   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週        
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   627円  （税込677円） 

 2種のカツオだしと昆
布エキスを合わせま
した。味付けは少し甘
めの関東風で、後味
はすっきり。3倍希釈
タイプ。            λ新丸正（静
岡県焼津市）    θ小麦・
大豆 

1614    NN 7/31お届け週7/31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） 

1359        
     焼きざみのり（使いきりミニパック）  

  0.3g×50袋   420円  （税込454円） 
 きざみ海苔を1食分ずつ小分けにしまし
た。パリッとした食感と風味の良さが楽
しめます。            λ井口食品（福岡県福岡市）     

 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。お
好みでめんつゆで割
ってそうめんのごまダ
レに。            λ冨貴食研（大
阪府高槻市）    θ小麦・
卵・大豆 

1635    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     金ごまドレッシング  

  190ml   595円  （税込643円） 

毎週 9073              λ函南東部農協（静岡県函南町）  εお届け後6日保証  θ乳 

1368    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳（ノンホモ）  

  1000ml   335円  （税込362円） 

毎週 9072              λタカハシ乳業（群馬県前橋市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1369    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週        
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

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

卵・乳製品

卵：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

毎週 9071

 長野県中部で育てら
れた牛の生乳を、ノン
ホモジナイズ、65℃
30分で低温殺菌して
います。            λタカハシ
乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後4日保証
  θ乳 

1370    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大地を守る会のびん牛乳（ノンホモ）  

  720ml   265円  （税込286円） 

毎週 9070

 非遺伝子組み換えの飼料
を与え、長野県中部で健
康に育った牛の生乳を、
ホモジナイズ、65℃ 30
分で低温殺菌した部分脱
脂乳です。            λタカハシ乳業
（群馬県前橋市）  εお届
け後4日保証  θ乳 

1371    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

毎週 9074

 丹那盆地からお届け
する低脂肪牛乳。65
℃ 30分で低温殺菌、
ホモジナイズした、部
分脱脂乳です。            λ函
南東部農協（静岡県
函南町）  εお届け後6
日保証  θ乳 

1372    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

毎週 9075

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

1373    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1374    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1375    υυ   NN 7/31お届け週7/31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。            λ木次乳業
（島根県雲南市）  εお
届け後4日保証  θ乳 

1376    υυ   NN 8/7お届け週8/7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 

1377    υυ   NN 8/7お届け週8/7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 

1378    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1367    υυбб  NN 7/31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

1364    υυбб  NN 7/31お届け週7/31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        
 1365    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1366    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）     

 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。    〔1565〕※9月頃までの取り扱い
予定。〔1566〕※8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 

   葛そうめん            
 1565         250g   

 434円    （税込469円） рр       
 1566       徳用   2kg   
 3,046円    （税込3,290円）ьрр                                                                                

1566

表  紙

のどごしなめらか 葛そうめんのどごしなめらか 葛そうめん
奈良県・吉野の厳しい冬に、坂利製麺所
ではそうめんを製造します。国産小麦に
希少な国産本葛を加え、寒さにより、ゆっ
くり時間をかけて、じっくり生地を熟成。
自然の利を生かした伝統の「寒造り」で、
うまみとコシを引き出します。仕上げは、
撚りをかけて細く、そして強く麺を伸ばし
ていく「手延べ製法」。練りから完成まで
2日間もかかりますが、小麦に含まれるグ
ルテンが引き伸ばされ、のびにくく、つる
つるの食感に仕上がります。
唇に触れた瞬間のなめらかさと、口の中
に広がる国産小麦のうまみ。かみしめれ
ばわかるコシの強さと、優雅なのどごし。
一度食べれば、納得できるその味の良さ
を、ぜひご堪能ください。

本葛と手延べ製法が生む、
納得の味わい

一緒にどうぞ

搾りたての生乳に近い、フレッシュな味わい

低温殺菌
非遺伝子組み換え飼料
酪農家限定

ノンホモ・低温殺菌
非遺伝子組み換え飼料
酪農家限定

すっきりさわやかな飲み心地
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。
65℃で30分殺菌後、
遠心分離で脂肪をカッ
トしました。

大地宅配のオリジナル商品のなかでも
「おいしさ」「品質」ともにワンランク上の商品

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。
さわやかな甘みとこく
が特徴です。

［1369］低脂肪牛乳は苦手でしたが、市販の
ものとは全然違う。さっぱりしているのにコクがある。
今まで低脂肪乳を試してきて初めておいしいと思いま
した。 （キノコさん）

低脂肪乳

19130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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毎週 9077

 丹那の牛乳を原料に、
砂糖で甘みを付け、
乳酸菌で発酵させた
ヨーグルトドリンク。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  δお届
け後12日保証  θ乳 

1379    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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） 

1380    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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

1381    υυ   NN 8/7お届け週8/7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 

1382    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ＮＳ乳酸菌飲料（国産豆乳使用・7本）  
  140g×7本   998円  （税込1,078円） 

 国産豆乳をベースに、生きて腸まで届く
とされるNS乳酸菌などを加えて作りま
した。            λヤマダフーズ（秋田県横手市）
  δお届け後9日保証  θ乳・大豆 

毎週 9079

毎週 9080

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

1383    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1384    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1385    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1386    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1387    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1388    υυ       
     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 

1389    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1390    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト  

  500g   393円  （税込424円） 

1391    υυ   NN 7/31お届け週7/31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

1392    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。            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

1393    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。            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 

1394    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 

1395    υυ   NN 8/7お届け週8/7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） 
 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 

1396    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 

1397    υυ       
     とろーりとろけるラクレットチーズ  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 300
イメージイメージ

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

1398    υυ       
     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

                      

1401   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ザクセンの全粒粉パン（6枚切）  

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

毎週 9097

1403   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ザクセンの食パン（6枚切）  

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

毎週 9094

1404   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ザクセンの食パン（ノーカット）  

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

毎週 9095

1406   б б   NN 7/31お届け週7/31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。            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

1407   б б   NN 7/31お届け週7/31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。
            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

1409    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     サラのホワイトフランス（5コ）  

  5コ   360円  （税込389円） 
 ウインナー、キャベツの他、きんぴらやヒ
ジキなどの和風惣菜などもはさんでみて
は？            λサラ秋田白神（東京都八王子市）
  εお届け後3日保証  θ小麦 

1410        
     ザクセンのクロワッサン（国産バター使用）  

  2コ   373円  （税込403円） 
 バターの香りと幾重にも重なった生地の
食感、かむほどに広がる小麦の味わいが
好評です。            λザクセン（東京都板橋区）
  εお届け後4日保証  θ小麦・乳 

1411    NN 8/7お届け週8/7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 

 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 

1412    NN 8/7お届け週8/7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

1413        
  $$   ル・ウィズのパーネトスカーナと黒糖レーズン  

  1セット   552円  （税込596円） 
 オリーブオイルの風味豊かなパンと、好評の「ノヴァの有機レー
ズン」を混ぜ込んだ、滋味深い甘みがおいしいパンのセットで
す。        ■セット内容／パーネトスカーナ・黒糖レーズン各1コ    λル・
ウィズ（ウィル）（千葉県流山市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 1000

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
1399

  б б   NN 7/31お届け週7/31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。             

全粒粉カイザー全粒粉カイザー

プチフランスプチフランス

はちみつ・くるみのはちみつ・くるみの
全粒粉パン全粒粉パン

胚芽ドッグパン胚芽ドッグパン

今週は今週はザクセンザクセン週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週のセット内容
●  はちみつ・くるみの全粒粉パン（1コ）：
砂糖を少なめにして、はちみつの風味
を生かしました。くるみの香ばしさも◎

●  プチフランス（1コ）：飽きのこない素朴
な味わい。焼いてもサンドイッチでも

●  胚芽ドッグパン（1コ）：ローストした
小麦胚芽と全粒粉を使用。ひと味違
うドッグパン

●  全粒粉カイザー（1コ）：少しかために
仕上げました。かむほどに全粒粉の
うまみが味わえます

20 130号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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イメージイメージ

大地宅配の

パン定番

特徴：ブランの香ばしい風味がたっぷ
り。砂糖、油脂不使用／小麦：岩手県産、
北海道産／酵母名：ホシノ天然酵母

イメージイメージ

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：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

特徴：砂糖、油脂不使用で、
国産小麦の風味がしっかり
／小麦：北海道産、福岡県産、熊
本県産／酵母名：ホシノ天然酵母

 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 

1423    NN 8/7お届け週8/7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） 

1414        
  $$   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

1415    ττ   NN 8/7お届け週8/7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 

シナモン＋レーズンのリッチな味わいシナモン＋レーズンのリッチな味わい

1416    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   徳用 サラのふぞろいプチパン（20コ）  

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

1417    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（おやつミルク味）10コ  

  10コ   380円  （税込410円） 
 平飼卵やバターをたっぷり使った、ほん
のり甘くやさしい味わい。ちょっぴりお得
です。            λサラ秋田白神（東京都八王子市）
  εお届け後4日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

1418    NN 8/7お届け週8/7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 

1419        
     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 

1420        
     チョコチップメロンパン  

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

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

1421    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ふくらむ魔法のバターボール（冷凍）  
  240g (60g×4コ)   524円  （税込566円） 

イメージイメージ

 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 

1422    NN 7/31お届け週7/31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） 

1424    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1425    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

1426    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1428    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   キウイジャム  

  140g   474円  （税込512円） 
 和歌山県産のキウイが原料。風味が生き
るよう、砂糖控えめに仕上げました。    ※9
月頃までの取り扱い予定。        λフルーツバ
スケット（静岡県函南町）     

1429    υυ       
     北海道小林牧場物語 ぬって食べるヨーグルト～ギリシャ風～  

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

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

1430        
     近藤養蜂場の百彩蜂蜜 250g  

  250g   1,332円  （税込1,439円） 

 みつばち保護区であ
るオーストラリア・カ
ンガルー島で、ユーカ
リの花を中心に採蜜。
濃厚な味わいです。
    ※1歳未満の乳児に
は食べさせないでくだ
さい。    ■原産国／オー
ストラリア    λ藤井養
蜂場（福岡県朝倉市）     

1431    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     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） 

1427        
     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）     

 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）     

1432    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

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

                  

2014        
     近藤養蜂場のれんげ蜂蜜（120g）  
  120g   950円  （税込1,026円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2012        
  $$   いちごジャム（有機いちご使用）  
  140g   474円  （税込512円） 

                  

2015        
     ミャンマー産ひまわりハチミツ 350g  
  350g   750円  （税込810円） 

     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013      
  $$   ニューサマーオレンジのマーマレード  
  140g   475円  （税込513円） 

                  

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

冷凍パン

     ※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 

毎週 9096

1402   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

1400   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 
     ※焼型になたね油を塗布しています。        λザクセ
ン（東京都板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9099

1405   б б   NN 7/31お届け週7/31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

1408   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     サラの白神ソフトフランス  

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

毎週 9098

シリアル

バター・ジャムなど

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

シンプルだからこそシンプルだからこそ
かむほどに広がるかむほどに広がる
小麦本来のうまみ小麦本来のうまみ

全粒粉にブランを加えて際立つ香ばしさ全粒粉にブランを加えて際立つ香ばしさ

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

●   人気の頒布会「桃
ももななえ

七会」の生
産者・一宮大地の久津間紀道
さんの白桃をぜいたくに使用。

●  生の桃のような果肉感と香り
が口いっぱいに広がります。

●  パンにぬっても、ヨーグルトや
アイスにのせても。

ココが発見！

久津間さんの白桃をぜいたくに使用。久津間さんの白桃をぜいたくに使用。
冷たいデザートのトッピングにも冷たいデザートのトッピングにも

21130号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。

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

豆 腐定番

大地宅配の
オリジナル商品のなかでも
「おいしさ」「品質」ともに
ワンランク上の商品

肉厚で味もしっかり、主役になれ
る油揚げです。炒め物、煮物、サラダ……
と、何にでも使えてとても重宝します。
 （R…さん）

希少な国産なたね油で
ふっくら揚げました

契約栽培・国産大豆
栽培期間中農薬不使用
国産なたね油使用

大地を守る会の北海道の生産者が
育てた大豆と希少な国産なたね油
を使用。ふっくら肉厚に手揚げしま
した。

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

                      新商品

1001        
     高野山特産 国産胡麻と国産本葛のごま豆腐（醤油付）  
  100g×2パック   650円  （税込702円） 

         ■原材料／本葛粉、ごま、濃口
醤油（大豆、小麦、食塩）■セット
内容／ごま豆腐100g×2パック、
醤油5ml×2パック    λ大覚総本舗
（和歌山県かつらぎ町）  δお届
け後15日保証  θ小麦・大豆 

限定 1000

純国産原料の高野山特産のごま豆腐純国産原料の高野山特産のごま豆腐
国産ごまと国産本葛粉のみで作ったごま
豆腐。濃厚な風味と、もっちりとしたな
めらかな口当たりが美味。醤油付きなの
ですぐ食卓に出せます。原料が希少な
ため、次回取り扱いは未定。この機会
をお見逃しなく。

1439    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9106

1440    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9107

1441    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。    ※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

1442    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。    ※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丸
和食品（東京都練馬区）  εお届け後6日保証  θ大豆 

毎週 9109

1443    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 

 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 

1445    υυ   NN 8/7お届け週8/7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） 

1446    υυ       
     クリームみたいな寄せ豆腐  

  300g   185円  （税込200円） 

 にがりの量をギリギリ
まで抑え、プリンのよ
うな舌ざわりと、大豆
の甘みを引き出しまし
た。            λ島田食品（埼玉
県富士見市）  εお届
け後4日保証  θ大豆 

ぷるんとなめらか、クリーミーな口当たりぷるんとなめらか、クリーミーな口当たり

 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 

1447    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 

1454    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 9115

1448    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

 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 

1449    ττ   NN 7/31お届け週7/31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
 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 

1450    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     むつみの汲み上げゆば  

  130g   265円  （税込286円） 

 神泉の湧水と国産契約栽培の大豆、にがりだけで作
ったソフトな木綿豆腐。豆の風味が生きています。
  2点以上注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λヤ
マキ（埼玉県神川町）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1435    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   276円  （税込298円） 

毎週 9102

 「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 

1436    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   267円  （税込288円） 

毎週 9103

 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            
 1437    υυб б    木綿   300g   
 188円    （税込203円）   毎週 9104      

 1438    υυб б    絹   300g   
 180円    （税込194円）   毎週 9105                                                                               

3週目

お試し
ポイント

4週連続

1437

1438

 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 

1444    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9110

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
1433

   υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
毎週 9101

 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。             

1434    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

ミニ寄せ豆腐ミニ寄せ豆腐

きつねがんもきつねがんも

手揚げ風油揚げ手揚げ風油揚げ

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

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

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

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

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

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

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

22 130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
り上げ金の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

