
             λまほろばライブファーム
（山形県高畠町）     

   鶏モモ肉唐揚用・バラ凍結
（まほろば）            
 1282    ττ       

300g    725円    （税込783円）      
 1283    ττ    
徳用   500g    1,180円    （税込1,274円）

1282

1277    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     鶏ムネ肉（まほろば）  

  300g   507円  （税込548円） 
             λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1276    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     鶏モモ肉（まほろば）  

  250g   589円  （税込636円） 
             λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

毎週 9058

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選
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じっくり、ゆっくり、健やかに

わが家の定番
豊かなうまみが
鶏に寄り添い、健康を第一に育てられた
まほろばライブファームの鶏肉。
じっくり、大切に育まれたその豊かなうまみを
普段の食卓の定番に加えてください。
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P.27挽きたての香り高さを今年も
まずはシンプルにざるそばで

今週は

コレ! の香香香香香りりりりり高高高高高さささささを今てててててののののの
まずはシンプルにざ

未 来 を はぐくむ 、お い し さ が あ る

610/

138～141号の4週連続で、
お買い物サイトで「お気に入り」
に登録されている商品の、
上位100品※を
マーク付きで
ご紹介します。

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

このマークが目印※2017年4月時点。

1587
 新そば 奥出雲生そば

120g×2パック 427円（税込461円）

鶏を育てる上で大切なのが飼料。まほろばライブファーム
では、非遺伝子組み換え・ポストハーベストフリーの配合
飼料をベースに、地元の飼料米などをブレンドしています。
その他にも、鶏に与える発酵飼料や飲み水には、腐葉土と
岩石で処理した活性水を使用。菌や微生物の力を借りたこ
の活性水により鶏の腸内細菌を活性化させ、抗生物質に頼
らなくても病気にかかりにくく、肉のくさみがない健康な鶏
に育てています。

飼料も飲み水も、菌の力で体の中から健康に

くせの少ない肉質で、味しみもしっかり まずはシンプルなチキンソテーで

イメージイメージ

のびのび育ったからこそのうまみの濃さ
鶏肉のおいしさを決めるのは、飼料以外にも環境や飼育期
間も重要です。まほろばライブファームでは、太陽光と風が
入る開放型鶏舎で、約40羽／坪の密度
で平飼い。のびのびと動き回れる環境
が、程よく締まった肉質を育みます。ま
た飼育期間を一般より7日間ほど長い
52～55日にすることで、うまみをしっか
り蓄えます。こうして育てられた鶏肉は、
弾むようにやわらかく、ジューシー。この
おいしさをぜひお試しください。

まほろばライブファーム
の伊藤幸蔵さん

 毎週0000  マークの商品は毎週
お届け登録ができます。
今ならもらえるポイント3倍キャ
ンペーン実施中です。

毎週お届け登録がおすすめ！

ポイント3倍キ

定番の鶏肉として大好評！
唐揚げだけでなく、カ

レーの具や照り焼きにしてお
弁当にも。程よく身が締まり、
脂の入り方が後を引くおいし
さです。 （M.S.さん）

食べ盛りの子どもたち
も大満足で、いつも助かって
います。特に皮と脂身にうる
さい娘も「うまい！」と太鼓判
を押すほど。 （むれきちさん）

初めて購入したときは衝撃で、地
鶏のように弾力があり、やわらか。うまみ
が詰まった本物の鶏肉です。毎週お届け
登録しています。 （チェシャ猫さん）
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   お届け時期注意10／16～27に通常配送でお届け
およびご請求します。  ※時化（しけ）等により水揚げ
がない場合は、代用（北海道産）または欠品となりま
す。※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／厚岸沖
    λ札幌中一（北海道札幌市）  εお届け後3日保証   

1304    υ       
     予約 今が食べ旬（どき）・
鮮魚 厚

あっけし

岸のさんま（加熱用）  
  3尾   800円  （税込864円） 

             λ新札幌乳業（北海道札幌市）  δお届
け後20日保証  θ乳 

1398    υυ       
     小林牧場物語 手づくりブルーチーズ95g  

  95g   1,110円  （税込1,199円） 

   お届け時期注意10／16～27に通常配送でお届けおよび
ご請求します。  ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は
欠品となります。※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／
北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）  εお届け後3日保証   

1297    υυ       
     予約 今が食べ旬（どき）・
鮮魚 北海道産 秋鮭切身  

  210g(3切)   678円  （税込732円）

     ※白米1合に対して10gを目安に一緒に
とぎ、1時間以上水に浸してから炊き上げ
てください。        λ国産生薬（北海道名寄市）     

1196        
     ハトムギ（北のはと）粒 200g  

  200g   1,700円  （税込1,836円） 
         ■漁場／網走    λ札幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証［生食可］   

1292    ττ   NN 10/9お届け週    
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   830円  （税込896円） 

             λ有機／関根 秀夫／新潟県    θ大豆 

1113    υυ             有機枝豆有機枝豆（さといらず）（さといらず）    
    200g 200g     438438円円    （（税税込込473473円）円）  

1234    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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   

     ※泥付きでお届けする場合があります。        λ減／福田 
敏章／石川県     

1067              加賀れんこん  
  350g   538円  （税込581円） 

          ※保存する場合は冷蔵庫へ。※保存する場合は冷蔵庫へ。                λλ減／新農業研究減／新農業研究
会、農事組合法人増野、羽山園芸組合、他／青森会、農事組合法人増野、羽山園芸組合、他／青森
県、長野県、福島県、山形県県、長野県、福島県、山形県          

1026              つがるつがる（早生りんご）（早生りんご）    
    800g 800g     638638円円    （（税税込込689689円）円）  

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

1212    υ       
     世界が認めたファインの
ベーコンブロック  

  200g   990円  （税込1,069円） 

             λ大昌（神奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1526    ττ       
  $$   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

1429    υ       
     グラスフェッド 清里キープ農場
ジャージーバター（有塩）  

  100g   1,200円  （税込1,296円） 
             λタカハシ乳業（群馬県前橋市）  δお届け後30日保証  θ乳 

             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）            
 1230    υυ   

   200g(2枚)   200g(2枚)     698698円円        （（税税込込754754円）円）            
 1231    υυ    
徳用徳用   300g(3枚)   300g(3枚)       1,020 1,020円円        （（税税込込1,1021,102円）円）                                                                                                

1230

北
海
道

神
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川
県

まい
日本全国から、地域ごと
地域の定番品や伝統的

酪農が盛んな北の大地から。
日本人好みのマイルドなブルーチーズです

中華職人特製ごちそうちまき。
ぜいたくなカニ入りです

北
海
道

北
海
道

この時季だけの味覚を
ちゃんちゃん焼きで

貴重な国産ハトムギをサラダにのせて

りんご王国・青森県の
自慢の“つがる”

厚木のご当地メニュー。
味噌ダレ香る、「とん漬け」

清里で放牧されたジャージー牛の濃厚な風味

短角牛の滋味を
手軽な丼で

粘り豊かなもっちり食感が美味

オホーツクの海が育んだ
ぷりっとした弾力が魅力

厚岸のサンマならではの
見事な脂のりの良さ

県内でていねいに育てた
豚のバラ肉が原料です

北
海
道

北
海
道

青
森
県

岩
手
県

｢砂糖が要らない｣ほど
甘みのある枝豆です新

潟
県

石
川
県

山
形
県

1429

山
梨
県

原生林に囲まれた緑豊かな丘陵地、
野幌（のっぽろ）に小林牧場があり
ます。土が良く、牛はのんびり。その
せいでしょうか。ブルーチーズなの
に、くせの少ないやさし
い味わいです。日本酒
にも合いますよ。

サポートセンター
永坂 崇

原生林原生林に囲まに囲まれた緑れた緑豊かな豊かな丘陵地丘陵地

くせの少ないやさしい味わい。
だから、日本酒にもよく合う！

なかなか中華街には行けないので、ち
まきが無性に食べたくなったらこれ！ 
うまみがたっぷりしみ込んだもち米、だ
しやねぎ油の香りがたまりません。少し
ぜいたくをしたいときにも満足
できる味わいです。