※売り上げ金の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）

毎週 9119
     ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合があります。
        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1461    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   190円  （税込205円） 
最終週

4週連続
お試し
ポイント

毎週 9120
     ※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 

1462    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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） 
最終週

4週連続
お試し
ポイント

毎週 9113

 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。            λヤ
マダフーズ（秋田県
横手市）  δお届け後
10日保証  θ大豆 

1451    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 7/31お届け週7/31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 9112

1453   б б   NN 7/31お届け週7/31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 

1455    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   181円  （税込195円） 
 複数の国産大豆を配合し、にがりと非遺伝子組み換えのなたね油を
使って仕上げたふっくらした油揚げです。  2点以上注文すると1点あたり
5ポイント付与します。  ※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丸和食品（東京都練馬区）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9116

1456    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。            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 9118

 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 

1457    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   359円  （税込388円） 

 ふかふかでジューシ
ーなお揚げをやさしく
味付けしました。酢め
しを詰めるだけでいな
り寿司に。    ※次回、値
上げします。        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 

1458    υυ       
  $$   味付けいなりあげ  

  8枚   350円  （税込378円） 

 やわらかな絹豆腐を、国産のなたね油で
ていねいに手揚げしました。食べやすい
生揚げです。            λ島田食品（埼玉県富士見
市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1459    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   島田さんの絹生揚げ  

  200g（2コ）   169円  （税込183円） 

毎週 9117

 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 

1460    υυ       
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐がんもどき  
  3コ   322円  （税込348円） 

1463    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9124

1464    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9121

1465    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9122

1466    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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 9123

1467    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     国産ひきわり納豆  

  50g×3コ   161円  （税込174円） 
 国産大豆と地元・赤城山の伏流水で作っ
た納豆のひき割りタイプ。しっかりとした
風味と歯ごたえです。            λまるだい（群馬
県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

 醤油をベースに、カツオ
節などのだしの風味を
きかせました。納豆50g
に小さじ1が目安です。
            λちば醤油（千葉県香
取市）    θ小麦・大豆 

1468    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   納豆のたれ  

  200ml   284円  （税込307円） 

練り物
漬物など

練り物：すり身原料は
国産を優先

化学調味料（アミノ酸等）、
リン酸塩等の食品添加物不使用

漬物：大地宅配の生産基準に
合致した野菜を優先

                      

 豆腐を加えた独特の食感と甘みが特
徴の上棒天。温めると風味が増します。
            λたからや蒲鉾（鹿児島県いちき串木野
市）  δお届け後3日保証  θ大豆 

1469    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 豆腐入りのさつま揚げに玉ねぎがたっぷり。シャ
キシャキ食感と甘みが印象的です。    ※11月頃ま
での取り扱い予定。        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 

1470    υυ       
  $$   シャキシャキ玉ねぎ天（さつま揚げ）  

  135g(3枚)   342円  （税込369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 

1471    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 
 現社長の、おじいちゃんのさつま揚げを
イメージ。すり身以外の具材を入れず、
魚のうまみを生かしました。            λ別所蒲鉾
店（島根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1472    ττ       
     おじいちゃんの天ぷら  

  120g(6枚)   380円  （税込410円） 

1473    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   枝豆のちぎり揚げ  

  130g   468円  （税込505円） 

 おきたま興農舎のおい
しい枝豆をたくさん入
れました。枝豆の食感
がたまらない一品です。
    ※8月頃までの取り扱
い予定。        λ遠藤蒲鉾店
（宮城県塩釜市）  δお
届け後3日保証  θ大豆 

枝豆の食感と風味を楽しんで枝豆の食感と風味を楽しんで

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

1474    υυ   NN 7/31お届け週7/31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） 
 うまみの濃い兵庫県淡路島産のイカナ
ゴのちりめんをスケトウダラのすり身に
合わせました。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩
釜市）  δお届け後3日保証   

1475    υυ       
  $$   かなぎ（いかなご）じゃこ天  

  200g（5枚）   456円  （税込492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   

1476    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     出雲のちくわ磯辺揚げ  

  120g   390円  （税込421円） 

契約栽培・国産大豆
栽培期間中農薬不使用

契約栽培・国産大豆
栽培期間中農薬不使用
化学調味料不使用（タレ）

大地を守る会の北海道産大豆を使用
大地を守る会の北海道産大豆を使用。独自の手法で「やわらか過ぎ
ないかみごたえ」に仕上げました。大豆のうまみがしっかりと感じら
れます。タレは、国産原料を使い、化学調味料不使用で作りました。

大地宅配のオリジナル商品のなかでも
「おいしさ」「品質」ともにワンランク上の商品

［1461］市販の納豆と比べ、値段が上がっても
やはりおいしいので、これは欠かさず注文しています。
 （kammyさん）

23130号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。

大地宅配の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

夫の大好物で、朝食に
よく並べます。少しお酢

を足して青海苔をいっぱいか
けていただいています。添付の
おつゆも良い味で、ところてん
自体の味や香り、かたさもちょ
うど良いです。たくさん買い置
きしています。

（SYさん）

 原料は、砂糖、からし、
塩のみ。本品ときゅう
りをポリ袋に入れ、冷
蔵庫で1日おくだけ。
    ※11月頃までの取り
扱い予定。        λ山清（香
川県綾川町）     

1617        
     有機からし漬の素 きゅうり用  

  60g   288円  （税込311円） 

 奈良吉野や紀州の有
機梅を“カリカリ”とし
た食感に仕上げ、赤
梅酢に漬けました。
            λ海の精（東京都大
島町）     

1489    NN 8/7お届け週8/7お届け週        
     海の精 かりかり梅（刻み）  

  60g   450円  （税込486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。    ※次
回、値上げします。        λ韓
国食品（千葉県匝瑳市）
  δお届け後4日保証   

1492    υυ       
  $$   オイキムチ（きゅうりのキムチ）  

  3本   548円  （税込592円） 

 神津島や大島などの国産５種類の天草をブレ
ンドした、オリジナルのところてん。    ※タレ付き。
※9月頃までの取り扱い予定。        λ瀬間商店（東京
都世田谷区）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1482    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ところ天  
  150g×3パック   410円  （税込443円） 

 石臼ですった国産魚のすり身原料と最低
限の調味料だけで作った、素朴な味わい
の竹輪です。魚のうまみが◎。            λいちう
ろこ（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証   

1477    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9125

 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。            λ別所蒲鉾
店（島根県出雲市）  δお届け後10日保証   

1478    υυ       
     あじが入った丸いはんぺん  

  120g(4枚)   490円  （税込529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   

1479    υυ       
     黒こんにゃく  

  250g   248円  （税込268円） 
1481    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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。    ※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   

酢味噌を絡めてさわやかに酢味噌を絡めてさわやかに

 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   

1480    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     黒滝  

  250g   248円  （税込268円） 
 国産契約栽培の干し大根を、しっかり漬
けました。使いやすいハーフサイズです。
            λヤマキ（埼玉県神川町）     

1483    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   たくあん  

  150g   340円  （税込367円）  ３回の漬け直しで、大根のパリッとした食感を
生かしました。りんご果汁入りの甘酢はまろ
やかです。    ※次回、値上げします。        λ漬物本舗
道長（愛知県豊川市）  δお届け後15日保証   

1484    υυ       
     あとひきだいちゃん（大根の甘酢漬）  

  150g   328円  （税込354円） 
 契約栽培の宮崎県産らっきょうを、国産
のきび糖と米酢に漬け込みました。はち
みつ入りでやさしい酸味。            λヤマキ（埼
玉県神川町）     

1485        
  $$   らっきょうの甘酢漬（はちみつ入り）  

  100g   498円  （税込538円） 
 王隠堂農園の梅酢で漬けたきゅうりです。あっさ
りした味わい。お好みで醤油やカツオ節を添えて
どうぞ。    ※8月頃までの取り扱い予定。        λ王隠堂
農園（奈良県五條市）  δお届け後5日保証  θ小麦 

1486    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     季節の浅漬け（きゅうり）  

  100g   276円  （税込298円） 

 自社農園で収穫した梅と国産契約栽培
の赤じそで漬け込みました。やわらかで
肉厚の果肉が特徴。塩分約17.5％。            λ王
隠堂農園（奈良県五條市）     

1487    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     王
おういんどう

隠堂農園の梅ぼし  
  300g   836円  （税込903円） 

1488    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     はちみつ梅干  

  200g   816円  （税込881円） 

 王隠堂農園の白梅干
しを砂糖・純粋はち
みつ・醸造酢で漬け
ました。やわらかな酸
味とまろやかな甘さ。
            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）  δお届け
後15日保証   

「う」のつく食べもので夏も元気に「う」のつく食べもので夏も元気に

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

1490    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  

  300g   500円  （税込540円） 
 鮭の魚醤を使い、より香ばしい味わいに仕上
げた一品。辛さのなかにうまみがあり、深い味
わいが魅力です。            λ趙さんの味（宮城県仙台
市）  δお届け後7日保証  θえび・小麦・大豆 

1491    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     趙さんの味 熟成白菜キムチ（さけ魚醤入り）  

  200g   480円  （税込518円） 

惣菜

化学調味料等の食品添加物、
たんぱく加水分解物不使用

海外製品はオーガニック

原料は国産を原則とし、
国内工場で製造

大地を守る会の生産者の
原料を優先

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

                      

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

1496    ττ       
     フライドチキン（チューリップ）  
  350g(6本以上)   878円  （税込948円） 

 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。    ※原料・
物流資材費高騰のため、19円（税込）値上げしま
す。        λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1497    ττ       
  $$   鳥天  

  200g   528円  （税込570円） 
 カレー風味のスパイスを程よくきかせ
た、やわらかなカツ。温めるだけです。
            λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵 

1498    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

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

1499    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   チキンささみカツ（のり塩味）  

  150g   490円  （税込529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 

1500    ττ   NN 8/7お届け週8/7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

 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 

1501    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     農舎のあたためるだけお弁当用トンカツ  
  150g(5コ以上)   599円  （税込647円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1502    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 秋川牧園の提携農場
で育てた鶏肉を使用。
塩麹などに漬けて、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 

塩麹に漬けて、中までやわらかに塩麹に漬けて、中までやわらかに

 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 

1503    ττ   NN 8/7お届け週8/7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） 

イメージイメージ

イメージイメージ

この夏おすすめ！ さっぱりとした箸休めの一品この夏おすすめ！ さっぱりとした箸休めの一品 夫の大好物です。夫の大好物です。
味や香り、かたさも◎味や香り、かたさも◎

イメージイメージ

24 130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

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

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

1493    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   498円  （税込538円） 

 揚げてあるのでトース
ターなどで温めれば完
成です。    ※原料・物流
資材費高騰のため、37
円（税込）値上げしま
す。        λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵 

1494    ττ       
  $$   チキンナゲット  

  200g   488円  （税込527円） 

 お子さんやご年配の方
でも食べやすい一口サイ
ズ。素材のうまみを生か
して作りました。    ※原料・
物流資材費高騰のため、
30円（税込）値上げしま
す。        λ大進食品（神奈川
県横浜市）    θ小麦・大豆 

1523    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   598円  （税込646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）     

1528    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 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 

1504    ττ       
  $$   農舎のあたためるだけプチぽてと  

  170g   398円  （税込430円） 
 下味と衣を付けてあるので、ご家庭で揚げるだけ。
ほろりとやわらかく、淡泊な白身が人気の魚です。
南蛮漬けにも。        ■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   

1505    ττ       
     めひかり唐揚げ  

  110g   490円  （税込529円） 
 オホーツクで獲れる鮭を弁当用にカット
し、フライにしました。揚げ調理済みなの
で、温めるだけでOK。            λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵 

1506    ττ       
     レンジで弁当用鮭フライ  

  150g(5コ)   602円  （税込650円） 

イメージイメージ

 どらごんふらいの有機かぼちゃを使用。北海道産の素
材で仕上げた一品です。ほくほくした食感と甘みをお
楽しみください。    ※電子レンジ専用品です。        λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

1508    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   レンジでカボチャクリームコロッケ  

  130g(5コ)   559円  （税込604円） 
 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 

1509    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   農舎のあたためるだけじゃがバターコロッケ（10コ）  

  350g(10コ)   898円  （税込970円） 

 ふわふわの肉団子に、甘酢ダレを絡めま
した。温めるだけですぐできます。            λニッ
コー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1510    ττ   NN 7/31お届け週7/31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。
    ※原料・物流資材費高騰のため、23円（税込）値上げし
ます。        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・卵・大豆 

1511    ττ       
     ふわふわ豆腐煮込みハンバーグ  
  180g（2パック）   448円  （税込484円） 

限定 500
イメージイメージ

 国産豚バラ肉を、深みのある本格的な
味わいの中華風に仕上げました。温める
だけで手軽に食べられます。            λ誠晃産業
（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1512    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     中華風豚角煮（レトルト）  

  200g   598円  （税込646円） 

限定 500

 契約農場で育てた鶏の肉を、醤油や「味
の母」で下味を付けて焼き、特製照り焼
きダレを絡めました。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・大豆 

1513    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     お弁当に便利！照り焼きチキン  

  150g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

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

1514    ττ   NN 7/31お届け週7/31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 

1515    ττбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g(12コ)   500円  （税込540円） 
 豚肉にキャベツ、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 

1516    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   五目シュウマイ  

  204g(12コ)   646円  （税込698円） 

1517    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     エビ香る海鮮シュウマイ  

  170g（10コ）   698円  （税込754円） 
 スケトウダラのすり身とムラサキイカにエ
ビを加えた、海鮮の風味たっぷりの本格点
心です。            λ日本セントラルキッチン（東京都
荒川区）  δお届け後45日保証  θえび・小麦 

 エビ中心のタネを、国産小麦の薄い皮
で手包みしました。沸騰したお湯で約
２分ゆでてどうぞ。    ※原料・物流資材
費高騰のため、53円（税込）値上げしま
す。    ■セット内容／ワンタン144g（12
コ）、スープ30g×2パック    λ日本セン
トラルキッチン（東京都荒川区）  δお
届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1525    ττ       
  $$   エビワンタン（スープ付き）  

  204g   788円  （税込851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 

1519    ττ       
  $$   もち米焼売  

  33g×6コ   554円  （税込598円） 

限定 600

 カニと鶏肉入りの具材に香り高い特製ねぎ
油を加え、手で包みました。    ※原料・物流資
材費高騰のため、32円（税込）値上げします。
        λ大昌（神奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1520    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  
  60g×5コ   1,580円  （税込1,706円） 

限定 300

 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 

1521    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 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 

1527    ττ   NN 8/7お届け週8/7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） 

 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 

1522    ττ   NN 7/31お届け週7/31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 

1524    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     しそ入り精進餃子  

  240g(8コ)   628円  （税込678円） 

限定 600

 宮島醤油が持つスパイスのノウハウと、
大地宅配の素材の良さを生かした、辛さ
控えめで奥深い味わい。            λ宮島醤油（佐
賀県唐津市）    θ小麦・乳・大豆 

1529    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   平飼い鶏モモ肉のチキンカレー  

  160g   398円  （税込430円） 

限定 1000
イメージイメージ

 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 

1526    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   785円  （税込848円） 

イメージイメージ
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便利！！
お弁当に

 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 

1495    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   こくうま！チキンナゲット  

  220g   490円  （税込529円） 

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

1518    ττ       
     プチえびしゅうまい  

  144g   388円  （税込419円） 

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

1507    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 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 

1546    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     もう一品のおかず（きんぴらごぼう）  

  50g×2パック   470円  （税込508円） 限定 1000

 野菜の素材感が味わえる甘口のカレー。
コーンや玉ねぎ、じゃがいも、人参がたっ
ぷり入っています。            λにしき食品（宮城
県岩沼市）     

1530        
     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

 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。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1531    NN 8/7お届け週8/7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） 

限定 500

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

1532    NN 7/31お届け週7/31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）     

1533    NN 8/7お届け週8/7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 

1534    ττ   NN 7/31お届け週7/31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）     

1535    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

限定 500
イメージイメージ

 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 

1536    ττ   NN 7/31お届け週7/31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

 秋川牧園の鶏肉や国産小麦のパスタなど
を使用した本格派グラタン。レンジで温
めるだけ。    ※電子レンジ専用品です。        λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・乳 

1537    ττ       
  $$   チキンクリームグラタン  

  360g(2コ)   694円  （税込750円） 

限定 200

 山形村短角牛と豚の合挽肉や有機トマ
トペーストで作ったドリアソース。ごは
ん、チーズと一緒に焼くだけです。            λ宮
島醤油（佐賀県唐津市）    θ小麦・乳 

1538    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ご飯にかけて焼くだけｄｅミートドリア  

  110g×2パック   554円  （税込598円） 

限定 500
イメージイメージ

 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）     

1539    ττ   NN 7/31お届け週7/31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

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

1540    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     国産えびのガーリックシュリンプ  

  150g   800円  （税込864円） 

イメージイメージ

 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。    ※原料・物
流資材費高騰のため、19円（税込）値上げします。        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 

1542    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   平飼い卵の玉子とうふ  

  120g×2コ   415円  （税込448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 

1543        
  $$   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 

1544    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1545    υυ       
  $$   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 

1547    υυ   NN 8/7お届け週8/7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。    ※原料・物流
資材費高騰のため、16円（税込）値上げします。        λ大海
老食品（東京都世田谷区）  δお届け後15日保証  θ卵 

1548    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   手作りポテトサラダ  
  120g×2パック   498円  （税込538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 

1549    ττ   NN 8/7お届け週8/7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

イメージイメージ

ごはんに盛り付けて混ぜるだけ！ごはんに盛り付けて混ぜるだけ！
甘辛の本格ビビンバをご家庭で甘辛の本格ビビンバをご家庭で

豚そぼろや大根、小松菜、細切り昆
布、それぞれの素材を生かすため
別々に味付け。ごま油の風味と酢
をきかせた特製コチュジャンダレ
で仕上げました。ごはんに盛り付け
てよく混ぜ合わせるだけで、簡単に
本格ビビンバのでき上がり。
             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 

1541    ττ   NN 7/31お届け週7/31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） 

 ２合の米に加えて炊くだけ。たけのこのシャキシャキ感が
おいしいごはんです。    ※原料・物流資材費高騰のため、29
円（税込）値上げします。※ 1パック2合用です。        λ遠忠食
品（埼玉県越谷市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1550    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   国産たけのこご飯の素  
  170g×2パック   825円  （税込891円） 

イメージイメージ

 山形村短角牛・人参・油揚げを使った、醤
油ベースの炊き込みごはんの素。短角牛
のうまみたっぷりです。            λ総合農舎山形
村（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

1551    ττ       
  $$   短角牛炊き込みご飯の素  
  280g(2～3合用)   698円  （税込754円） 

イメージイメージ

 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 

1552        
     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

野菜系副菜

ごはんの素・その他

夏に食べたいスパイシーな味付け夏に食べたいスパイシーな味付け

一口サイズに短角牛のうまみがぎゅっ一口サイズに短角牛のうまみがぎゅっ

ぷりぷりのエビがジューシー♪ぷりぷりのエビがジューシー♪

素材の風味を生かした程よい甘辛味素材の風味を生かした程よい甘辛味

イメージイメージ

イメージイメージ

26 130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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香ばしい金ごまダレを卵麺に絡めて！香ばしい金ごまダレを卵麺に絡めて！
旬のきゅうりをたっぷりのせてどうぞ旬のきゅうりをたっぷりのせてどうぞ

イメージ

●  麺は国産小麦粉100％で平飼
卵を練り込んだ、もちもちの
卵麺。

●  タレは、香ばしい有機金ごまを
たっぷり使用。国産りんご酢
の酸味に国産丸大豆醤油を加
え、「きび糖」や「味の母」など
で味を調えました。

ココが発見！

 ワカメを手軽に食べられるよう、ごはん
の素に仕上げました。炊きたてごはんに
混ぜるだけ。            λハヤシ食品工業（広島県
広島市）  δお届け後45日保証   

1553    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   わかめごはんの素  

  50g   398円  （税込430円） 

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 

1554    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   お好み焼き（豚玉）  

  400g(2枚)   880円  （税込950円） 

限定 500
イメージイメージ

 さつまいもを皮ごとスティック状にカットして飴がけ。
外はカリッと、中はしっとり。半解凍でどうぞ。    ※原料・
物流資材費高騰のため、28円（税込）値上げします。
        λ萬來（鹿児島県志布志市）  δお届け後45日保証   

1555    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   スティック大学芋  
  150g×2パック   548円  （税込592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 

1556    ττ       
     石窯ナポリピッツァ フレッシュバジルのマルゲリータ  

  1枚   1,685円  （税込1,820円） 
 化学調味料を使用せず、トマトのうまみ
を生かしたチキンライス。バラ凍結なの
で、使いたい分だけ使えて便利です。            λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1557    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大地宅配のチキンライス  

  450g(2食分)   550円  （税込594円） 

限定 1000
イメージイメージ

 大地を守る会の生産者のお米を100％
使用。醤油を塗って、香ばしく焼き上げま
した。    ※電子レンジ専用品です。        λ全国
農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1558    ττ   NN 7/31お届け週7/31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）     

1559    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 

1560    ττ   NN 7/31お届け週7/31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

 有機玄米を圧力釜で炊き上げ、レトルト
パックにしました。湯せんまたは電子レ
ンジで温めるだけ。            λコジマフーズ（愛
知県名古屋市）     

1561        
     有機玄米ごはん（パック）  
  160g×20パック   4,400円  （税込4,752円） 

 鶏肉、ひよこ豆、玉ねぎ、赤パプリカ入り
で具だくさん。防災の常備品にも。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1562        
  $$   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

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 

1563    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   冷やし中華  

  2食   457円  （税込494円） 

限定 2000

3週目

お試し
ポイント

4週連続

 国産小麦に本葛を加えた、
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。  「特撰 大地を守る会のめ
んつゆ（注文番号1613）」とご
一緒に。  ※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 

1565    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     葛そうめん  

  250g   434円  （税込469円） 

1566    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     徳用葛そうめん  

  2kg   3,046円  （税込3,290円） 
 国産小麦に本葛を加え、手延べで製造。
つるつるの食感でのどごしが良いそうめ
んです。    ※8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。    ※今週は
通常の2倍ポイントです。
※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 

1567    NN 7/31お届け週7/31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 

1568    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     半田手延べそうめん・八千代  
  240g（80g×3束）   400円  （税込432円） 

 国産小麦と平飼卵で作った麺
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 

1564    υυ   NN 7/31お届け週7/31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

1569    NN 7/31お届け週7/31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   838円  （税込905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。    ※賞味期限が2017年
10月17日までと短めのため、89円（税込）値引きして販売します。    ■セット内
容／（麺80g・スープ40g）×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）    θ小麦・大豆 

限定 400

限定 2000

 大地を守る会の生産
者のチキンエキスや
豚脂を使用。麺をゆで
てスープを加えるだ
け。酵母エキス使用。
        ■セット内容／（麺
120g・スープ31g）×
2食    λ亀製麺（東京
都国立市）  δお届け
後8日保証  θ小麦・卵 

1570    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   野菜と食べる！お鍋ひとつでタンメン  

  2食   456円  （税込492円） 

 麺は国産小麦粉や平飼卵を、スープは老舗醤油店・
クルメキッコーの醤油を使用。酵母エキス使用。        ■セ
ット内容／（麺120g・スープ40g）×2食    λ亀製麺（東
京都国立市）  δお届け後6日保証  θ小麦・卵・大豆 

1571    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   466円  （税込503円） 

限定 2000
イメージイメージ

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かんすいで
作ったもちもちの麺に、厳選素材で作った甘めのソース
付き。        ■セット内容／（麺150g・ソース34g）×3食    λクリ
タ食品（群馬県館林市）  δお届け後8日保証  θ小麦・大豆 

1572    υυ   NN 7/31お届け週7/31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 

1573    υυ   NN 7/31お届け週7/31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

1574    ττбб   NN 7/31お届け週7/31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 

1575    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     国産小麦のゆでうどん（もち角）3食  

  200g×3食   330円  （税込356円） 
 国産小麦と塩、岩手北上山系の伏流水の
みで作りました。コシの強い、もちもちの
食感です。保存料不使用。            λ川喜（岩手
県釜石市）  δお届け後5日保証  θ小麦 

 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 

1576    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   341円  （税込368円） 

 国産そばの実を丸ごと挽いたそば粉と国
産小麦で作った乾麺です。香りも豊か。
            λ本田商店（島根県雲南市）    θ小麦・そば 

1577    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   奥出雲そば・乾麺（国内産有機そば粉使用）  

  200g   312円  （税込337円） 

イメージイメージ

 国産そば粉と国産小
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 

1578    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     出雲そば（生）  

  100g×2食   370円  （税込400円） 

 自社農場で収穫したそばの実から作りま
した。香りと風味が豊かです。            λ武生製
麺（福井県越前市）  δお届け後45日保
証  θ小麦・そば 

1579    ττ       
     武
た け ふ

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

イメージイメージ

1580   б б   NN 7/31お届け週7/31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 

1581    υυбб   NN 7/31お届け週7/31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。
            λキムラ（東京都青梅市）  δお届け後10
日保証  θ小麦 

1582    υυ   NN 8/7お届け週8/7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 

 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   

1592    NN 7/31お届け週7/31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） 

イメージイメージ

軽食・パックごはんなど

27130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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国産りんご果汁を発酵させた
やさしく、まろやかな酸味

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。

契約栽培・青森県産りんご
100％
伝統製法・静置発酵
醸造用アルコール不使用

平飼卵となたね油、純米酢が原料。
野菜の味がぐっと引き立ちます

契約栽培の国産丸大豆で造った
天然醸造味噌

契約栽培の国産丸大豆と米麹を使
い、8カ月以上かけて熟成させまし
た。アルコール・保存料は不使用。

契約栽培・国産丸大豆
天然醸造
アルコール・保存料不使用

契約栽培・国産丸大豆
国産小麦
天然醸造

じっくりと発酵・熟成。
深い香りとうまみが自慢

契約栽培の国産丸大豆と国産小麦
を原料に、1年半以上熟成させた、
昔ながらの味と香りがする濃口醤油
です。

原料はシンプルですが、素材それぞ
れの味がしっかり。まろやかでこくが
あり、家庭で手作りしたようなやさし
い味わい。

大地宅配のオリジナル商品のなかでも
「おいしさ」「品質」ともに
ワンランク上の商品

平飼卵
非遺伝子組換なたね油
国産純米酢

雑味のない濃厚なうまみが、
料理を味わい深く仕上げます

大和川酒造店が、コシヒカリを65％
まで精米して仕込んだ大地宅配オリ
ジナルの純米料理酒。甘みとこくが
あり、飲んでもおいしいと評判。

稲田稲作研究会の
コシヒカリを使用
同社比2倍の米こうじを使用
醸造アルコール
不使用

ドレッシング作
りに使いました。りん
ご酢となたね油と塩・
こしょうだけ。酢に甘
みがあるので、お砂糖
は使いませんでした。
まろやかな酸味でとて
もおいしくできました。
 （Reさん）

 大地を守る会の生産
者の大豆と国産小麦
を使用。仕込みから
熟成まで１年以上か
けた醤油です。            λち
ば醤油（千葉県香取
市）    θ小麦・大豆 

1593   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

             λ日本食品工業（鳥取県境港市）    θ小
麦・大豆 

1595   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   884円  （税込955円） 
             λ大津賀商店（鳥取県伯耆町）  δお届
け後45日保証  θ大豆 

1599    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   800円  （税込864円） 

     ※酒類です。        λ大和川酒造店（福島県喜
多方市）     

1605   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

             λ丸和油脂（東京都品川区）    θ卵 

1633   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

             λマルボシ酢（福岡県川崎町）     

1608    NN 7/31お届け週7/31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） 

調味料

原料はすべて非遺伝子組み換え

味噌・醤油：すべて
国産丸大豆を使用

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物（にがり除く）不使用

天然醸造・長期熟成等の
伝統的な製法が原則

20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売しません。

                      

 「大地宅配の木桶熟
成醤油」の少量お試
しサイズです。大地
を守る会の生産者の
大豆を使用。            λちば
醤油（千葉県香取市）
    θ小麦・大豆 

1594    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油・300ml  

  300ml   457円  （税込494円） 

 定番濃口醤油の一升
びん・徳用サイズ。大
地を守る会の生産者
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 

1596    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・1.8Ｌ  

  1.8L   1,484円  （税込1,603円） 

 ペットボトルの少量
サイズ。契約栽培の
国産丸大豆を使用し、
じっくり1年半以上発
酵・熟成を重ねた深い
香りと味わい。            λ日
本食品工業（鳥取県
境港市）    θ小麦・大豆 

1597    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特級 みのり醤油・500ml（ペットボトル）  