セールスプロモーション
チーム

奈良本 幹世

秋の
地元出身者も

おすすめ！

なかななかなか中華か中華街には街には行けな行けないので ち

横浜中華街に行けないときも
満足できる常備品です！

北海道
出身

神奈川県
出身

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージイメージ

神
奈
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県

2 140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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沖
縄
県

             λ津乃吉（京都府京都市）  δお届け後
30日保証  θ小麦・大豆 

1549        
     京都津乃吉の丹波黒豆煮  

  100g   793円  （税込856円） 

         ■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   

1324    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     のどぐろ開きのどぐろ開き（中）（中）    
    200g(2枚) 200g(2枚)     1,2591,259円円    （（税税込込1,3601,360円）円）  

1578        
     尾道ラーメン（即席ラーメン）  

  115g(麺90g、スープ25g)   170円  （税込184円） 
             λ純正食品マルシマ（広島県尾道市）    θ小麦・大豆              λ福田屋（島根県松江市）  δお届け後10日保証   

1700        
     松江銘菓 出雲 出

しゅつさい

西しょうが  
  6コ   1,100円  （税込1,188円） 

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

1504    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   998円  （税込1,078円） 
         ■セット内容／よもぎ・古代米各2コ    λ熊
野鼓動（和歌山県田辺市）    θ大豆 

1694    ττ       
     熊野本宮 釜餅2種セット
（よもぎ・古代米）  

  55g×4コ   778円  （税込840円） 

1001    ττ   NN 10/16お届け週    
     徳島の阿波美豚 生ソーセージ  

  150g   420円  （税込454円） 
             λウインナークラブ（徳島県石井町）
    θ卵・乳 

          ※アルミフリーのベーキングパウダーを使※アルミフリーのベーキングパウダーを使
用。用。                λλ一平（宮崎県宮崎市）一平（宮崎県宮崎市）        θθ小麦・卵・乳小麦・卵・乳  

1652    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
         九州パンケーキ 九州パンケーキ（ミックス粉）（ミックス粉）    

    200g 200g     406406円円    （（税税込込438438円）円）           ■セット内容／（めん150g・スープ40g）
×2食    λ沖縄物産企業連合（沖縄県那覇
市）  δお届け後11日保証  θ小麦・大豆 

1577    υυ       
     沖縄そば

  2食   958円  （税込1,035円） 

限定 300

         ■漁場／鹿児島県    λ中野水産（鹿児島県
阿久根市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1331    ττ       
  $$   もったいナイ魚・国産白身フライ  
  240g（6枚以上）   458円  （税込495円） 

     ※電子レンジ専用品です。        λ山﨑食品
（熊本県八代市）    θ小麦 

1699    ττ   NN 10/16お届け週    
  $$   ミニたい焼き  

  320g（8コ）   538円  （税込581円） 

             λ減／王隠堂農園／奈良県     

1039              種なし柿
（刀根柿または平核無柿）  

  600g （3～4コ）  580円  （税込626円） 

沖縄県
出身

もの り
全国

に親しまれている“うまいもの”が大集合！ 
な料理をはじめ、旬の味覚までご紹介します。

島
根
県

島根県民に愛される
「白身のトロ」を
召し上がれ

「沖縄そばだし」をよく絡めて
太麺ののどごしを楽しんで

京
都
府

奈
良
県

だしにこだわる津乃吉よりお届け

刀根柿発祥の地から
まろやかな甘みの
種なし柿を

地元産の素材をとことん厳選！

関東では珍しい「シイラ」のフライ

九州の郷土料理が
温めるだけ！大

分
県

小魚のだしがきいた
和風本格スープ 生姜のピリッとした

辛みがアクセント
広
島
県

島
根
県

熊
本
県

宮
崎
県

69

和
歌
山
県

鹿
児
島
県

きめ細かい肉質をフレッシュな“生 ”で堪能徳
島
県

うちなーんちゅ（沖縄県の人）は、「か
つお」と「豚」のだしの風味が大好
き。沖縄そばはその2つが融合した、
老若男女が愛するソウルフード！ 関
東ではなかなか再現できな
いその味を（しかも化学調味
料不使用で！）、自宅で手軽
に食べられます。

販売管理チーム　谷 まりこ

うちなうちな んちんち（沖ゅ（沖縄県の縄県の人）は人）は「か

うちなーんちゅ（沖縄県の人）の
愛するソウルフードを再現！

「白身のトロ」と呼ばれるノ
ドグロ。地元では、煮付けに
したりしてよく食べられてい
ます。本品は、干し加減と塩
加減がちょうど良い塩焼き。
脂の甘みをしっかり味わえ
て、おいしいで
すよ。

「白身白身「白身 トのトロのトロ」と呼」と呼ばれるばばれるノ

山陰の高級魚を、
塩焼きでさっぱりと

島根県
出身

サポートセンター
　櫨
はぜ

山
やま

 啓子

このページから
3点以上ご購入いただくと
合計商品価格（税抜）の
3%分のポイントをさらに進呈！

3点以上で
3％ポイント

まとめて
お得！

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

紀州・熊野地域に伝わる人気の釜餅

パッケージのくまモンがキュート♪

イメージイメージ

イメージイメージ

3140号● 通常より1週遅れのお届け（送料通常通りご請求）。お休み時にもお届け  当社オリジナル商品の中でも、特においしさ・品質ともにおすすめの商品  大地や海の恵みを無駄なくいただき、生産者も応援できるお得な「もったいナイシリーズ」
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今が旬の山海の幸、
旬の食材を使った惣菜、
値下げ品や徳用品など
大地宅配自慢の品を
お届けします。

今週の

イチオシ

                      

10月の梨として定番になった南水。昼夜の
寒暖差が大きくなる10月に収穫する、甘い
果汁がたっぷりでずっしりとした梨です。涼
しくなった10月にはこの甘さがぴったりで
すね。9月の梨に比べると日持ちするのも特
徴です。

ずっしり果実に甘い果汁がたっぷりずっしり果実に甘い果汁がたっぷり

             λ減／赤石果樹出荷組合、小林 英樹、農事組合法
人増野／長野県     

1032        
     南水（梨）  

  800g(2～3コ)   798円  （税込862円） 

ほっこり素朴な秋の美味をどうぞほっこり素朴な秋の美味をどうぞ

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

旬を迎えたかぼちゃのほくほく
とした食感は、この時季だけの
ごちそう。いろいろな料理に。
   かぼちゃ            
 1108       カット(1/4コ以上)    498円    （税込538円）      
 1109       まるごと1コ    628円    （税込678円）                                                                               

イメージイメージ

     〔1108〕※サイズは600g～1.2kg・価格は269円～538円（税込）の間
でお届け。〔1109〕※サイズは1.3kg～1.8kg・価格は490円～678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／金井 
修一、どらごんふらい、高野 健治、他／北海道、長野県、秋田県、山形県     

“砂糖いらず”の濃い甘みを満喫“砂糖いらず”の濃い甘みを満喫

             λ有機／関根 秀夫／新潟県    θ大豆 

1113    υυ             有機枝豆（さといらず）  
  200g   438円  （税込473円） 

新潟県津南地方の在来
品種。「砂糖がいらない
ほど甘い」といわれてい
たのが名前の由来です。

イメージイメージ

北海道厚岸産の、小ぶりですが脂ののった
サンマをお届けします。頭や内臓を取り除
いてあるので、調理も簡単。定番の塩焼き
はもちろん、梅煮など
の煮付けや、サクサク
のフライなどにしても。
DHAやEPAを含むサン
マを、積極的に食卓に
取り入れましょう。

下処理済みなので調理もらくらく下処理済みなので調理もらくらく

イメージイメージ
         ■漁場／厚岸沖    λ札幌中一（北海道札幌市）  δお
届け後45日保証   

1305    ττ   NN 10/16お届け週10/16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） 

ふんわりとして、うまみしっかりふんわりとして、うまみしっかり

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

1224    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     北海道放牧豚ボロニアミニソーセージ  

  180g   778円  （税込840円） 

太めでふんわり。添加物不使
用で、解凍してもうまみを損な
いません。軽く焼くと美味。

イメージイメージ

味の良さに定評のあるバークシャー種を交
配した、仙台黒豚会の豚肉。味がしみ込み
やすいよう薄めにスライスしているので、や
わらかな食感に仕上がります。400gの徳
用規格で、ボリュームにも満足。ワンランク
上の豚丼を、ご家
族皆さんでお召し
上がりください。

ボリュームにも満足の400g入りボリュームにも満足の400g入り

イメージイメージ
           約1.8mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市他）  εお
届け後2日保証   

1257    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     徳用豚丼用うす切り  

  400g   988円  （税込1,067円） 

パリッとした食感と磯の香りが格別パリッとした食感と磯の香りが格別

             λ成清海苔店（福岡県柳川市）     

1359    NN 10/9お届け週10/9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） 

有明海産「秋芽一番摘み」のな
かでも、早期のやわらかい葉を
使用。小分け袋入りで便利。

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

弾力の良さと「魚の味」が自慢弾力の良さと「魚の味」が自慢

             λいちうろこ（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証   

1486    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

新鮮な国産スケトウダラのす
り身を使った竹輪。魚の風味と
弾力の良さが人気の秘密です。

毎週 9125 お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

ミルクの豊かな風味が生きたやさしい甘さ
砂糖は、国産のてんさい由来のもの。きちんと牛乳
の味がするよう、やさしい甘さにしました。ミルク
の豊かな風味とふるふるの食感をご堪能ください。

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

「大地を守る会の低温殺菌牛乳」と同じ生乳
函南東部農協の契約酪農家が非遺伝子組み換えの
飼料で育てた、健康な牛の生乳を使って作りまし
た。すっきりとした甘みで、奥深い味わいです。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

たっぷりの生クリームとこく深い平飼卵
植物油脂などの混ぜものが入っていない、質の良い
生クリームをたっぷり加えてなめらかな口当たり
に。さらに、平飼卵を入れ、こくを出しました。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

1702    υυ   NN 10/9お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
     ※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 

香料などの添加物を使わず香料などの添加物を使わず
お子さんにも安心！お子さんにも安心！

函南東部農協
丹那牛乳みるくプリン

イチオシ

4種の素材入りの飲みやすい青汁4種の素材入りの飲みやすい青汁

     ※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）     

1676    NN 10/9お届け週10/9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4種の国産
原料で作った粉末青汁。野菜不
足が気になる方におすすめ。

¼  週 9302

レモン果汁入りで後味すっきり♪レモン果汁入りで後味すっきり♪

さんぶ野菜ネットワーク（千葉県山武市）の人
参を使用した、濃縮還元タイプのジュース。
 $$  キャロットジュース            
 1735         125g×10本    
1,224円    （税込1,322円）  毎週 9339     隔週 9340   

 1736       箱売   125g×30本    
3,670円    （税込3,964円）   ¼  週 9344                                                                              
             λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1735

※※ 1108が対象が対象

タスマニア産のマヌカハニー、カモミール由来
のアズレン他、各種オーガニック食品を使用し
たのどスプレーです。医薬
品ではなく食品なので、飲ん
でも安心できる商品です。
後味すっきりのミントと、さわ
やかなオレンジ、2種のフレ
ーバーをご用意しました。
   のどにスプレーマヌカハニー＋アズレン      

  25ml   1,400円  （税込1,512円）
 1006       ミント              

 1007       オレンジ                                                                                       

オーガニック食品でのどをサポートオーガニック食品でのどをサポート

1006

限定各1000

     ※1歳未満の乳児には使用しないでください。※商品には万全を
記していますが、万が一ノズルが外れた場合、誤飲にご注意くだ
さい。    ■原産国／オーストラリア    λたかくら新産業（東京都港区）     

1007

4 140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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甘みが濃く、ほくほくとした食感の栗は、大人も子どももうれしい秋の味覚の定番です。皮むき器を使えば、面
倒な下ごしらえもラクラク！ そのままおやつはもちろん、炊き込みごはんにして旬の味覚をお楽しみください。

栗ごはん

洋風炊き込みごはんのパ
エリアは、ホットプレートで
作ってパーティーメニュー
にするのもおすすめです。
パプリカとシーフードを加
えれば、彩りもボリューム
も満足。きのこ類を加えて
秋らしさを演出しても。

シーフードパエリア

滋味豊かなアサリとしめじ
を合わせれば、それぞれの
うまみがだしとなり、深み
のある味わいに仕上がり
ます。しめじをはじめ、数
種のきのこを加えれば、相
乗効果でさらにうまみが
アップ！

アサリときのこの
炊き込みごはん

                      

                          λλ無／栗峰園四万十、三無／栗峰園四万十、三
尾 寿治、常総センター／尾 寿治、常総センター／
高知県、岐阜県、茨城県高知県、岐阜県、茨城県          

1038    υυ             栗栗    
    400g 400g     938938円円    （（税税込込1,0131,013円）円）  

 栗の鬼皮と、むきにくい渋皮を同時にむくこと
ができます。        ■サイズ／使用時：幅11×全長
17.5×高さ2.5cm、収納時：幅6.5×全長18.5
×高さ2.5cm、刃渡り3.7cm、先端最大開き幅
3cm、重量65g    λ下村工業（新潟県三条市）     

2248    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     フルベジ 栗の皮むき器  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

     ※色は選べません。
赤、黄、オレンジから
お届けします。        λ無、
減／戸沢村生産グル
ープ、土佐百／山形
県、高知県     

1107              パプリカ  
  150g   398円  （税込430円） 

             λ小倉水産食品
（鳥取県境港市）
    θえび 

1316    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 

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

1128    υυ             ぶなしめじ  
  100g   238円  （税込257円） 

毎週 9048

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

         ■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   

1317    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646円） 

産直だから、樹上で完熟
させて食べごろにお届け

果物
国産はすべて産直

海外産はすべてフェアトレード

土壌消毒・除草剤は
原則不使用

                      

             λ無、減／おきたま興農舎／山形県     

1019              スチューベン（ぶどう）  
  400g   580円  （税込626円）              λ減／勝沼平有機果実組合、一宮大地／山

梨県     

1020              甲斐路（ぶどう）  
  400g   728円  （税込786円） 

     ※完熟でお届けするため、お届け時に粒が取
れていることがあります。        λ無、減／おきたま
興農舎、勝沼平有機果実組合、一宮大地、他
／山形県、山梨県     

   ベリーＡ（ぶどう）            
 1017       400g    528円    （税込570円）      
 1018       2kg    1,980円    （税込2,138円）                                                                               

1017

 粒ぞろいが良く、きれいな黄緑色。酸味
は少なく、上品な甘さが特徴です。栽培
しやすく、手ごろな価格も人気です。
            λ減／おきたま興農舎、勝沼平有機果実組
合、一宮大地／山形県、山梨県     

1022              ネオマスカット（ぶどう）  
  400g   528円  （税込570円） 

             λ減／おきたま興農舎、一宮大地／山形県、
山梨県     

1023              ロザリオビアンコ（ぶどう）  
  400g   958円  （税込1,035円） 

 巨峰によく似た味の大粒のぶどうです。
            λ減／荒木 久／石川県     

1024              達人・荒木さんのブラックオリンピア（ぶどう）  
  300g   638円  （税込689円） 

         ■セット内容／ネオマスカット、スチューベン、
ベリーＡ、他のなかから2種以上お届けします。         

1025              ぶどう食べ比べセット   
  600g(2種以上)   上限 880円  （税込950円） 

イメージイメージ

フレッシュな味わいの“極早生”がフレッシュな味わいの“極早生”が
今年もおいしく仕上がりました！今年もおいしく仕上がりました！

徐々に秋も深まり、極早生温州み
かんの収穫を迎えます。甘酸っぱ
くさわやかな後味は、今の季節に
ぴったり。行楽や旅行のおともに
どうぞ。毎日のビタミンCの補給
にもおすすめです。

             λ有機、無、減／長崎有機農業研究会、川端 敬
グループ、ブレス／長崎県、和歌山県、熊本県     

   極早生温州みかん            
 1028       800g    498円    （税込538円）      
 1029       徳用2kg    1,180円    （税込1,274円）                                                                               

1028

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／新農業
研究会、農事組合法人増野、羽山園芸組合、
他／青森県、長野県、福島県、山形県     