  500ml   514円  （税込555円） 

 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 

1598    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  

  1000ml   690円  （税込745円） 

1600    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  

  450g   500円  （税込540円） 
 昔ながらの伝統的な製法で、米麹造りから
行い、ゆっくりと熟成。普段の味噌汁を深
い味わいに仕上げます。            λ大津賀商店（鳥
取県伯耆町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 米麹の割合を多くし、
まろやかな甘口に仕
上げました。国産契
約栽培の丸大豆を使
用。            λ大津賀商店（鳥
取県伯耆町）  δお届
け後45日保証  θ大豆 

1601    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌（甘口）  

  1kg   855円  （税込923円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、神泉水などで
長期熟成。深みのあ
る香りとまろやかな
味わいの玄米味噌で
す。            λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ大豆 

1602    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み玄米味噌  
  1kg   1,080円  （税込1,166円） 

 長期熟成で、乳酸菌・
酵母・麹菌が生きて
います。もちろん主
原料は国産のものを
使用。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
    θ大豆 

1603    υυбб   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

1604        
     三河産大豆の八丁味噌  

  300g   520円  （税込562円） 
 大豆のうまみたっぷり。田楽のタレ、カレー
やデミグラスソースのこく出しにも。            λま
るや八丁味噌（愛知県岡崎市）    θ大豆 

 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）     

1606   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     味の母・720ml  

  720ml   693円  （税込748円） 

 京都・宮津の栽培期
間中農薬不使用の米
を100％原料に、静
置発酵でじっくり醸
造。濃厚な味わいが
特徴で、料理にこくを
与えます。            λ飯尾醸造
（京都府宮津市）     

1607   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

 純米酢に国産のきび
糖、醤油などを合わ
せました。酢めしはご
はん1合分に20ccが
目安。酢の物にもどう
ぞ。            λ庄分酢（福岡県
大川市）    θ小麦・大豆 

1609    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     職人さんのすし酢  

  360ml   515円  （税込556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）     

1610    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   450円  （税込486円） 

 鍋物や、和風サラダに
も。国産有機本醸造
醤油、国産純米酢、徳
島の有機ゆずなど、
原材料も厳選。            λ光
食品（徳島県徳島市）
    θ小麦・大豆 

1611    NN 7/31お届け週7/31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 

1612    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864円） 

 カツオ節やしいたけな
どのだしを使った深
い味わい。煮物や和
え物にも重宝します。
            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・
大豆 

1613   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ  

  360ml   627円  （税込677円） 

 2種のカツオだしと昆
布エキスを合わせま
した。味付けは少し甘
めの関東風で、後味
はすっきり。3倍希釈
タイプ。            λ新丸正（静
岡県焼津市）    θ小麦・
大豆 

1614    NN 7/31お届け週7/31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） 

 麺のつけ汁や煮物など
の味付けに使える、便
利な調味料。濃縮タイ
プなので薄めてどうぞ。
            λちば醤油（千葉県香
取市）    θ小麦・大豆 

1615    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   万能つゆ（希釈用）  

  300ml   400円  （税込432円） 

28 130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_130_p28M_04.indd   28 2017/07/03   11:45:56



お試し少量品

醤油・味噌・酢など

 有機栽培された亜麻の種
を酸素と光を遮断して、低
温圧搾しました。α-リノ
レン酸を多く含むオイル
です。    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がりくだ
さい。    ■原産国／アメリカ
    λアトワ（宮城県仙台市）     

1622    υυ   NN 8/7お届け週8/7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）     

1623    NN 7/31お届け週7/31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） 

 6種類の香辛料を一
番搾りごま油で煮出
した、辛みとうまみの
あるラー油です。            λ九
鬼産業（三重県四日
市市）     

1625    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     香辛胡麻らー油  

  45g   450円  （税込486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）     

1626   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

 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）     

1627        
     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） 

 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）     

1628    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   474円  （税込512円） 

 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）     

1629    NN 7/31お届け週7/31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） 

 対馬暖流の海水を60
℃の低温で結晶化さ
せて仕上げた塩です。
白菜漬けなどの漬物
作りにも。            λ一の塩
（佐賀県唐津市）     

1630        
     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） 

 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）     

1631   б б   NN 7/31お届け週7/31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） 

1632    NN 7/31お届け週7/31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）     

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 

1634    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   504円  （税込544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 

1635    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     金ごまドレッシング  

  190ml   595円  （税込643円） 

 豆腐を入れて煮るだけで、麻婆豆腐が
完成。麻婆春雨や麻婆なすにも。こくと
辛みにごはんがすすみます。            λ誠晃産業
（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1636    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   とうふ一丁で麻婆豆腐の素 2パック  
  180g(2～3人前)×2パック   610円  （税込659円） 

限定 500
イメージイメージ

1637    NN 7/31お届け週7/31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 

1638    NN 7/31お届け週7/31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 

1639    NN 7/31お届け週7/31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 

 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）     

1640    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 

 農薬や化学肥料を使
用せずに栽培したに
んにくをペースト状
に加工しました。料理
のアクセントに。            λベ
ストアメニティ（福岡
県久留米市）     

1641    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 
                      2022      

     無濾過純米酢 心の酢（有機栽培米使用）  
  500ml   760円  （税込821円） 
                  

2028        
     液体かつお混合だし（20倍濃縮）  
  300ml   1,046円  （税込1,130円） 
               δお届け後60日保証   

2035    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 

2041        
     有機白こしょう・粉（ビン入）  

  30g   528円  （税込570円） 
                  

2017        
     かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2023      
     有機玄米くろ酢・720ml  
  720ml   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2029        
     国産なたね油  
  540g   800円  （税込864円） 

                  

2036        
  $$   玉ねぎと果実酢のクリーミィドレッシング  
  230ml   532円  （税込575円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦・卵・大豆 

限定 1000 2042        
     七味とうがらし（吉田ふるさと村）  

  15g   400円  （税込432円） 
                  

2018        
     神
かみいずみすい

泉水仕込み生醤油  
  1Ｌ   970円  （税込1,048円） 

     ※開封後要冷蔵。            θ小麦・大豆 

2024        
     有機バルサミコ酢  
  250ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2031        
     北海道産てんさい含蜜糖  
  500g   380円  （税込410円） 

                  

2037        
  $$   青椒肉絲（チンジャオロウスー）のタレ2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 
                 θ小麦・大豆 

限定 300 2043    ττ      
     おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

2019    υυ      
     やさかみそ（甘口）  
  750g   589円  （税込636円） 

                 θ大豆 

2025        
     そうめんつゆ（ストレート）  
  400ml   550円  （税込594円） 
                 θ小麦・大豆 

2032        
     波
は て る ま

照間島黒糖かちわり  
  200g   327円  （税込353円） 

                  

2038        
  $$   大地宅配の直火焼カレールウ（中辛）・フレークタイプ  
  170g(8皿分)   426円  （税込460円） 
                 θ小麦・大豆 

2044      
     有機乾燥青葱  

  10g   500円  （税込540円） 
                  

2020        
     三河みりん・700ml  
  700ml   1,020円  （税込1,102円） 
     ※酒類です。             

2026        
  $$   洋風ブイヨン  
  15g×10袋   446円  （税込482円） 
                 θ小麦・大豆 

2033        
     おふくろの塩  

  1kg   414円  （税込447円） 
                  

2039      
     ネパールカレー・ベジタブルマサラ  
  4皿分×2セット   600円  （税込648円） 
                  

2030        
     今井のごま油165g  
  165g   436円  （税込471円） 

                  

2021      
     味の母・1.8L  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
                  

2027        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2034      
     国産有機野菜・果実使用関西風お好みソース  
  300g   340円  （税込367円） 

                 θ小麦・大豆 

2040      
     海の精 有機ペッパーソルト  

  55g   480円  （税込518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）     

1621    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 昔ながらの低温玉締
め法で、ごま本来の風
味と栄養を損なわな
いように搾りました。
もちろん一番搾りで
す。            λ今井製油（千
葉県千葉市）     

1620   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,190円  （税込1,285円） 

 遺伝子組み換えの心
配のないなたねを圧
搾法で搾った、一番
搾りサラダ油です。
            λ米澤製油（埼玉県
熊谷市）     

1619    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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）     

1618    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     石橋製油のなたねサラダ油  

  910g   900円  （税込972円） 

 原料は、砂糖、からし、
塩のみ。本品ときゅう
りをポリ袋に入れ、冷
蔵庫で1日おくだけ。
    ※11月頃までの取り
扱い予定。        λ山清（香
川県綾川町）     

1617        
     有機からし漬の素 きゅうり用  

  60g   288円  （税込311円） 

 鶏ガラを煮出し塩だ
けで味付けした、シン
プルなスープ。約5倍
に薄めてお使いくだ
さい。            λ秋川牧園（山
口県山口市）     

1616    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,143円  （税込1,234円） 

1624    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     有機オリーブオイル（スペイン）  

  270g   950円  （税込1,026円） 

 スペイン・アンダルシ
ア地方のオリーブを
使用。まろやかで深み
のある、フルーティー
な香りです。        ■原産
国／スペイン    λノヴァ
（埼玉県北本市）     

29130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

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。

夏休みは家族みんなで夏休みは家族みんなで
たこ焼きやお好み焼きにどうぞたこ焼きやお好み焼きにどうぞ

●   増粘剤やアミノ酸などの添加
物を一切使わずに作りました。

●  国産のカツオ粉末を使用。袋
を開けた瞬間、だしの良い香り
がします。

●  国産の山芋粉末入りで、焼き
上がりはふわっと軽やか。

ココが発見！

イメージイメージ

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

                      

 北海道美瑛町の波状
丘陵地帯で生産され
た小麦のみを使用。
天ぷらやお好み焼き、
お菓子作りにどうぞ。
            λ江別製粉（北海道
江別市）    θ小麦 

1642    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     美瑛産 薄力粉  

  500g   329円  （税込355円） 

 北海道産小麦100%
使用。輸入小麦よりグ
ルテンが少ないので
準強力粉としていま
すが、パン作りはもち
ろん、餃子の皮、ピザ
生地など、強力粉同
様にご利用いただけ
ます。            λ江別製粉（北
海道江別市）    θ小麦 

1643    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   493円  （税込532円） 

 国産の有機もち米100
％を原料に、石臼水挽
き製法で作りました。
きめ細かでなめらか
な白玉団子に仕上が
ります。            λ日の出製粉
（熊本県宇城市）     

1645    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     有機しらたま粉  

  120g   380円  （税込410円） 

 大地を守る会の生産者
の黒大豆を使用。皮付
きのままていねいに煎り
上げました。和菓子には
もちろん、牛乳・ヨーグル
ト・アイスクリームなどに
混ぜてどうぞ。    ※原料・
物流資材費高騰のため、
52円（税込）値上げしま
す。        λ川原製粉所（東京
都練馬区）    θ大豆 

1646    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   黒豆きな粉  

  150g   428円  （税込462円） 

 有機JAS認証の白ご
まを使用。香り豊か
で食感はぷちぷち。ご
まの甘みもお楽しみ
ください。        ■原産国／
ボリビア    λ和田萬商
店（大阪府大阪市）     

1647    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 国産の小麦粉に、山
芋、カツオ節、塩、砂
糖などをブレンド。水
で溶いたら具を混ぜ
て焼くだけです。            λ高
信産業（東京都武蔵
野市）    θ小麦 

1644    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   お好み焼粉  

  300g   496円  （税込536円） 

 有機ＪＡＳ認証の黒
ごまを使用。長く風味
を楽しめるよう、職人
がていねいに焙煎し
ました。        ■原産国／
ボリビア、パラグアイ
    λ和田萬商店（大阪
府大阪市）     

1648    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 ぷりぷりとして弾力
のある大分県産の乾
燥きくらげ。お好みの
大きさにカットしてご
使用ください。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1650        
     大分産乾燥きくらげ・12g  

  12g   350円  （税込378円） 

 原料は北海道産馬鈴
薯でん粉と九州産甘
藷でん粉。使いやす
い細めタイプです。
            λ金正食品（奈良県
御所市）     

1651    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   208円  （税込225円） 

1652    υυ   NN 7/31お届け週7/31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）     

 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）     

1653        
  $$   青のり  

  8g   590円  （税込637円） 

イメージイメージ

1654    NN 7/31お届け週7/31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）     

1655    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     芽ひじき  

  25g   384円  （税込415円） 

1656        
     天然利尻昆布（カット）  

  50g   528円  （税込570円） 

 甘みがあり、味も香り
も強い澄んだだしが
取れます。鍋物や、湯
豆腐におすすめです。
        ■漁場／北海道    λか
まだ商店（北海道函
館市）     

 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）     

1657    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     羅臼昆布（切り落とし）  

  80g   530円  （税込572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   

1658    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     煮干し  

  150g   709円  （税込766円） 

 酸化防止剤や着色料
を使わず、天日で干し
ました。香りとうまみ
が凝縮されたおいし
さです。            λマルイ伊
豆川（静岡県静岡市）
  δお届け後45日保
証  θえび 

1659        
     素干し桜えび  

  25g   847円  （税込915円） 

 伊豆の田子節を薄く
削りました。香りとう
まみがしっかり出る
ので、毎日のだし作り
に適しています。            λカ
ネサ鰹節商店（静岡
県西伊豆町）     

1660    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     花かつお  

  60g   479円  （税込517円） 

 鹿児島の本節と煮干
し、昆布、もろみだけを
ブレンド。ティーバッ
グ式の便利なだしパ
ック。            λ井口食品（福
岡県福岡市）    θ小麦・
大豆 

1661        
  $$   和風だしパック（かつお）  

  8g×8袋   395円  （税込427円） 

 手軽においしいだしが
取れると好評のだし
パック。パック数増量
のお徳用サイズです。
            λ井口食品（福岡県
福岡市）    θ小麦・大豆 

1662    NN 7/31お届け週7/31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） 

2045        
     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 

2057        
     削りぶしパック  
  5g×6袋   361円  （税込390円） 
                  

2046        
     九州パンケーキ（ミックス粉）  
  200g   406円  （税込438円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダーを使用。            θ小麦・卵・乳 

2052        
     切干し大根  

  50g   227円  （税込245円） 
               δお届け後45日保証   

2058        
     薩摩産かつお本枯節のけずりぶし  

  50g   600円  （税込648円） 
                  

2047        
     かたくり粉  
  300g   331円  （税込357円） 

                  

2053    υυ      
     ウエダ家のにおわないぬか床ミニサイズ（補充にも）  
  500g   990円  （税込1,069円） 
                  

2059      
     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）     

1649    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     大分産乾しいたけ（香信）  

  30g   540円  （税込583円） 

2048      
     有機黒すりごま  

  50g   190円  （税込205円） 
                  

2054        
     やさかの有機乾燥白米こうじ  
  500g   1,090円  （税込1,177円） 
               δお届け後76日保証   

2060        
  $$   さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

2049      
     おつゆ麩

ふ

  
  30g   249円  （税込269円） 

                 θ小麦 

2055      
  $$   とろろ昆布  

  60g   494円  （税込534円） 
                  

2061        
  $$   やきとり缶（タレ）  

  80g   297円  （税込321円） 
                 θ小麦・大豆 

2050        
     葛きり  
  100g   670円  （税込724円） 

                  

2056      
     日高昆布（だし用カット）  

  80g   595円  （税込643円） 
                  

2062        
     オーガニックホールトマト  
  400g   290円  （税込313円） 

                  

2051      
     かつおリッチだしの素（顆粒だし）  
  120g（4g×30袋）   880円  （税込950円） 
     ※酵母エキス使用。             

30 130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。

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_130_p30M_04.indd   30 2017/07/03   11:46:37



夏の体が喜ぶ、さわやかな酸味夏の体が喜ぶ、さわやかな酸味ジュースで手軽にリコピンを摂取ジュースで手軽にリコピンを摂取

食卓から、夏の美容と健康をサポート！

1732    NN 7/31お届け週7/31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）     

 農薬を使わずに栽培した沖縄県産シー
クワーサーの100％果汁です。無添加・
無着色。            λ島酒家（沖縄県那覇市）     

1737        
     久米島産有機シークワーサー果汁  

  300ml   1,300円  （税込1,404円） 

1670    NN 7/31お届け週7/31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 9311

 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）     

 有機栽培された亜麻の種
を酸素と光を遮断して、低
温圧搾しました。α-リノ
レン酸を多く含むオイル
です。    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がりくだ
さい。    ■原産国／アメリカ
    λアトワ（宮城県仙台市）     

1622    υυ   NN 8/7お届け週8/7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） 

 ウルメイワシ煮干し
をメインにカツオ節と
昆布ともろみだけで
作りました。原料の良
さが生きた良いだし
が取れます。            λ井口
食品（福岡県福岡市）
    θ小麦・大豆 

1663    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   徳用和風だしパック（いりこ）  

  6g×24袋   589円  （税込636円） 

1665   б б   NN 7/31お届け週7/31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）     

1666   б б   NN 7/31お届け週7/31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）     

 北海道のとうもろこ
しを、収穫後新鮮な
うちに加工。牛乳で
のばしてスープなど
にどうぞ。裏ごしに比
べ、ややつぶつぶが残
ったタイプ。            λフルー
ツバスケット（静岡県
函南町）     

1667        
     もろこし畑 北海道産コーンクリーム（粒入り）  

  230g×3缶   590円  （税込637円） 

健康応援
食品

トレースできる
主原料を原則使用

増量剤等の
余計な食品添加物不使用

主原料は国産・海外産
オーガニックを優先

登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1668    NN 7/31お届け週7/31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

1669    NN 7/31お届け週7/31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）     

1671        
     徳用・くろず納豆（にんにく入り）カプセル 2パック  
  (400mg×62粒)×2袋   3,040円  （税込3,283円） 
 国産有機黒酢もろみ、九州産大豆の納
豆、青森県産にんにくと、体にうれしい
素材を凝縮。お得な2パック。            λ日本有機
（鹿児島県曽於市）    θ大豆 

1672    NN 7/31お届け週7/31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 9314

 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）     

1673    NN 7/31お届け週7/31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 

1674    NN 7/31お届け週7/31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
母が腸内環境を応援します。            λＣＯＢＯ
（神奈川県横浜市）     

¼  週 9326

1675        
     北海道印まいにちてんさいオリゴ  
  90g(3g×30包)   1,886円  （税込2,037円） 
 北海道産てんさいから作ったオリゴ糖。
腸内環境の応援に。    ※同時配布チラシを
ご覧ください。        λプロスペリティ（大阪府
大阪市）     

2063        
     有機ケールの青汁（粉末タイプ）  
  3g×30包  
 3,238円  （税込3,497円） 

             λフジワラ化学（愛媛県西条市）     

2069        
     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 

2070      
     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）     

¼  週 9329

 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 

1676    NN 7/31お届け週7/31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） 

2071        
     有機アサイーパウダー 20g  
  20g  
 900円  （税込972円） 

             λ生活の木（東京都渋谷区）     

2066      
     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）     

2072        
     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）     

 北海道産の有機黒豆
と宇治産の有機ほう
じ茶をブレンド。さっ
ぱりとした口当たりで
す。            λ小川生薬（徳島
県東みよし町）    θ大豆 

1678    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     国産有機黒豆ほうじ茶  

  40g（20袋）   498円  （税込538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）     

1677        
     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） 

2067        
     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）     

2073      
     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）     

2068      
     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 

2074      
     丹波なた豆茶・
ティーポット用ティーバッグ  
  60g(2g×30コ)  
 2,000円  （税込2,160円） 
             λこやま園（兵庫県丹波市）     

リコピン ビタミンC

オメガ3

オメガ3

2065    ττ      
     青汁十菜  
  90ml×7パック  
  1,1201,120円  円  （（税税込込1,2101,210円）円）  

             λひまわり乳業（高知県南国市）     

2064        
     ヒアルロン酸＆コラーゲン  
  71.4g（約420粒） 
 14,200円  （税込15,336円） 

¼  週 9317

             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

限定200

 日本近海で採れた天
草とオゴノリが原料。
じっくり乾燥させて
作りました。            λマツキ
（長野県諏訪市）     

1664        
  $$   手造り 寒天（国内産原料100％使用）  

  4本   820円  （税込886円） 

不足しがちな栄養素の補給に不足しがちな栄養素の補給に

α-リノレン酸を豊富に含みますα-リノレン酸を豊富に含みます

●   貴重な宇治の有機ほうじ茶と
北海道産有機黒豆を合わせま
した。

●  さっぱりとした口当たりと香ばし
さで、家族みんなで楽しめます。

●  夏は水出しでも。水500mlに
ティーバッグ1袋を入れて3～
4時間冷やすだけ。

ココが発見！

香ばしくさっぱりとした飲み心地。香ばしくさっぱりとした飲み心地。
夏は冷やして水出しで夏は冷やして水出しで

31130号¼  週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると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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「かき氷シロップ」どこが違うの？
大地宅配は大地宅配は

洋菓子
和菓子

合成着色料・甘味料、乳化剤等の
食品添加物不使用

チョコレートはフェアトレード、
オーガニックを優先

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

生クリームはすべて
国産生乳使用

                      

 サクサクのビスケット生地をベースにしたアメリカ風。生ク
リームと自社製のいちごコンフィチュールをたっぷり重ね
ました。        ■サイズ／縦9×横12×高さ4.5cm    λパスティーフ
ーズ（栃木県さくら市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵・乳 

1679    ττ       
     これが本場のショートケーキ（ビスケット生地）  

  1コ   1,265円  （税込1,366円） 
 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 

1680    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） 

国産レモン果汁を加えた国産レモン果汁を加えた
さわやかな酸味が美味♪さわやかな酸味が美味♪

国産レモン果汁を使用した、さっぱ
りとしたタルトです。クッキーのよ
うなタルト生地にさわやかな酸味
のフィリングを流し、低温で焼き上

げました。お好みで
ジャムやソース、フル
ーツを添えても。

         ■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 

1681    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円）  はちみつを加えたプリンに、無茶々園の伊予柑ピールとレモン
果汁をプラス。やさしく、さわやかな甘さです。    ※原材料には
ちみつを使用。1歳未満の乳児には食べさせないでください。
        λマリーレン（埼玉県本庄市）  δお届け後3日保証  θ卵・乳 

1682    υυ       
     シトラスハニープリン  

  90g×2コ   586円  （税込633円） 
 平飼卵と丹那の生クリーム、低温殺菌牛乳に
有機いちごのピューレなどを使用。濃厚な甘さ
と程よい酸味が絶妙です。            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卵・乳 

1683    ττ       
     ストロベリーのクレームブリュレ  

  2コ   803円  （税込867円） 
 上新粉で作った皮の歯ざわりが、上品な
甘さのあんと相まって絶妙のおいしさ。
    ※解凍は常温で。        λ平和堂（山梨県甲府
市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1685    ττ       
  $$   柏もち（つぶあん）5コ  

  5コ   760円  （税込821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。    ※製造上の都合でバラ
での凍結となっていません。※原料・物流資材費高騰のため、29
円（税込）値上げします。        λ吉川食品（北海道砂川市）    θ小麦 

1686    ττ       
     北海道よもぎ大福  

  70g×5コ   536円  （税込579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   

1687    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 

1688    ττ   NN 8/7お届け週8/7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 

1689    ττ       
     きな粉おはぎ（こしあん）  

  50g×4コ   413円  （税込446円） 
 国産馬鈴薯でん粉と本葛粉にわらび粉をブレンドし、寒天とこんにゃく粉で仕上げ
た冷菓子。カットしやすい容器入り。    ※9月頃までの取り扱い予定。※原料・物流資
材費高騰のため、62円（税込）値上げします。    ■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 

1690    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     吉野葛わらび餅（きなこ付き）  
  140g×2パック   683円  （税込738円） 

イメージイメージ

 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 

1691        
     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。
※次回、値上げします。    ■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   

1693    υυ   NN 8/7お届け週8/7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

 国産天草で作ったダイスカット済みの寒天、北海道産赤
えんどう豆、黒蜜付き。    ※9月頃までの取り扱い予定。    ■セ
ット内容／（寒天120g・赤えんどう豆10g・黒蜜25g）×2
セット    λ太洋（神奈川県横須賀市）  δお届け後45日保証   

1694    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豆かんてん・黒蜜付（カップ入り）  

  2セット   585円  （税込632円） 
 新鮮な鶏卵を使用し、人の手でていねいに作っていま
す。甘さ控えめにしっとりと焼き上げました。    ※原材料
にはちみつを使用。1歳未満の乳児には食べさせないで
ください。        λたんばや製菓（山形県酒田市）    θ小麦・卵 

1695    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     はちみつカステラ  

  5コ   462円  （税込499円） 

限定 500

 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 

1696    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）     

1697    ττ       
  $$   宇治松屋の抹茶水ようかん  
  1本(280g)   1,000円  （税込1,080円） 

限定 1000

 農薬・化学肥料を使わずに栽培したさつまいもをじっ
くりと乾燥させ、素朴な風味を引き出しました。    ※原
料・物流資材費高騰のため、43円（税込）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）     

1698    υυ       
     干し芋（べにはるか）  

  150g   638円  （税込689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）     

1699    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 

着色料や合成甘味料等の
食品添加物は原則不使用

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

揚げ油は非遺伝子
組み換え原料を使用

菓子
ドライフルーツなど

                      

 酪農家を限定した低温殺菌牛乳と生クリー
ム、平飼卵、寒天を使ったプリン。    ※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 

1700    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
 国産大豆100％の自家製豆乳に香り高い黒練りご
まを加えてプリンを作りました。やさしい甘みと黒
ごまのこくが好相性。            λおとうふ工房いしかわ（愛
知県高浜市）  δお届け後21日保証  θ卵・大豆 

1701    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豆乳ぷりん（黒ごま）  

  80g×4コ   328円  （税込354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   

1702    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   ミニカップゼリー（りんご）  

  22g×12コ   330円  （税込356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   

1703        
     岡林農園の小夏っ娘ゼリー  

  100g×2コ   443円  （税込478円） 
 八ヶ岳で生産された牛乳の風味と、北海
道産小豆のあんの素朴な甘みが好相性
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 

1706    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     アイスキャンディー（小豆）  

  60ml×4本   682円  （税込737円） 

1709    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     かき氷シロップ 国産いちご  

  180ml   582円  （税込629円） 
 静岡県産いちごと砂糖のみで作りました。
食品添加物は一切不使用のすっきりとし
た後味です。    ※8月頃までの取り扱い予
定。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1710    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     かき氷シロップ パイン（沖縄県産パイナップル使用）  

  180ml   582円  （税込629円） 
 沖縄県産パイナップルを使用したさわやかな
パイン味のかき氷シロップ。食品添加物不使
用で後味すっきり。    ※8月頃までの取り扱い
予定。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

ムーラン ナ ヴァン
加藤 祥

さ ち え

恵さん

果汁と砂糖のみで製造。果実本来の風味がしっかり
夏の定番・かき氷に欠かせないシロップは、家族のためにも、安心・
安全なものを選びたいですね。本品は一般的な「果物風味」のシ
ロップとは異なり、原材料は果物と砂糖（ビートグラニュー糖）の
み。着色料、香料、ｐH調整剤、保存料、酸味料などの食品添加物は
一切使用していません。自然な色とおいしさで後味はすっきり。果
実本来の風味をしっかりと実感できるので、お子さんのおやつにも
ぴったりです。

顔の見える生産者の果物を使用しています
「国産いちご」には、フルーツバスケットの地元、静岡県で収穫され
たいちご。「パイン」には、大地を守る会の生産者・沖縄県の真南風
の会のパイナップルをぜいたくに使い、それぞれの果汁の他には、
国産のビートグラニュー糖を加えて仕上げました。果物そのものの
豊かな香りや酸味を生かした味わいは、かき氷にはもちろん、水や
炭酸、お酒と混ぜたり、ヨーグルトにかけたり、アイスやケーキのソー
スにしたりと、幅広くお楽しみいただけます。 
 加工食品担当：西田 和弘

今週の
おすすめ

32 130号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど

皮もアイスも大地宅配基準です皮もアイスも大地宅配基準です抹茶のほろ苦さが魅力の和風味抹茶のほろ苦さが魅力の和風味

ひんや～り＆ぷるるん♪ 夏の涼菓子

 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 

1705    ττ       
     アイスキャンディー（抹茶）  

  60ml×4本   677円  （税込731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 

1684    ττ       
  $$   ヒロタのシューアイス（ミルク）  

  43ml×6コ   724円  （税込782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
ちみつを使用。1歳未満の乳児には食べ
させないでください。※9月頃までの取り
扱い予定。    ■セット内容／みかん4本、り
んご4本、ぶどう2本    λフルーツバスケット
（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1708    NN 7/31お届け週7/31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） 

 吉野葛のくず餅と抹茶味の２
種入りです。有機宇治抹茶で
作った添付の抹茶みつをかけ
て召し上がれ。    ※9月頃までの
取り扱い予定。    ■セット内容／
抹茶くず餅・くず餅各100g、抹
茶みつ20g    λアトレ（京都府木
津川市）  δお届け後45日保証   