1026              つがる（早生りんご）  
  800g   638円  （税込689円） 

すっきりとした上品な風味と、すっきりとした上品な風味と、
さくっとした歯ざわりがたまりませんさくっとした歯ざわりがたまりません

皮ごと食べられる、大粒の人気品
種です。果皮が薄く、果肉がしっか
りしているので、さくっとした歯ざ
わりが美味。マスカット系ならでは
の香りと上品な甘さを、ぜひご賞
味ください。

             λ減／勝沼平有機果実組合、一宮大地、おき
たま興農舎／山梨県、山形県     

1021              シャインマスカット（種なしぶどう）  
  400g   1,380円  （税込1,490円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。    ■セット内容／
つがる、さんさ、きおう、他のなかから2種以上
お届けします。         

1027              りんご食べ比べセット   
  1セット(3コ以上)   上限 780円  （税込842円） 

イメージイメージ

P.39コラム

栗やきのこ、根菜類な
ど、旬の食材が続々登場
する食欲の秋。同じく実
りの季節を迎えた新米
と一緒に、うまみも香り
も炊き込んで、秋の訪れ
を感じるごはんをお楽し
みください。

新米新米と楽しむと楽しむ
炊き込みごはん炊き込みごはん
実りの秋を
満喫

品種によって、魅力はさまざま。品種によって、魅力はさまざま。
秋の味覚・ぶどうをご堪能ください秋の味覚・ぶどうをご堪能ください

5140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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イチオシ
会員さんの
ここが

子どものおやつこそ
安心できるものを
選びたいですね
卵アレルギーだった子ども
のおやつによく利用してい
ます。そのままはもちろん、
焼きバナナやパイ生地で包
んでお菓子にすれば子ど
もも大喜びです。安心でき
るフェアトレード商品なの
も魅力です。

40代／会員歴3年
奥澤 いずみさん

     ※一部皮荒れのあるもの、部分的に黄色く
色づいたものをお届けする場合があります。
※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ無／森野 竜
市、早藤 義則／徳島県、神奈川県     

1030              すだち  
  150g   198円  （税込214円） 

     ※一部皮荒れのあるもの、部分的に黄色く
色づいたものをお届けする場合がありま
す。        λ有機、無／大地と自然の恵み、栗峰園
四万十／高知県     

1031              ゆず  
  200g   278円  （税込300円） 

ジューシーな果汁が口の中で弾けます。ジューシーな果汁が口の中で弾けます。
比較的日持ちが良いのもうれしいところ比較的日持ちが良いのもうれしいところ

シャリッと食感が良く、果汁たっぷ
りでジューシー。すっきりとした
甘みと、程よい酸味のバランスが
絶妙です。比較的日持ちする品種
なので、冷蔵庫に入れれば数日間
保存できます。

             λ減／新萌会、赤石果樹出荷組合／福島
県、長野県     

1034              二十世紀（梨）  
  1kg （2～4コ）  780円  （税込842円） 

             λ減／赤石果樹出荷組合、小林 英樹、農事
組合法人増野／長野県     

1032              南水（梨）  
  800g（2～3コ）   798円  （税込862円） 

             λ減／平田 康一、舘野 文雄、新萌会／福岡
県、栃木県、福島県     

1033              新高（梨）  
  1.2kg(1～3コ)   898円  （税込970円） 1035               信州の梨・二十世紀  

  1kg（2～4コ）   780円  （税込842円） 
             λ減／赤石果樹出荷組合／長野県     

             λ減／新萌会、赤石果樹出荷組合、平田 康
一／福島県、長野県、福岡県     

1036              あきづき（梨）  
  1kg （2～3コ）  980円  （税込1,058円） 

     ※かたい場合は室温に置き、やわらかくなっ
てからお召し上がりください。        λ減／農事組
合法人増野／長野県     

1037              コンファレンス（洋梨）  
  700g(2～3コ)   980円  （税込1,058円） 

             λ無／栗峰園四万十、三尾 寿治、常総セン
ター／高知県、岐阜県、茨城県     

1038    υυ             栗  
  400g   938円  （税込1,013円） 

 酸味が少ないバレリ
ー種。国際フェアトレ
ード認証も取得して
います。
    ※検疫所でくん蒸処理
を受ける場合がありま
す。        λ有機、無／プリエ
イト農園／エクアドル     

   フェアトレードバナナ・エクアドル産            
 1043         500g   

388円    （税込419円）   毎週 9020      

 1044         1kg   

668円    （税込721円）   毎週 9021                                                                                               

1043

         ■セット内容／りんご、梨、ぶどうなどのなか
から2種以上をお届けします。         

1045               果物セット  
  2種以上   1,000円  （税込1,080円） 

イメージイメージ

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

野菜

すべて産直

                      

     ※小さいもの、皮荒れ、一部傷のあるものを
お届けする場合があります。また、いろいろな
品種をお届けします。        λ有機／早坂 清彦、
長 良幸、高野 健治／北海道     

1047              北海道の有機じゃがいも  
  800g   378円  （税込408円）  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／金井 修一、
渡部 信一、福井 忠雄、他／北海道、埼玉県、長野県     

1050              メークイン  
  800g   378円  （税込408円） 

     ※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／
金井 修一、新農業研究会、渡部 信一、他／
北海道、青森県、千葉県     

1051              キタアカリ  
  800g   368円  （税込397円） 

     ※一部小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無、減／北海道有機農協、大作 幸
一、モグラ会、他／北海道、青森県     

   玉ねぎ            
 1052         少量500g   

248円    （税込268円）   毎週 9026      

 1053         1kg   

388円    （税込419円）   毎週 9027                                                                                              

1052

     ※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         

1054              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）。             

1055              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

     〔1056〕※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、野原 
茂治、他／群馬県、北海
道、茨城県、長野県、埼
玉県、千葉県、山梨県     

   大根            
 1056         1/2本   

180円    （税込194円）   毎週 9029      

 1057         1本   

258円    （税込279円）   毎週 9030                                                                                               

1056

     ※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／金井 修
一、早坂 清彦 、長 良幸、他／北海道、青森
県、秋田県、千葉県、埼玉県     

   じゃがいも            
 1048         少量500g   

268円    （税込289円）   毎週 9024      

 1049         800g   

358円    （税込387円）   毎週 9025                                                                                               

1048

 セロリの仲間ですが強いくせがないの
で、サラダや漬物にぴったりです。 
   ※サイズは200g～500g・価格は318円～
600円（税込）の間でお届け。小さいものは2
コでお届けする場合があります。サイズのご
指定はできません。        λ無／青野 勝／長野県     

1058              セロリアック  
  1コ   556円  （税込600円） 

     ※土を洗い落とした状態でお届けする場合が
あります。        λ有機、無、減／堀田 信宏、野原 茂
治、堀田 義明、他／茨城県、千葉県、鹿児島県     

1059              さつまいも  
  800g   398円  （税込430円） 

             λ有機、無、減／かごしま有機、農事組合法
人 丸和、常総センター、他／鹿児島県、千葉
県、茨城県、埼玉県     

   ごぼう            
 1063         少量150g    198円    （税込214円）      
 1064         300g    328円    （税込354円）                                                                                             

1063

     ※かたい場合は室温に置き、やわらかくなっ
てからお召し上がりください。        λ無／松永 剛
行／静岡県     

1042              レッドキウイフルーツ  
  300g   398円  （税込430円）      ※他産地（有機・無）のものをお届けする場合、青い皮のものが入る場

合があります。※検疫所でくん蒸処理を受ける場合があります。※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            
 1040         500g   

408円    （税込441円）   毎週 9018      

 1041         1kg   

698円    （税込754円）   毎週 9019                                                                                               

イメージイメージ

1040

     ※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／北海
道有機農協、今 利一グループ、北の恵み、他
／北海道、青森県     

1046              人参  
   800g   368円  （税込397円） 

毎週 9023

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             λ減／王隠堂農園／奈良県     

1039              種なし柿（刀根柿または平核無柿）  
  600g （3～4コ）  580円  （税込626円） 

イメージイメージ

カレーに、肉じゃがに、大活躍。カレーに、肉じゃがに、大活躍。
重宝する常備野菜をお買い忘れなく！重宝する常備野菜をお買い忘れなく！

イメージイメージ

6 140号 ●天候などの影響により、出荷状況が大きく変わる場合があります。 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青　

果

米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_140_p06_04.indd   6 2017/09/11   12:12:52



赤石果樹出荷組合の主な商品

ほっと
Story

産地の

赤石果樹出荷組合
（長野県松川町）

昼夜の寒暖差で自慢の二十世紀 果汁たっぷりの10月の梨

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／岩国れ
んこん生産者の会／山口県     

1065    υυ             岩国れんこん（洗い）  
  220g   398円  （税込430円） 

 砂地で栽培される坂出金時は上品な甘
さが特徴です。
    ※大きいものは、1本でお届けする場合があり
ます。        λ無／高生連／香川県     

1060              坂
さかいできんとき

出金時（さつまいも）  
  600g   598円  （税込646円） 

 ふかしても焼いてもほくほくした食感、じ
っくり焼くとぐっと甘みが増してきます。
            λ有機、無、減／野原 茂治、堀田 義明、酒井 
久和、他／茨城県、千葉県     

1061              ほくほくさつまいも紅あずま  
  800g   418円  （税込451円） 

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

1067              加賀れんこん  
  350g   538円  （税込581円） 

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、農事
組合法人 丸和、酒井 久和、他／千葉県、奈良
県、鹿児島県、埼玉県、茨城県、秋田県、宮崎県     

1062              里芋  
  600g   408円  （税込441円） 

             λ減／常総センター、加藤 幸雄、柳生 信義、
他／茨城県、愛知県、熊本県、石川県     

1066              れんこん  
  350g   388円  （税込419円） 

             λ有機、無／三枝 晃男、深田 友章、三里塚
酵素の会、他／埼玉県、千葉県、群馬県、島根
県、鹿児島県、長野県、広島県、茨城県、福島
県、東京都     

1068    υυ             小松菜  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9031

             λ有機、無／北軽井沢有機ファミリー、くら
ぶち草の会、当麻グリーンライフ、他／群馬
県、北海道、島根県、長野県、茨城県、広島県     

1069    υυ             ほうれんそう  
  200g   298円  （税込322円） 

毎週 9032

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             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     

1070    υυ             ルコラ  
  50g   218円  （税込235円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             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     

1071    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   228円  （税込246円） 

             λ有機／寺岡有機／広島県     

1072    υυ             有機ベビーケール  
  20g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／いわみ地方有機野菜の会、くら
ぶち草の会、さんぶ野菜ネットワーク、他／島
根県、群馬県、千葉県、東京都、長野県、広島
県、茨城県、福島県、鹿児島県     

1073    υυ             水菜  
  200g   228円  （税込246円） 

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、北軽
井沢有機ファミリー、福島わかば会／千葉
県、群馬県、福島県     

1074              春菊  
  150g   208円  （税込225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。                 

1075              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／野原 茂治、小野寺 孝一、岡
村グループ、他／茨城県、埼玉県、神奈川県     

1076              長ねぎ  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9034

             λ有機、無、減／小野寺 孝一、飯塚 一実、野
原 茂治、他／茨城県、埼玉県、山形県、秋田
県、神奈川県     

   ムキねぎ            
 1077         少量100g   193円    （税込208円）      
 1078         200g    278円    （税込300円）                                                                                             

1077

             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     

1079              有機葉ねぎ  
  100g   208円  （税込225円） 

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

1080    υυ             ニラ  
  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9033

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

     ※ホワイト六片種をお届けします。※一部欠
けたもの、小さめのものが入る場合がありま
す。        λ無／留目 昌明／青森県     

1082              青森のにんにく  
  100g   388円  （税込419円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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

1081              新生姜  
  100g   338円  （税込365円） 

             λ有機／矢澤園芸、ひさまつ農園／茨城県     

1083              有機青じそ  
  10枚   228円  （税込246円） 

             λ無、減／ベジタブルワークス／北海道     

1085    υυ             北海道のブロッコリー  
  1コ   358円  （税込387円） 

1035              信州の梨・二十世紀  
  1kg（2～4コ）   780円  （税込842円） 

             λ減／赤石果樹出荷組合／長野県     
             λ減／新萌会、赤石果樹出荷組合、平田 康
一／福島県、長野県、福岡県     

1036              あきづき（梨）  
  1kg（2～3コ）    980円  （税込1,058円） 

イメージイメージ

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

1087              サニーレタス  
  1コ   228円  （税込246円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

ほっこりとした甘みに、うっとり。ほっこりとした甘みに、うっとり。
ふかし芋や炊き込みごはんにしてどうぞふかし芋や炊き込みごはんにしてどうぞ

炒め合わせて、中華風に味付け。炒め合わせて、中華風に味付け。
食感の違いが楽しいメインおかずに食感の違いが楽しいメインおかずに

南アルプスを眺めながら育った梨です
赤石果樹出荷組合は松川町の西側、天竜川を眼下に見下ろす伊那
谷の山際にあります。名古屋方面に向かう中央自動車道の右側に広
がる果樹地帯は、伊那谷の風景とおいしい果物を求め、名古屋・関
西方面からの観光客も多い土地柄です。秋になれば昼夜の寒暖差
が大きく、甘みが自慢の果物が育ちます。大地を守る会がまだ戸別
宅配をしていなかったころからお付き合いのある生産者たちは今で
も現役。長年続けられるのも次世代がしっかり育ったからです。生
産者の宮沢さんと桜井さんの家も、なんと、お婿さんに来てもらい、
就農してもらいました。今ではしっかり大黒柱です。

南水に続け！ 期待のあきづき
幸水、二十世紀、南水と栽培してきた赤石果樹出荷組合の皆さんが
次に期待した梨が「あきづき」です。豊水・新高の交配種と幸水を
親にもつ品種で、酸味が少なく、甘みがよくわかる果汁の多い梨。
10月に食べる梨として南水に並ぶ梨に育ってほしいそうです。
 農産担当：市川 泰仙

赤石果樹出荷組合の皆さん（写真上）
いろいろな品種をお楽しみください

（写真下）

1060 イメージイメージ

7140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 3ポイント が付きます。
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お得な野菜セット「ベジタ」
季節の野菜が届く、大地宅配の人気№1野菜セットです。料理家・堀 知佐子さんのレシピや
産地情報をご紹介するリーフレット付きで、“野菜のある食卓”が一層楽しくなります。
※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。 

ココがお得 1

畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めて

ココがお得 2

旬の野菜はもちろん、めずらしい野菜が届くことも。
さらに料理家・堀 知佐子さんのレシピや産地の情報
が満載のリーフレット付き。 

めずらしい野菜や
レシピに毎週わくわく♪

ことも。

ベジタMサイズだけで
こんなに作れる！

豊作でたくさん育った野菜や、生産者が新たに栽培に挑ん
だめずらしい野菜などもお届けする「ベジタ」は、有機栽培
に取り組む生産者の応援につながる野菜セットです。 

ある日の「ベジタ」は単品で購入するよりも 
5％（※1）お得になることも！

キレイにうれしい野菜力キレイにうれしい野菜力

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

髙橋 弘先生

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

イメージイメージ

                      

     ※サイズは1.3kg～1.8kg・価格は490円～
678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／金井 修一、どら
ごんふらい、高野 健治、他／北海道、長野県、
秋田県、山形県     

1109              かぼちゃ  
  まるごと1コ   628円  （税込678円） 

     ※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     

1130    υυ       
      ブラウンマッシュルーム  

  100g   258円  （税込279円） 

                      

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選
※ベジタS・※ベジタS・
ベジタMが対象ベジタMが対象

1～2人用

ベジタ

S
ベジタ人気№1。ベジタ人気№1。
ベーシックベーシック
セットセット

葉菜 葉物
1パック

キャベツ
1/2コ（※3）

サニー
レタス1コ

根菜 人参2本

果菜 トマト2コ きゅうり3本

旬の野菜 ブロッコリー1コ

べジタSお届け目安（7品目）

じゃがいも3コ 玉ねぎ2コ 果物2コ

+じゃが玉＆果物のお届け目安

イメージ

● 大地宅配の農産物は、すべて第三者認証機関（農水省登録認定機関）であ
る『アファス認証センター』によって認証を受けています。
● 天候・育成状況・販売状況によって生産者・産地や農薬使用状況が変更にな
る場合があります。
● 商品情報に示してある果物の個数は目安です。特に、大きいものや小さいも
のをお届けする場合は変わることがあります。