1692        
     京のくず餅（抹茶みつ付）  

  1セット   475円  （税込513円） 

1704    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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）     

有機ぶどう果汁のさわやかな味有機ぶどう果汁のさわやかな味

 アルフォンソマンゴーの濃厚な味わいを
お試しください。牛乳は不使用です。    ※9
月頃までの取り扱い予定。        λ海老屋アイ
ス工房フェリーチェ（山梨県甲府市）     

1707    ττ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     濃厚マンゴーのアイスキャンディー  

  60ml×4本   715円  （税込772円） 
 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 

1711    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     きらず揚げ（しお）  

  160g   291円  （税込314円） 
 国産小麦、国産大豆豆乳で作った、もっちりとした
食感。やさしい甘みをおやつにどうぞ。    ※アルミフリ
ーのベーキングパウダーを使用。        λ丸和食品（東京
都練馬区）  δお届け後30日保証  θ小麦・乳・大豆 

1712    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302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 

1713    NN 8/7お届け週8/7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） 
 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   

1714    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     黒糖くるみ  

  110g   600円  （税込648円） 

1715    υυ       
     第3世界ショップのミルクチョコレート  

  100g   618円  （税込667円） 
 ヘーゼルナッツパウダーのこくのある風味とミルクの濃厚な甘みの上品な味わ
い。    ※賞味期限が2017年10月12日までと短めのため、35円（税込）値引きして販
売します。※物流の都合上、冷蔵でお届けします。    ■原産国／スイス    λ第３世界シ
ョップ（プレス・オールターナティブ）（東京都目黒区）  δお届け後60日保証  θ乳 

限定 300

 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）     

1716    υυ   NN 8/7お届け週8/7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 

1717        
     ポンせん黒糖味  

  120g   284円  （税込307円） 

 しっかりとしたぱりっと感。お米の甘みと
醤油の香ばしさが広がります。            λ富士見
堂（東京都葛飾区）  δお届け後30日保
証  θ小麦・大豆 

1718        
     小丸揚げせんべい  

  14枚   379円  （税込409円） 
 小豆島の醤油と、兵庫県但馬産「コウノトリ
育むお米」を使用。どこか懐かしい味わいの
おせんべいです。            λアリモト（兵庫県加西
市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1719    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     島醤油せんべい  

  80g   265円  （税込286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）     

1720    NN 7/31お届け週7/31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） 

1721   б б   NN 7/31お届け週7/31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   

1722    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   520円  （税込562円） 

 契約農場で栽培した
デーツを樹上で完熟
させ、天日乾燥後に
収穫しました。鉄分
や食物繊維などが豊
富です。    ※種が入って
います｡ お召し上がり
の際はご注意くださ
い。    ■原産国／イラン
    λバイオシード（東京
都台東区）     

1723    NN 8/7お届け週8/7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   

1724    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     第3世界ショップのくるみ  

  65g   600円  （税込648円） 

                      2080        
     マリーレンのパルミエパイ  

  60g   370円  （税込400円） 
               δお届け後40日保証  θ小麦・乳 

限定 1000 2086      
     梅肉エキス飴  

  80g   300円  （税込324円） 
                  

2075    υυ      
     和らぎ濃厚豆乳プリン  
  100g×2コ   255円  （税込275円） 
               δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

2081      
     マリーレンのプレーンクッキー（ダイヤ型）  

  80g   384円  （税込415円） 
     ※次回、値上げします。          δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

限定 1000 2087        
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  
  150g   760円  （税込821円） 

               δお届け後60日保証   

2076      
     こし子ちゃん（サクッと一口ようかん）  

  80g   342円  （税込369円） 
               δお届け後60日保証   

2082        
     麩菓子  
  12本   250円  （税込270円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2088        
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   540円  （税込583円） 
               δお届け後50日保証   

 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   

1725    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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   

1726    NN 8/7お届け週8/7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） 

2077      
  $$   かき氷シロップぶどう  
  180ml   531円  （税込573円） 
                  

2083        
     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   

2089        
     古代ペルシャの宝物 グリーンレーズン  
  100g   450円  （税込486円） 

                  

2078        
  $$   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 

2084        
     メープルアーモンド  

  40g   440円  （税込475円） 
               δお届け後60日保証   

2090        
     ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 
               δお届け後60日保証   

2079        
     赤ちゃんせんべい  
  2枚×11袋   200円  （税込216円） 
                  

2085    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 2091      
     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
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

炭酸を飲みたがる小学生の
息子のために、と思い試し

購入。気に入ったので大容量で買っ
ています。余計なものが入っていな
いので子どもにも安心して飲ませら
れますし、ほんのりレモンの苦みが
あって、大人の私も満足な味。飲み
きるのにちょうど良い量です。

（みそさん）

大地宅配の

飲 料定番

ジュース：原料は国産契約栽培や
海外産オーガニックを優先

合成甘味料、酸味料、香料等の
食品添加物は原則不使用

お茶：有機または
農薬不使用が原則

飲料 登録すると
で

1%お得
週0000

                      

1727    NN 7/31お届け週7/31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）     

毎週 9330 隔週 9331

2週目

お試し
ポイント

4週連続

1728    NN 7/31お届け週7/31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 9335

2週目

お試し
ポイント

4週連続

1729   б б   NN 7/31お届け週7/31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）     

1731    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   箱売・キャロットジュース30本  
  125g×30本   3,670円  （税込3,964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。
    ※原料・物流資材費高騰のため、184円（税込）値
上げします。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

¼  週 9344

1732    NN 7/31お届け週7/31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）     

1733        
     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） 

1730    NN 7/31お届け週7/31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） 
     ※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 9338

 大地を守る会の生産者の
人参を搾り、りんご果汁を
合わせて飲みやすくしまし
た。人参は濃縮還元汁使
用。    ※原料・物流資材費高
騰のため、238円（税込）値
上げします。        λフルーツバ
スケット（静岡県函南町）     

1734    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   箱売・アップル＆キャロット混合飲料30本  
  195g×30本   4,620円  （税込4,990円） 

 新農業研究会のりん
ごを搾った、混濁タイ
プ・果汁100％のスト
レートジュースです。
            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1735    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
  $$   りんごジュース1000ml  

  1000ml   740円  （税込799円） 

 りんごの華やかな香
りと甘みが詰まった、
果汁100％ストレー
ト。お得な箱売りで
す。    ※原料・物流資材
費高騰のため、463
円（税込）値上げしま
す。        λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1736    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   箱売・アップルジュース30缶  
  195g×30缶   4,500円  （税込4,860円） 

 農薬を使わずに栽培
した沖縄県産シーク
ワーサーの100％果
汁です。無添加・無着
色。            λ島酒家（沖縄
県那覇市）     

1737        
     久米島産有機シークワーサー果汁  
  300ml   1,300円  （税込1,404円） 

1739    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     箱売・スカットれもん（炭酸飲料）30本  
  200ml×30本   4,680円  （税込5,054円） 
 イタリア産レモンの香りと風味が楽しめます。
すっきりした甘みで後味も爽快です。    ※原料・
物流資材費高騰のため、252円（税込）値上げ
します。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1740    NN 7/31お届け週7/31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） 
 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）     

1741        
     お試し・オーガニックスポーツドリンク6本  
  280ml×6本   1,080円  （税込1,166円） 
 砂糖などの糖類を使用せず、有機ぶどう
果汁と有機りんご果汁を使用し、甘さ控
えめに仕上げました。    ※9月頃までの取
り扱い予定。        λ光食品（徳島県徳島市）     

1742    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     箱売・オーガニックスポーツドリンク24本  
  280ml×24本   4,080円  （税込4,406円） 
 砂糖などの糖類を使用せず、有機ぶどう
果汁と有機りんご果汁を使用し、甘さ控
えめに仕上げました。    ※9月頃までの取
り扱い予定。        λ光食品（徳島県徳島市）     

 イタリア産有機レモン
の香りと風味が楽し
めます。すっきりした
甘みで後味も爽快で
す。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1738    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     お試し・スカットれもん（炭酸飲料）6本  
  200ml×6本   936円  （税込1,011円） 

 夏の日差しをたっぷり
と浴びた二番茶が主
体の、栽培期間中農
薬不使用のお茶。「や
ぶきた」と他ではなか
なか手に入らない「オ
クミドリ」をブレンド。
    ※原料・物流資材費高
騰のため、30円（税込）
値上げします。        λ松田
博久（静岡県袋井市）     

1743    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   松田さんの煎茶  

  100g   628円  （税込678円） 

 希少な有機「やまかい」
種を使用。深蒸しによ
り独特な清涼感ある
香りとやさしいうまみ
を引き出した煎茶で
す。            λ日本農産（静岡
県浜松市）     

1744    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     樽井さんの有機 特上煎茶  

  100g   1,293円  （税込1,396円） 

 自社茶園のなかでも、
肥料管理に気を配っ
た茶葉を厳選。さわ
やかな香りと、たっぷ
りのうまみを味わえ
ます。            λいりえ茶園
（福岡県八女市）     

1746        
     いりえ茶園の八女茶（極上煎茶）  

  100g   1,500円  （税込1,620円） 

1745    NN 7/31お届け週7/31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）     

深蒸しの味わいを涼やかな水出しで深蒸しの味わいを涼やかな水出しで

 京都府和束町の有機
茶葉を原料にした煎茶
（茎の部分）と抹茶を
ブレンド。程よい甘さ
が特徴です。            λ堀田
勝太郎商店（京都府
宇治市）     

1747    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   600円  （税込648円） 

2092      
     箱売・野菜ジュース（食塩無添加）30缶  
  190g×30缶   3,480円  （税込3,758円） 
                  

2098        
     有機屋久島茶  
  80g   1,080円  （税込1,166円） 
     ※43円（税込）値上げします。             

限定 200

2093        
  $$   キャロットジュース10本  
  125g×10本   1,224円  （税込1,322円） 
                  

毎週 9339
隔週 9340

2099        
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  
  200g   600円  （税込648円） 

                  

2094        
  $$   アップルジュース10缶アップルジュース10缶    
  195g×10缶   195g×10缶   1,5001,500円  円  （（税税込込1,6201,620円）円）  
     ※77円（税込）値上げします。             

2100        
     まるごと粉末茶 有機煎茶  
  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
                  

 昔ながらの石臼で挽
いた中井製茶場の有
機抹茶。料理やお菓
子にもどうぞ。            λ堀
田勝太郎商店（京都
府宇治市）  δお届け
後45日保証   

1748    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     宇治・有機 抹茶  

  30g   1,000円  （税込1,080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）     

1749        
     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） 

 特定農場の有機栽培茶
葉のみが原料。ミネラル
豊富で飲みやすく、１包
で約１．８L作れます。    ※売
り上げ金の1％を「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
たちを支援します。※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）     

1751   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,250円  （税込2,430円） 

2095        
     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） 
                  

2101        
     国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  
  520g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2096        
  $$   松田さんのやすらぎ一番茶  
  100g   949円  （税込1,025円） 
     ※31円（税込）値上げします。             

2102        
     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） 

                  

2097        
     水車むらのせとやみどり（煎茶）  
  100g   750円  （税込810円） 

     ※54円（税込）値上げします。             

2103      
     黒糖ココア  
  190g   648円  （税込700円） 

     ※52円（税込）値上げします。             

小学生の息子のために購入。小学生の息子のために購入。
大人の私も満足な味大人の私も満足な味

34 130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

1750    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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。    ※次回、値上げ
します。        λ川原製粉所
（東京都練馬区）     

六条大麦を香ばしく二度焙煎六条大麦を香ばしく二度焙煎

1752    υυ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     木曽の手造り甘酒  

  350g   525円  （税込567円） 
 丹念に造った麹で、お米の甘みを引き出しまし
た。凍らせてシャーベットにしても美味。お好みの
濃さに薄めてどうぞ。    ※次回、値上げします。        λ小
池糀店（長野県木曽町）  δお届け後45日保証   

1753    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     赤米甘酒  

  775g   838円  （税込905円） 

 国産もち赤米と米を
発酵させた薄紅色の
甘酒。米の味わいを生
かした自然な甘さで
す。            λベストアメニティ
（福岡県久留米市）     

米の甘みを生かした自然な風味米の甘みを生かした自然な風味

 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）     

1754   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 ペルー豆とメキシコ
豆を7：3でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらい。挽きたての
香りを楽しみたい方
に。            λオルター・トレ
ード・ジャパン（東京
都新宿区）     

1755    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  400g   1,272円  （税込1,374円） 

 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）     

1756    NN 8/7お届け週8/7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） 

 栽培期間中農薬不使用
のペルー産豆をやや深
煎りに仕上げました。カ
フェ・オ・レにも。生豆
原産国ペルー。    ※10月
頃までの取り扱い予定。
        λオルター・トレード・ジ
ャパン（東京都新宿区）     

1757    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ＡＴＪリキッドコーヒー・ペルー（無糖）  

  1000ml   551円  （税込595円） 

1763    NN 7/31お届け週7/31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）     

¼  週 9359

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。

                      

1764    υυ   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
  $$   種

たねまきびと

蒔人 純米吟醸（生貯蔵酒）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

 稲田稲作研究会の美山錦を
仕込んだ純米吟醸。濃醇でど
っしりとした辛口タイプ。    ※9
月頃までの取り扱い予定。
    ■原料米／美山錦■日本酒
度／＋3■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）     

濃醇でどっしりとした辛口タイプ濃醇でどっしりとした辛口タイプ  地元・福島県の契約
農家が栽培した酒米
「夢の香」を使用。ほ
のかな芳醇さとキレ
の良い後味。        ■原料
米／夢の香■日本酒
度／＋5■アルコール
度数／16度    λ大木
代吉本店（福島県矢
吹町）     

1765    υυ       
     自然郷純米吟醸Ｆ．7酵母  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

 さわやかな酸味と個
性ある香りが特徴の、
やや甘口のワイン。酸
化防止剤不使用のフ
レッシュな味わいで
す。        ■アルコール度数
／12％    λ林農園（長
野県塩尻市）     

1766    NN 7/31お届け週7/31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） 

 セイベル9110とマス
カットベリーAを合わ
せた鮮やかなピンク
色が印象的。すっきり
とした酸味とさわや
かな甘みが美味な、
微発泡タイプです。
        ■アルコール度数／
11％    λ林農園（長野
県塩尻市）     

1767        
     五一わいん スパークリング・ロゼ  
  500ml   1,219円  （税込1,317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）     

1768        
     井筒ワイン コンコード（赤甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 

 トロピカルフルーツを思わせ
る香り、ライムのような心地
よい余韻が特徴。辛口。    ※売
り上げ金の1％は「大地を守
る会オーガニックワイン基金」
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
付します。※酸化防止剤使用。
    ■原産国／南アフリカ■アル
コール度数／13.5％    λプロ
スペリティ（大阪府大阪市）     