● 栽培の状況により、大きいもの、小さいもの、少し傷のあるものなどが出荷
されることがあります。その場合、価格を下げてお届けすることもあります。
● 生産物の農薬使用状況（予定）について本紙以外のカタログ、注文書にお
いても、次の表示をしています。
　 「有機」…日本農林規格に基づいた有機農産物の認証を受けた農産物。
　 「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）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

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

珍

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

  10品目   2,350円  （税込2,538円）
           ベジタＬ  

毎週 9001 1008
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9004 1011

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9005 1012

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9002 1009

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9003 1010
1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9006 1013

              
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1,000円  （税込1,080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

※※
66
はは
ご
秋

きのこのマリネで秋らしく
1cmにスライスしたかぼちゃと、薄切
りにんにく、食べやすく切ったお好み
のきのこを、オリーブオイルと塩・こ
しょうで和えて、200度に余熱した
オーブンで10～15分焼き、仕上げに
バルサミコ酢をかけてでき上がり。タ
イムなどのハーブもよく合います。

かぼちゃはβ-カロテンを含
みます。β-カロテンは健康
に役立ついろいろな機能を
持ち、また、必要量だけ体内
でビタミンAに変換されるた
め、過剰摂取リスクを低減し
ます。

また、かぼちゃには、ビタミン
CやビタミンE、そして食物
繊維も含まれています。か
ぼちゃが日々の元気を応援
します。

さまざまな栄養成分を含むかぼちゃ

8 140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。

イメージイメージ

イタリア風オムレツにしてカフェ気分♪イタリア風オムレツにしてカフェ気分♪
おしゃれな一皿に食卓が華やぎますおしゃれな一皿に食卓が華やぎます

ブロッコリーは、イタリア風オムレ
ツ‶フリッタータ"に入れても。で
きたてならふんわりあつあつ、冷
やせば生地が引き締まって美味。
おしゃれな一皿に、食卓も華やぎ
ます。

             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、野菜くらぶ、他／北海道、
群馬県、長野県、茨城県、埼玉県、千葉県     

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1084    υυ             ブロッコリー  
  1コ   328円  （税込354円） 

イメージイメージ

シャキシャキとした軽快な歯ざわりをシャキシャキとした軽快な歯ざわりを
チャーハンのアクセントにしてもチャーハンのアクセントにしても

みずみずしく、歯ざわりの良いレ
タス。サラダの他、炒め物やスー
プなど、いろいろな料理に使えま
す。チャーハンに加えると、シャキ
シャキ感がやみつきの一皿に。ぜ
ひお試しください。

             λ有機、無、減／北軽井沢有機ファミリー、
野菜くらぶ、有坂 泰志、他／群馬県、長野県、
茨城県、千葉県、山梨県     

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1086    υυ             レタス  
  1コ   278円  （税込300円） 

毎週 9035

             λ有機、無、減／北軽井沢有機ファミリー、
有坂 泰志、つくばの風、他／群馬県、長野県、
茨城県     

1088              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、野菜くら
ぶ、有坂 泰志、他／群馬県、長野県、茨城県     

   キャベツ            
 1089    υυ      1/2コ    
198円    （税込214円）   毎週 9037      

 1090       1コ    
288円    （税込311円）   毎週 9036                                                                               

1090

             λ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     

   白菜            
 1091       少量1/4コ    198円    （税込214円）      
 1092       1/2コ    298円    （税込322円）      
 1093       1コ    458円    （税込495円）                                                             

1091

 茎の根元まで緑色のグ
リーンセロリは、一般的
なセロリよりも強い香
りが特徴。さわやかな香
りとシャキシャキとした
食感をサラダでどうぞ。
            λ無、減／有坂 泰志、
青野 勝、北軽井沢有機
ファミリー、他／長野
県、群馬県、宮城県     

   グリーンセロリ            
 1094       200g    248円    （税込268円）      
 1095       徳用800g    448円    （税込484円）                                                                               

心地よい歯ごたえをサラダやマリネで心地よい歯ごたえをサラダやマリネで

イメージイメージ

1094

             λ有機、無／くらぶち草の会、チーム銀河、王
隠堂農園／群馬県、三重県     

1096              まこもたけ  
  200g   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

ほくほくかぼちゃととろ～りチーズがほくほくかぼちゃととろ～りチーズが
好相性のコロッケを揚げたてで！好相性のコロッケを揚げたてで！

やわらかくしたかぼちゃを、マヨネ
ーズなどで味付けしながらつぶし
て。一口大に丸めたらまん中にモ
ッツァレラチーズを入れ、衣を付
けて揚げてください。お好みでケ
チャップを添えても。
     〔1108〕※サイズは600g～1.2kg・価格は269円～538
円（税込）の間でお届け。〔1109〕※サイズは1.3kg～
1.8kg・価格は490円～678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／金井 修一、どらご
んふらい、高野 健治、他／北海道、長野県、秋田県、山形県     

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

   かぼちゃ            
 1108       カット(1/4コ以上)    498円    （税込538円）      
 1109       まるごと1コ    628円    （税込678円）                                                                               

1108

             λ有機、無、減／福島わかば会、萩原 博、佐久
ゆうきの会、他／福島県、千葉県、長野県、北
海道、秋田県、岩手県、愛知県、岐阜県、徳島県     

1097              トマト  
  400g   488円  （税込527円） 

毎週 9038

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

     ※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、無、減／山蔵農園、佐久ゆうきの会、大地と自然
の恵み、他／岐阜県、長野県、高知県、山形県、千葉県、徳
島県、福島県、岩手県、茨城県、北海道、宮城県、熊本県     

   ミニトマト            
 1099       120g    248円    （税込268円）      
 1100       200g    
378円    （税込408円）   毎週 9039                                                                               

1099

     ※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、二本
松有機農業研究会、宮
崎アグリアート、他／福
島県、宮崎県、長野県、
群馬県、北海道、茨城
県、鹿児島県     

   きゅうり            
 1101    υυ      少量180g    219円    （税込237円）      
 1102    υυ      300g    
298円    （税込322円）   毎週 9040      

 1103    υυ      徳用500g    398円    （税込430円）                                                             

1101

     ※九州地方・沖縄県産の長なすをお届けする
場合があります。        λ有機、無、減／島添 由太
郎、つくばの風、福島わかば会、他／福岡県、
茨城県、福島県、埼玉県、高知県、千葉県     

1104              なす  
  300g   368円  （税込397円） 

             λ有機、無、減／農事組合法人 丸和、くらぶ
ち草の会、八幡平産直会、他／千葉県、群馬
県、岩手県、茨城県、沖縄県     

1105              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 苦みの少ないピーマンです。果肉が厚く、水分含
有量が豊富でジューシー。ぜひお試しください。
            λ有機、無、減／山蔵農園、さんぶ野菜ネット
ワーク／岐阜県、千葉県     

1106              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無、減／戸沢村生産グループ、
土佐百／山形県、高知県     

1107              パプリカ  
  150g   398円  （税込430円） 

                      

     ※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、真南風の会、他／鹿児島
県、埼玉県、沖縄県、高知県、茨城県、福岡県、千葉県     

1110              オクラ  
  100g   288円  （税込311円） 

     ※品種は彼岸青または秘伝いずれかをお届
けします。ご指定はできません。        λ無／おき
たま興農舎、米沢郷牧場、月山パイロットファ
ーム／山形県    θ大豆 

1112    υυ       
      山形の枝豆（彼岸青または秘伝）  

  200g   428円  （税込462円） 

             λ有機／関根 秀夫／新潟県    θ大豆 

1113    υυ             有機枝豆（さといらず）  
  200g   438円  （税込473円） 

     ※丸型・細長型、黄色、ミニトマト大の品種など
をお届けします。        λ有機、無、減／山蔵農園、
青野 武、堀田 辰郎／岐阜県、山梨県、茨城県     

1098              クッキングトマト  
  500g   358円  （税込387円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1015        
      福島と北関東の
農家がんばろうセット  
  1セット(5品)   1,180円  （税込1,274円） 

毎週 9008

1014        
      子どもたちへの安心野菜セット  
  1セット(7品)   2,000円  （税込2,160円） 

毎週 9007

1016        
      有機ＪＡＳ
認証野菜セット  
  1セット(7品)   2,000円  （税込2,160円） 

毎週 9009

※※ 1108が対象が対象

在来種ならではの濃厚な香りを、在来種ならではの濃厚な香りを、
まずはシンプルにゆでて召し上がれまずはシンプルにゆでて召し上がれ

イメージイメージ

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

9140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 3ポイント が付きます。
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美味
レシピ

1111             島オクラ  
  100g   288円  （税込311円） 

             λ有機、無、減／真南風の会、沖縄畑人
村／沖縄県     

     ※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、佐久
ゆうきの会、二本松有機農業研究会、他／群
馬県、長野県、福島県、長崎県、茨城県     

1114              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／佐久ゆうきの会、どら
ごんふらい、北軽井沢有機ファミリー、他／
長野県、北海道、群馬県、山梨県     

1116              ズッキーニ  
  1本   188円  （税込203円） 

イメージイメージ

 茶碗蒸しだけでなく、
少量の塩と炒るだけ
で、簡単おつまみので
き上がり。
            λ無／高生連／高知県     

1115              ぎんなん  
  100g   358円  （税込387円） 

炒って塩を振ればおつまみに♪炒って塩を振ればおつまみに♪

             λ有機、無、減／柴崎 尚、三里塚農法の会、
さんぶ野菜ネットワーク、他／茨城県、千葉
県、鹿児島県     

1117              ミニとうがん  
  1コ   248円  （税込268円） 

     ※土を洗い落とした状態でお届けする場合が
あります。        λ有機、無、減／堀田 信宏、野原 
茂治、堀田 義明、他／茨城県、千葉県、鹿児
島県     

1059              さつまいも  
  800g   398円  （税込430円） 

 大地を守る会の生産者の小粒大豆を地
下水だけで育てました。            λ飯塚商店（埼
玉県深谷市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1118    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     大地宅配の国産大豆もやし  

  200g   184円  （税込199円） 

1119    υυ   NN 10/16お届け週10/16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。
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   

1120    υυ   NN 10/9お届け週10/9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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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     

1121    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   308円  （税込333円） 

毎週 9042

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             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     

1122    υυ             西の生しいたけ（原木栽培）  
  100g   338円  （税込365円） 

毎週 9043

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

1123    υυ             なめこ  
  120g   218円  （税込235円） 

毎週 9044

 豊かな自然、清流に恵まれた鮭川村で栽
培。培地は国産の広葉樹で作られていま
す。笠は大きく、つるんとした食べごたえ。
            λ無／熊谷伊兵冶ナメコ生産所／山形県     

1124    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／風の市場、マッシュハウス最上
／群馬県、山形県     

1125    υυ             まいたけ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9046

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

     ※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     

1126    υυ             えのきたけ（ブラウン）  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9047

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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     

1127    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     

1128    υυ             ぶなしめじ  
  100g   238円  （税込257円） 

毎週 9048

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             λ無／キノコ村／長野県     

1129    υυ             エリンギ（きのこ）  
  100g   223円  （税込241円） 

毎週 9049

         ■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／キノコ村、菌興椎茸協同組合／長
野県、鳥取県     

1131    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

     ※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     

1130    υυ             ブラウンマッシュルーム  
  100g   258円  （税込279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）     

1632   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     オリーブオイル（パレスチナ自治区産）  

  450g   1,825円  （税込1,971円） 

2001      
     極早生温州みかん  

  400g   258円  （税込279円） 
             λ有機、無、減／長崎有機農業研究会、川端 敬
グループ、ブレス／長崎県、和歌山県、熊本県     

2002    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） 

             λ減／無茶々園／愛媛県     

2003    ττ     
     冷凍ブルーベリー  

  100g   398円  （税込430円） 
             λ無／農事組合法人増野／長野県     

2006    υυ     
     やなぎまつたけ  

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

2007    υυ     
     ジャンボマッシュルーム（ホワイト）  
  1コ(直径9cm～10cm)   468円  （税込505円） 
             λ無／舟形マッシュルーム／山形県     

限定 100

2004      
     西の里芋  
  600g   428円  （税込462円） 

             λ有機、無／王隠堂農園、かごしま有機、他／奈良県、鹿児島県、宮崎県     

2005    υυ     
     高知のニラ  
  100g   228円  （税込246円） 
             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連／高知県     

2008      
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

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

2009      
     北海道在来豆お楽しみセット  
  80g×3パック   983円  （税込1,062円） 
             λ無／べにや長谷川商店／北海道    θ大豆 

2010      
     北海道江別・金井さんの大納言小豆  
  250g   540円  （税込583円） 

             λ無／金井 修一／北海道     

さ
つ
ま
い
も
の

ポ
タ
ー
ジ
ュ

やさしい甘みの秋のスープ。やさしい甘みの秋のスープ。
口当たりなめらかに仕上げて口当たりなめらかに仕上げて

バター ································大さじ1
塩 ·········································· 適宜
シナモン ··································少々
ナツメグ ··································少々

作り方
①さつまいもは皮をむいて薄くスラ
イスし、水にさらす。
②鍋にバターを溶かし、玉ねぎを水
分が飛ぶまでゆっくり弱火で炒める。
③②にさつまいもを加えてさらに炒
め、とりがらスープまたは水を加え、さ
つまいもがやわらかくなるまで煮る。
④③を少し冷ましてからミキサーに
かけ、なめらかなクリーム状にする。
⑤④に生クリームと牛乳を加えて好
みの濃度に調整し、塩で味を調える。
⑥器に注ぎ、シナモン、ナツメグを振る。
 （レシピ提供：村岡奈弥さん）

材料（4人分）
さつまいも ·················· 300g（正味）
玉ねぎ ··········· 1/2コ（薄くスライス）
とりがらスープ（お湯で溶いたもの）または水
··········································· 400cc
生クリーム····························· 60cc
牛乳 ···································· 120cc

野趣豊かなブラウン種のうまみを野趣豊かなブラウン種のうまみを
オリーブオイルが一層引き立てますオリーブオイルが一層引き立てます

イメージイメージ

10 140号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　●注文番号が1から始まる商品以外は、注文書表面の特別注文欄、またはお買い物サイトでご注文ください。
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商品名・生産者 精米度 規格 価   格 1回のみのお届け 定期お届け登録（ポイント付き）

有
機

有機新潟コシヒカリ 
λ有機／三原 栄、他／新潟県

白 米
1.5kg 1,170円（税込1,264円） 1132 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,270円（税込2,452円） 1156 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,300円（税込2,484円） 1157 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,100円（税込2,268円） 1158 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） 1133 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,500円（税込3,780円） 1134 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,175円（税込3,429円） 1135 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） 0000 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,340円（税込3,607円） 0000 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 3,020円（税込3,262円） 0000 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／コープスター会、他／
山形県

白 米

5kg

3,550円（税込3,834円） 1139 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,590円（税込3,877円） 1140 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1141 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／戸馳有機米研究会、他／
熊本県、宮崎県、鹿児島県、
滋賀県、大分県、福岡県、
広島県、島根県、岡山県

  無洗米 

5kg

3,700円（税込3,996円） 1136 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,720円（税込4,018円） 1137 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,450円（税込3,726円） 1138 毎週 9218 隔週 9219 ¼  週 9220

減

新潟コシヒカリ  
λ減／ゆうき、他／新潟県

白 米
1.5kg 860円    （税込929円） 1142 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,760円（税込2,981円） 1143 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,510円（税込2,711円） 1144 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） 1145 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,790円（税込3,013円） 1146 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,590円（税込2,797円） 1147 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） 1148 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1149 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1150 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） 1151 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,580円（税込2,786円） 1152 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,630円（税込2,840円） 1153 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,660円（税込2,873円） 1154 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,360円（税込2,549円） 1155 毎週 9272 隔週 9273 ¼  週 9274