1769    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・シャルドネ（白）  

  750ml   1,800円  （税込1,944円） 

 ニュージーランドの「アタ
マイビレッジ」で、ぶどう
を栽培・醸造。グレープフ
ルーツのような完熟感が
広がります。    ※次回、値上
げします。    ■アルコール
度数／12.5％    λサザン
クロス（東京都西東京市）     

1770    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     アタマイビレッジ ソーヴィニヨンブラン（白）  

  750ml   2,970円  （税込3,208円） 

 オーガニックのぶど
うやオレンジ、レモン
を使用。柑橘類のさ
わやかな香りにシナ
モンの風味が溶け込
み、すっきりとした味
わいです。    ※酸化防
止剤使用。    ■アルコ
ール度数／7％    λＧ
ＲＮ（富山県高岡市）     

1771    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     ラ・サングリア（赤）  

  750ml   960円  （税込1,037円） 

1772        
     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）     

1773    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  

  350ml×6缶   720円  （税込778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％。微細な泡とキレのある辛口で添加物不
使用です。    ※原料・物流資材費高騰のため、65円（税
込）値上げします。        λ日本ビール（東京都目黒区）     

2104        
     野
の ら

良でお昼寝  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2107        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2105        
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 
                  

2108        
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・カベルネ（赤）  
  750ml   1,800円  （税込1,944円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2106        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 
                  

2109      
     いわて蔵ビール・きんくらいわて蔵ビール・きんくら    
   350ml×6缶    350ml×6缶   1,8601,860円  円  （（税税込込2,0092,009円）円）  
                  

 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）     

1762   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9354 隔週 9355

1758   б б   NN 7/31お届け週7/31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 9345 隔週 9346

 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）     

 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            
 1759         2L    247円    （税込267円）   毎週 9348     隔週 9349    

 1760   б  б    箱売   2L×6本   
 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9351     隔週 9352                                                                             

1760

 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）     

1761   б б   NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     箱売・神泉水（2L×6本）  

  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 

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

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

35130号毎週 0000 隔週 0000 ¼  週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると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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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）

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）

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

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）

¼  週 9399

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）

¼  週 9401

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）

¼  週 9400

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。

定期お届け登録
始まりました

ちょっと値段が高いし、買おうかど
うか悩みましたが、買って大正解！ 

消臭効果、洗浄力ともに大満足です。
 （takakoさん）

購入して正解です。衣類自体のにおいが気にならなくなる
ばかりか、洗濯槽のにおいもなくなりました。 （アサミさん）

 洗濯機に入れるだけでマグネシウムが水と反応し、衣類にも洗濯槽にも消臭・洗浄・除菌の効果を発揮します。      ※液性：弱
アルカリ性／用途：綿・麻・合成繊維用。※まぜるな危険と表示されている塩素系の洗剤との併用はおやめください。  ■サ
イズ／三辺11.5×11.5×11cm、高さ10cm、重量80g（正味量70g）    λ宮本製作所（茨城県古河市）     

   ベビーマグちゃん         1コ   2,400円  （税込2,592円）
 2115       ブルー              

 2116       ピンク                2117       イエロー                                                                     

 30数種類の樹木抽出精油（フィトンチッド）を独自にブレンド。置くだけでカビが嫌がる空間（環境）
をつくります。コンパクトサイズで狭いすき間にも設置可能。      ※お届け後4～5カ月以内にご使用く
ださい。開封後の有効期間は3～4カ月（中のゲルが小さくなるまで）です。  ■サイズ／横8×縦8×厚
さ2cm    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

   カビコナイ            
 2113       2コ入   1セット   

 1,320円    （税込1,426円）      
 2114       6コ入   1セット   

 3,800円    （税込4,104円）                                                                               2113

 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）     

   洗濯用フィトンα
グリーン（消臭・抗菌剤）            
 2118       ボトル   800ml   

 1,800円    （税込1,944円）      
 2119       詰替用   720ml   

 1,600円    （税込1,728円）                                                                               

ヘルス＆
ビューティー

一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

                      

2120    NN 8/7お届け週8/7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）     

2121    NN 7/31お届け週7/31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）     

2122        
     詰替用・ハーブフォーム（洗顔料）  
  150ml   1,500円  （税込1,620円） 

 厳選した国産のハー
ブウォーター、植物エ
キス、植物オイルで作
った泡タイプの洗顔
料。きめ細かい泡でや
さしくしっとりと洗い
上げます。      ■使用の
目安／開封後3カ月
      λアマナクラ（神奈川
県鎌倉市）     

2123        
     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）     

2124    NN 8/7お届け週8/7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）     

2125    NN 8/7お届け週8/7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）     

2126        
     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） 

掃除後に2つ置いて、翌日に浴室のドアを開け
ると、森に入ったような香りでなんとなく清潔

感があります。ひと月過ぎても、天井も床も通常通り
のお掃除だけで、カビは発生していません！ びっくり
の効果でした。 （カッサンドラさん）

各

2115 2116 2117

2118 2119

2127        
          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   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）     

2129        
     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）     

2130        
     ウブスナ フィトリュクス
クリーム（保湿クリーム）  
  30g   5,000円  （税込5,400円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2128        
     ウブスナ フィトリュクス 
ローション（化粧水）  
  100ml   4,000円  （税込4,320円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2115 イメージイメージ

2118 イメージイメージ

   オリザレート            
 2131       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）      
 2132       クリアウォッシュ（洗顔料）   150ml    2,400円    （税込2,592円）      
 2133       スキンローション（化粧水）   80ml    2,000円    （税込2,160円）      

 2134       ルーセントジェル（美容ジェル）   30g    3,400円    （税込3,672円）      
 2135       エッセンスミルク（乳液）   80ml    2,150円    （税込2,322円）      
 2136       モイスチャークリーム   30g    2,300円    （税込2,484円）       

室内干しでもさわやか！ 洗濯物の不快臭対策に

これで水回りがが快適に♪快適に♪
お風呂場、下駄箱などに置いておくだけ！
植物精油の力で、カビが発生しにくい環境を作ります

洗濯物と一緒に洗濯機にポン！
洗剤不要で消臭・除菌効果を発揮

じめじめじめじめ
シーズンシーズン

ご好評の声を
ご紹介！

36 130号 ¼  週 0000 定期登録ができる商品です。登録すると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。 ●サイズは全て約寸です。
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 白樺樹液のみでハーブを低温減圧蒸留
した化粧水。      ※開封後は冷蔵保存。■使
用の目安／開封後2カ月      λハーブ研究
所スパール（山形県庄内町）     

   白樺の雫化粧水      
  100ml   2,000円  （税込2,160円）

 2137     ローズマリー              

 2138     ラベンダー              

 2139     カモミール                                                                     

白樺の樹液とハーブのみで作りました白樺の樹液とハーブのみで作りました  高麗人参、アロエ、ス
ギナ、ドクダミ、ハトム
ギなど19種類の植物
エキスを配合。生き生
きとしたお肌へと導
きます。      ※においに敏
感な方は冷蔵保存を
おすすめします。      λ淀
エンタープライズ（栃
木県大田原市）     

2140    NN 8/7お届け週8/7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）     

2141    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     いちえ液 保湿美容液  

  50ml   3,700円  （税込3,996円） 

 オリジナルハーブエ
キスに小豆島オリー
ブ油、アロエ、はちみ
つなど国産の保湿美
容成分を配合。なめ
らかに伸びてしっとり
潤います。化粧下地
にも。      ■使用の目安
／開封後2カ月      λア
マナクラ（神奈川県鎌
倉市）     

2142        
     ハーブミルク（保湿乳液）  

  30ml   2,800円  （税込3,024円） 

2143    NN 7/31お届け週7/31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） 

 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）     

EGF配合エキスで若々しいハリ肌へEGF配合エキスで若々しいハリ肌へ
 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）     

2144    NN 8/7お届け週8/7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）     

2145    NN 8/7お届け週8/7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）     

2146    NN 8/7お届け週8/7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） 

 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）     

2147        
     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） 

 合成界面活性剤、合
成防腐剤不使用。石
けんで乳化した手肌
になじむハンドクリー
ム。ご家族でご使用
ください。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2148    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     パックスナチュロンハンドクリーム  

  70g   720円  （税込778円） 

2149        
     ちゅらなちゅら魅せかかとクリーム  

  20g   1,800円  （税込1,944円） 

 ヒマワリ種子オイルやス
クワランなど、天然由来
成分がかたくなった角質
をやわらかくし、潤いを与
えながらつるつるの足裏
へと導きます。      ※天然成
分のため、温度により形
状が変化することがあり
ますので、冷暗所での保
存をおすすめします。      λク
ルード（大阪府大阪市）     

2155        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2164        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2156        
     アルミホイル8ｍ 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2165   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           

2157        
     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） 
                  

2166      
     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）     

2150        
     ナチュラル馬油レギュラー（ボトル）  

  60ml   2,500円  （税込2,700円） 

2151    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール40（ナチュラルベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ40、ＰＡ＋＋＋ ※スポンジ
付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

2152    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール50（ライトベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ50＋、ＰＡ＋＋＋ ※スポン
ジ付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

2158      
     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） 
                  

2167        
     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           

2159      
     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） 
                  

2168        
     バスピカピカクリーナー2色組  
  2色組   629円  （税込679円） 

                  

2160        
     自動製氷機の汚れ取り洗浄剤  
  200ml   600円  （税込648円） 
                  

2169      
     米ぬかネリー（クレンザー）  
  220g   700円  （税込756円） 

                  

2153        
     アクア・アクア ミネラルＢＢクリームファンデーション  

  23g   2,750円  （税込2,970円） 

 8種のフルーツの種子油配合。肌を紫外
線からやさしく守り、潤いをキープ。ニキ
ビ跡やシミ、そばかすもしっかりカバー
します。      ※ＳＰＦ22、ＰＡ＋＋ ※ベージュ
      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

紫外線をガードしながら潤いキープ紫外線をガードしながら潤いキープ

 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）     
2154        
     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） 

2161      
     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） 
                  

2170      
     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） 
                  

2162        
     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） 
                  

2171        
     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） 
                  

2163      
     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） 
                  

2172      
     ＡＵＲＯキッチンお掃除シート  
  15枚   320円  （税込346円） 

                  

2173        
     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）                   

2177        
     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）                   

2181        
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
石けんシャンプー  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2185   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）                   

2189   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   355円  （税込383円）                   

2174        
     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）                   

2178        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2182        
     詰替用・
Ｌｅｕｓ 
リンス  
  800ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2186      
     ＳＯＭＡＬＩ 
洗濯用液体石けん（詰替え用）  
  1000ml   1,300円  （税込1,404円）                   

2190        
     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）                   

2175        
     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）                   

2179   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）                   

2183      
     ＳＯＭＡＬＩ
トイレクリーナー
（詰替え用）  
  1000ml   1,800円  （税込1,944円）                   

2187        
     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）                   

2191        
     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）                   

2176   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）                   

2180        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   595円  （税込643円）                   

2184   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）                   

2188   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）                   

2192   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）                   

詰替用・日用品など

21382137 2139

37130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）     

2193        
     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）     

2194        
     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） 

2195        
     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）     

2196    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2197        
     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）     

2198        
     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）     
2199        
     ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g   1,500円  （税込1,620円） 

2200   б б   NN 7/31お届け週7/31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）     

2201    NN 8/7お届け週8/7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）     

2202        
     パックスナチュロンクリームソープスウィートローズ  

  100g×3コ   540円  （税込583円） 

 保湿成分となるひまわり油とホホバ油を
配合し、クリーミーでしっとりとした洗い
心地。バラの豊かな香りも楽しめます。
            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 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）     

2203    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     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）     

2204    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   630円  （税込680円） 

2205    NN 7/31お届け週7/31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）     

2206    NN 8/7お届け週8/7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）     

2207    NN 7/31お届け週7/31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）     

2208        
     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） 

 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）     

2209        
     入浴剤 微笑みの郷  
  600ml   1,200円  （税込1,296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）     

2210        
     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） 

 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）     

2211        
     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） 

 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）     

2212    NN 8/7お届け週8/7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） 

 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）     

2213        
     ソルボバランスウォーク オープントゥガード（ブロンズ）  

  1足   2,480円  （税込2,678円） 

 親指のつけ根にかかる圧力
を分散します。装着したま
ま靴がはける超薄型。歩くと

脚が疲れやすい方、外反母趾・内反小趾ぎみの方に。
  お届け時期注意7／31～8／4に通常配送でお届
けおよびご請求します。    ■素材／本体：ナイロン・ポ
リウレタン、パッド：ポリウレタン樹脂（ソルボセイン）
  ■サイズ／22～25cm    λ三進興産（東京都新宿区）     

外反母趾や足先に痛みを感じる方に外反母趾や足先に痛みを感じる方に アトピー肌
ケア商品

一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

                      
 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）     

2214    NN 7/31お届け週7/31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）     

2215    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     スクワランオイル（保湿オイル）100ml  
  100ml   3,080円  （税込3,326円） 

ーム&
ッチン

                      

2216        
     抗菌ステンレス蓋付三角コーナー  

  1コ   1,280円  （税込1,382円） 

 銅のイオン効果を利用した
抗菌ステンレス製のゴミ入
れ。生ゴミを隠せるふたと、
シンクを傷めないゴム足付

きです。  お届け時期注意7／31～8／4に通常配
送でお届けおよびご請求します。      ■サイズ／幅20
×奥行14.6×高さ11.5cm（ふた含まず）、ふた含む
高さ13.5cm、重量290g    λタケコシ（新潟県燕市）     

ふた付き三角コーナーですっきりふた付き三角コーナーですっきり
2220        
     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           

2226   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） 

                  

2221        
     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           

2227        
     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           

2222   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           

2228   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）     
2217        
     ステンレス計量杓子33ml  

  1本   600円  （税込648円） 

2218        
     吸いとるんです46コ入  

  1セット   380円  （税込410円） 

 天ぷら油の処理に。1コ130mlを目安とし、油に入れるだ
け。燃えるごみとして処理可能。  お届け時期注意7／31～
8／4に通常配送でお届けおよびご請求します。    ※油は50
℃以下に冷ましてからご使用ください。  ■サイズ／13.7×
1.5×9cm（1コ）、重量11g（1コ）    λ上越（大阪府八尾市）     

 目盛り付きで深さのあるミニボウル3コセット。料理
を手際良くすすめるのに役立ちます。  お届け時期注
意7／31～8／4に通常配送でお届けおよびご請
求します。      ■サイズ／幅10×奥行9.4×高さ5.5cm、
満水容量270ml    λ下村企販（新潟県燕市）     
2219        
     小分けプチボウル 3コ組  

  1セット   1,200円  （税込1,296円） 

2223        
     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。           

2229   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           

2224      
     花束ティアラ  

  3箱   540円  （税込583円） 
       ※お1人様1点まで           

2230        
     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           

2225        
     ピュアストリーム2交換カートリッジ Ｃ－ＣＦ－12  
  1本   2,700円  （税込2,916円） 
                  

2231        
     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） 
                  

ホーム&
キッチン

P.39掲載 ホーム＆
キッチン商品

38 130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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「磨きやすさ」にこだわった、歯ブラシ職人の「極（きわみ）」
田辺重吉さんが長年の知識と経験で作り出した、「磨きやすい」歯ブラシ
シリーズ。「極（きわみ）」は、すきまへの入り込みやすさ、歯垢を落として
磨き上げる毛ごし、ブラッシングの使用感、磨いた後のすっきり感など、
田辺さんのこだわりが随所に光ります。「お試しセット」は、「極（きわみ）」
と、同シリーズですっきり感重視の「ねじねじ先細毛」、あたりのやわらか
い「40代からの「磨きやすい」歯ブラシ」の3本組です。

持ち手部分の製造から植毛加工、
二次加工まですべて日本製。目の
行き届く国内生産の歯ブラシです

歯ブラシ一筋、約70年。
｢歯ブラシ職人｣田辺重
吉さん2260 イメージイメージ

 除虫菊の配合を増やし、蚊成虫の駆除に最適
です。合成着色剤は不使用。      ※総ピレトリンと
して0.36％。※1巻約4時間30分使用可。※直
射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保
管してください。■防除用医薬部外品  ■サイ
ズ／直径10cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2232    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     防除用医薬部外品 蚊取りせんこう もね  

  20巻   810円  （税込875円） 

 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）     

2233    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     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）     

2234    NN 7/31お届け週7/31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）     
2235    NN 7/31お届け週7/31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）     

2236    NN 7/31お届け週7/31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） 

2237    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     抗アレルゲン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）     

2260    NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     「磨きやすい」歯ブラシ －極（きわみ）－  

  3本組   550円  （税込594円） 

       ※毛の硬さ：ふつう。
※耐熱温度：60℃。
  ■セット内容／3色
セット■サイズ／ヘ
ッド1.9×0.9cm、全
長18.5cm、重量11g
    λライフレンジ（奈良
県桜井市）     

 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）     
2238    NN 7/31お届け週7/31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）     
2239    NN 7/31お届け週7/31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。      ■使用量の目
安／1ｍ²につき1コ ■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）     

2240    NN 8/7お届け週8/7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） 

2261        
     「磨きやすい」歯ブラシ お試しセット  

  3本組   528円  （税込570円） 

       ※毛の硬さ：ふつう。
※耐熱温度：60℃。
  ■セット内容／3種セ
ット（色アソート）    λラ
イフレンジ（奈良県桜
井市）     

2241    NN 7/31お届け週7/31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）     

2242   б б   NN 7/31お届け週7/31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）     

2243    NN 8/7お届け週8/7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）     

2244    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     重曹＆ゴムのちから30枚入り  

  1セット   380円  （税込410円） 

2245    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     フィトンαパイプクリーナー 12回分  
  30g×12包   1,380円  （税込1,490円） 

 排水パイプを傷めるこ
となく洗浄できるクリー
ナー。酸素のはたらきで

汚れを浮き上がらせ、溶解します。嫌なにおい
もすっきり。      ■使用目安／1～2週間に1回程
度（1回1包） ※アルミ製の流し台、洗面所、そ
の他アルミ製品には使用しないでください。
      λタジマヤ オービス事業部（東京都荒川区）     

2246    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     洗のチカラ  
  1000ml(1本)   2,980円  （税込3,218円） 

 繊細な衣類を家庭で洗濯
できる、おしゃれ着用洗剤で

す。国産椿油で衣類のダメージを抑えながら、石けん
のやさしい洗浄力で汚れを落とします。      ※ドライマー
ク衣料品すべてに使用できるわけではありません。詳
しくは、付属のガイドブックにて内容をご確認された
上でご使用ください。  ■セット内容／ガイドブック、洗
のチカラ専用リンス剤    λエコワン（神奈川県横浜市）     

 石けん洗濯で気にな
るにおいと黄ばみを
抑えます。フローラル
ブーケのさわやかな
香り。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2247    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ボトル・パックスナチュロン衣類のリンス  

  610ml   540円  （税込583円） 

2248    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     フィトンα洗濯槽クリーナー 2回分  
  400g×2コ   1,380円  （税込1,490円） 

 黒カビ、洗剤かすの汚れをすっきり落とします。30種類以上の植物精
油をブレンドしたフィトンチッドの力で、洗濯槽を消臭・除菌します。
      ■使用目安／1～2カ月に1回程度（1回1袋） ※ドラム式および二層
式洗濯機の脱水槽は使用不可。※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。      λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

 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）     
2249    NN 7/31お届け週7/31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） 

2250    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     ボトル・アルカリ電解水スイスイクリーン  

  500ml   980円  （税込1,058円） 

 pH12.5のアルカリ電解
水が洗浄、除菌、消臭をい
っぺんにこなします。      ※使

えないもの：水拭きできないもの、漆器、皮革類、
銅製品、シルク製品、ニス塗りの家具、クリアコー
ティングされた眼鏡・テレビ・ＰＣディスプレイ、
コーティングされた自動車などの塗装面、貴金
属、宝石類など。      λエコワン（神奈川県横浜市）     

 アルカリ剤で汚れを分解する、環
境にやさしい洗浄剤。グラスのくも
りもスッキリ。      ※食器洗浄機の使

用説明書に指定されている分量に従ってご使用ください。※生卵
などの卵白を多く含む汚れについては、事前に軽く流水ですすい
でから食器洗浄機で洗ってください。※クリスタルガラス製、漆
塗り、アルミ製、銀食器、金線、銀線、上絵付の食器には使用しな
いでください。      λ日本グリーンパックス（東京都中央区）     
2251        
     ボトル・エコメイト食器洗浄機用洗剤  

  800g   1,280円  （税込1,382円） 

2252    NN 7/31お届け週7/31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）     

2253        
     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）     

 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）     

2254        
     フォレストハーモニーβ（消臭スプレー）  

  150ml   800円  （税込864円） 

2255        
     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）     

 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6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／直径12cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2256    NN 7/31お届け週7/31お届け週    
     菊花せんこう（ハッカ入り）  

  30巻   860円  （税込929円） 

2257    NN 8/7お届け週8/7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。      ※防腐剤不使
用なので、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）     

 天然洗浄成分サポニンの力で汚れを落とします。洗濯物と一緒
に洗濯機に入れるだけ。すすぎ1回、ドラム式洗濯機可。      〔2258〕
※内容量90g（約30回分）。〔2259〕※内容量270g（約90回
分）。※乾燥機での連続使用はお避けください。■原材料／ムク
ロジの実（天然サポニン）  ■セット内容／ムクロジの実、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）     

   ウォッシュナッツ            
 2258        

90g    1,200円    （税込1,296円）
 2259       お徳用サイズ  
270g    2,000円    （税込2,160円）

ムクロジの木の実でやさしいお洗濯をムクロジの木の実でやさしいお洗濯を

 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。※次回、値
上げします。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1774    NN 7/31お届け週7/31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） 2258 2259

39130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

食卓に野菜たっぷりの豊かな時間を！

大地宅配「おやさいd
デリ

eli k
キッ

it
ト

」のポイント！
 大地を守る会の生産者の野菜 を使用！ 肉は国産100％
添付のタレは  化学調味料不使用 
約3人前のカット済み食材とタレ をセット
写真入りの レシピリーフレット 付き

簡単・便利なおかずキット

 副菜  かぼちゃのペッパーマ
リネ

 主菜  夏の野菜、なすとズッキーニをにんにくがきいた塩ダレでさっと
炒める一品。レモン汁を加えることで、さっぱりと仕上がります。 
 副菜  薄くスライスされたかぼちゃをこんがり焼いて、合わせ調味料で
和えるだけ！ アクセントのマスタードがくせになる味わい。 

調理時間   約15分　約15分　

家庭準備   レモン汁、砂糖、酢、ブラックペッパー、オリーブオイル（サラダ油でも可）レモン汁、砂糖、酢、ブラックペッパー、オリーブオイル（サラダ油でも可）

ごま油、卵、めんつゆ、みりん、醤油、砂糖家庭準備
約20分調理時間

ごま油、めんつゆ、醤油家庭準備
約20分調理時間

ごま油（サラダ油可）、味噌、砂糖、みりん家庭準備
約15分調理時間

ごはん、小麦粉、シュレッドチーズ家庭準備
約20分調理時間

ごはん、醤油、オリーブオイル、酢家庭準備
約20分調理時間

片栗粉、ごま油、醤油、白ごま家庭準備
約15分調理時間

商品についての注意事項　※天候不順等の影響で野菜が不足したときは、「国産かつ有機JAS認証取得」を条件に大地を守る会の生産者以外の原料を使用する場合があります。　※原材料や別途ご用意いただく調理器具は「お買い物サイト」をご覧ください。　※冷蔵キットの消費
期間／お届け後2日保証（北海道・九州等遠隔地の場合は1日保証）　※家庭準備品は、サラダ油、塩、こしょう、水以外を明記しています。　※製造・流通上の事情により、増粘剤、着色料、酸味料、ｐH調整剤、酸化防止剤、カラシ抽出物、ホップ抽出物などを使用する商品があります。
※一部の商品は、野菜の下ごしらえなどに電子レンジを使用します。　※冷蔵キットのうち、ττマークの付いた商品の一部の食材は、「おやさいdeli kit」に同梱されず、冷凍別箱でお届けします。　※パプリカの色は写真と異なる場合があります。　λタイヘイ（千葉県松戸市） 

ブラックペッパー家庭準備
約15分調理時間

バター（サラダ油でも可）家庭準備
約20分調理時間

写真は1人前のイメージです写真は1人前のイメージです
 主菜  夏野菜 ズッキーニと鶏

肉の塩炒め

1585    υυ       
         キット・夏野菜 ズッキーニと鶏肉の塩炒めセット 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セット(約3人前)     1,5561,556円円    （（税税込込1,6801,680円）円）  
  副菜：かぼちゃのペッパーマリネ副菜：かぼちゃのペッパーマリネ                ■セット内容／主菜：なす、鶏肉、ズッキー■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、粒マスタードニ、長ねぎ、タレ 副菜：かぼちゃ、粒マスタード                θθ小麦・大豆小麦・大豆  

限定 500

1583    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） 
 副菜：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ        ■セット内
容／主菜：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 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

ジューシーでとろりとしたジューシーでとろりとした
なすのおいしさを丸ごとどうぞなすのおいしさを丸ごとどうぞ

限定 500

1584    υυ       
     キット・ネギネギネギ鶏塩丼セット  

  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：にんじんとじゃがいものカリカリ焼き        ■セット内容
／主菜：鶏肉、玉ねぎ、しめじ、長ねぎ、うずら卵水煮、タレ、
葉ねぎ、刻み海苔 副菜：じゃがいも、人参        θ小麦・卵・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

玉ねぎ、長ねぎ、葉ねぎが主役。玉ねぎ、長ねぎ、葉ねぎが主役。
塩ダレをとろりと絡めて塩ダレをとろりと絡めて

限定 500 1586    υυ       
     キット・完熟トマトの
濃厚ハッシュドポークセット  

  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：4種のミックスビーンズカクテルサラダ        ■セット内容／主
菜：玉ねぎ、豚肉、しめじ、ハヤシルー、ミニトマト 副菜：ミックスビ
ーンズ水煮、きゅうり、ミニトマト、粒マスタード        θ小麦・乳・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

完熟トマトを使い、赤ワインやスパイスで完熟トマトを使い、赤ワインやスパイスで
仕上げたルーは深みのある味わい仕上げたルーは深みのある味わい

限定 500

1587    υυ       
     キット・国産筍と彩り野菜の
チンジャオロースセット  

  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：もやしとわかめのナムル        ■セット内容／主菜：豚
肉、ピーマン、パプリカ、セロリ、たけのこ水煮、タレ 副
菜：もやし、人参、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

食感の良いたけのこや香り高いセロリなど、食感の良いたけのこや香り高いセロリなど、
310gも入った野菜に大満足！310gも入った野菜に大満足！

限定 500

1588    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） 
 副菜：ニラ卵の油揚げ包み煮        ■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 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

大地を守る会の生産者のセロリを使用。大地を守る会の生産者のセロリを使用。
くせが少なく食べやすいと評判です！くせが少なく食べやすいと評判です！

限定 500

1589    υυ       
     キット・彩り5種野菜の
チャプチェセット  

  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：絹生揚げ 味噌だれ焼き        ■セット内容／主菜：豚
肉、玉ねぎ、レタス、タレ、春雨、人参、パプリカ、ピーマ
ン 副菜：絹生揚げ、葉ねぎ        θ小麦・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

フライパン一つでさっと炒めれば、フライパン一つでさっと炒めれば、
ごま油が香るチャプチェのでき上がり♪ごま油が香るチャプチェのでき上がり♪

限定 500

1590    ττ       
     冷凍キット・枝豆と豚肉の
濃厚クリームカルボナーラ  

  1セット(約3人前)   1,833円  （税込1,980円） 
         ■セット内容／スパゲティ、カルボナーラソース、豚肉、
玉ねぎ、枝豆        θ小麦・卵・乳・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

クリーム系パスタの定番カルボナーラ。クリーム系パスタの定番カルボナーラ。
枝豆の食感が楽しい一皿です枝豆の食感が楽しい一皿です

限定 500

1591    ττ   NN 8/7お届け週8/7お届け週    
     冷凍キット・完熟トマトのデミグラスソース 
ハンバーグ煮込み  

  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
         ■セット内容／ハンバーグ（3枚）、玉ねぎ、ブロッコリ
ー、ハヤシルー        θ小麦・卵・乳・大豆 

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

国産肉100％で作ったハンバーグを国産肉100％で作ったハンバーグを
味わい深いルーでコトコト煮込んで味わい深いルーでコトコト煮込んで

限定 500

使い分けて
便利！

冷蔵
キット

冷蔵キット
副菜 の主菜

εお届け後2日保証

冷凍
キット

の主菜
冷凍キット
※「冷凍キット」マークのないものは、すべて「冷蔵キット」です。

δお届け後60日保証

冷凍
キット

冷凍
キット
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