お
い
し
さ
厳
選
米

人
気
の
産
地
と
品
種
を
撰
り
す
ぐ
り

にこまる、
コシヒカリなどを

滋賀県以西からお届け

甘み、うまみ、
粘りのバランスが良い
人気ブランド

人気上昇中の
注目品種

人気ブランドの
有機米

あっさりとしながら
味わい深く、
和食に最適

貴 重

コシヒカリと
人気を二分！

秋田県大潟村から
お届け

注目品種を
産地限定でお届け

環境に恵まれた
おきたま興農舎限定

粘り、甘みの
バランスが良い
北海道米

人気上昇中

注目品種

定期お届け
登録なら

 選んだ頻度
　　　　　
　　　 で
自動的に届く
ので便利

毎週 隔週
1/4週

 お届けごとに
　　  　    の
いずれかが
付いてお得！

米 全国のこだわり生産者からお届け。

■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。

                      
   有機秋田ササニシキ            
 1162     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          

 1163      胚芽米  5kg    3,550円    （税込3,834円）          

 1164     玄米 5kg    3,300円    （税込3,564円）                                                                             
 さっぱりぱらりのササニシキ、味わい深く、和のおかずを
ひき立てるお米です。            λ有機／浅野 雄祐グループ、他
／秋田県     

   有機茨城ミルキークイーン            
 1165     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          

 1166     七分 5kg    3,500円    （税込3,780円）          

 1167     玄米 5kg    3,300円    （税込3,564円）                                                                             
 冷めてもおいしいミルキークイーン。もちもちの食感が
お子さんにも大人気。お弁当におすすめです。            λ有機／
篠田 要／茨城県     

   有機宮城つや姫            
 1159     白米 2kg    1,380円    （税込1,490円）          

 1160      胚芽米  2kg    1,430円    （税込1,544円）          

 1161     玄米 2kg    1,280円    （税込1,382円）                                                                             
 つやも良く、甘くおいしいと人気のつや姫。ラムサール条約に認定されている蕪栗沼のすぐそば
で米作りをしている蕪栗米生産組合からお届けします。            λ有機／蕪栗米生産組合、他／宮城県     

   有機水郷あやめの里コシヒカリ            
 1168     白米 5kg    3,330円    （税込3,596円）          

 1169     七分 5kg    3,330円    （税込3,596円）          

 1170     玄米 5kg    3,130円    （税込3,380円）                                                                             
 唐辛子を使った防虫対策、おいしさUPのため海水を使
うなど、工夫を凝らした栽培に取り組んでいます。100
年続くベテラン米農家の篠田さんからお届けします。
            λ有機／篠田 要／茨城県     

   有機北海道ななつぼし            
 1171     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          
 1172     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。    〔1172〕※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     

   有機北海道ゆめぴりか            
 1173     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          
 1174     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、他／北海道     

   高知コシヒカリ            
 1175     白米 5kg    3,580円    （税込3,866円）          

 1176     七分 5kg    3,580円    （税込3,866円）          

 1177     玄米 5kg    3,450円    （税込3,726円）                                                                             
 太平洋を望む温暖な気候に恵まれ、若手生産者がこだ
わりを持って作ったお米です。            λ無／高生連／高知県     

                         高知コシヒカリ            
 1181    無洗米    白米 5kg    2,800円    （税込3,024円）          

 1182     七分 5kg    2,750円    （税込2,970円）                                                                                                   
 物部川水域の山間部から流れ出る水。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     

   やまろくコシヒカリ            
 1178     白米 5kg    2,380円    （税込2,570円）          

 1179     七分 5kg    2,380円    （税込2,570円）          

 1180     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     

   水郷あやめの里コシヒカリ            
 1186     白米 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1187     七分 5kg    2,450円    （税込2,646円）          
 1188     玄米 5kg    2,250円    （税込2,430円）                                                                             
 利根川の豊富な水量と温暖な気候を生かして、いち早
く新米が収穫できます。今年も良いお米ができました。
            λ減／佐原自然農法研究会／千葉県     

   高知ミルキークイーン            
 1189     白米 5kg    2,800円    （税込3,024円）          

 1190     七分 5kg    2,800円    （税込3,024円）          

 1191     玄米 5kg    2,600円    （税込2,808円）                                                                             
 もちもち食感が特徴の人気銘柄米を、南国高知県から新
米でお届けします。            λ減／高生連（武市忠雄）／高知県     

   雪室氷温熟成® 宮城ササニシキ            
 1183     白米 5kg    2,980円    （税込3,218円）          

 1184     七分 5kg    2,980円    （税込3,218円）          

 1185     玄米 5kg    2,880円    （税込3,110円）                                                                             
 天然の雪を使った雪室貯蔵と-2℃で氷温熟成加工をし
た特別なお米。ササニシキが夏でもおいしく食べられま
す。            λ減／ライスネット仙台／宮城県     

各

白 米

5kg

3,300円（税込3,564円） 0000 毎週週毎 209203 隔週週隔 209204 ¼週週¼  209205

胚芽米 3,340円（税込3,607円） 0000 毎週週毎 209206 隔週週隔 209207 ¼週週¼  209208

 玄 米 3,020円（税込3,262円） 0000 毎週週毎 209209 隔週週隔 219210 ¼週週¼  219211

ご好評につき、ご注文・新規のご登録は終了しました。

今週の米（減）

今週の米（有機・無）

11140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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生産者の篠田要さん

の産地

ほっと
Story
篠田 要

（茨城県河内町）

お子さんのお弁当にも
おすすめの品種です

お子さんも喜ぶ甘みともちもち感。
人気上昇中の「ミルキークイーン」！
茨城県は利根川のすぐ隣で米の栽培してい
る篠田要さんより、「ミルキークイーン」をお
届けします。篠田さんは、自家製の資材を使って虫や病気の対策、
食味の向上に取り組んでいる有機農家です。「ミルキークイーン」は
最近ファンも多く、その一番の特徴は冷めても際立つ米の粘りと甘
みのある味わい。以前、品種の食べ比べ会を開催した際、お子さん
からも特に人気がありました。感想で多かったのは、もちもちした食
感と米の甘みがおいしいという声。また、ご自宅に古米が残っている
ようなら、少しだけ「ミルキークイーン」を混ぜて炊くと、古米をお
いしくいただけるので、ぜひお試しください。
 農産担当：大熊 俊之

雑穀類
豆類

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない原料を使用

国産契約栽培を優先

海外産の場合は
オーガニックを使用

                      

イメージイメージ

有機栽培の玄米を原料にした発芽玄米。有機栽培の玄米を原料にした発芽玄米。
白米のようにふっくら炊き上がります白米のようにふっくら炊き上がります

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

1192    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   大地を守る会の発芽玄米  
  600g(120g×5袋)   1,250円  （税込1,350円） 

限定 500

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

1193   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド） 500g  

  500g   2,120円  （税込2,290円） 

イメージイメージ

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

             λ有機／篠田 要／茨城県     

   有機茨城ミルキークイーン            
 1165         白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）      
 1166         七分 5kg    3,500円    （税込3,780円）      
 1167         玄米 5kg    3,300円    （税込3,564円）                                                              まめ、ごま、わかめ、やさい、さかな、しいた

け、いもに、9種類の国産雑穀をブレンド。
白米2～3合に1袋を混ぜて炊くだけ。            λベ
ストアメニティ（福岡県久留米市）    θ大豆 

1194        
     まごわやさしい 十六栄養米  

  30g×6袋   759円  （税込820円） 

イメージイメージ

 もちもち、ぷちぷちの
食感が特徴。水溶性
食物繊維「大麦β-グ
ルカン」を含みます。
    ※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）     

1195        
     国産有機皮付もち麦  

  250g   980円  （税込1,058円） 

 小粒でもふっくら、味の良いハトムギ・北のはと。白米と
一緒に炊く他、ゆでてサラダに加えても。    ※白米1合に
対して10gを目安に一緒にとぎ、1時間以上水に浸して
から炊き上げてください。        λ国産生薬（北海道名寄市）     

1196        
     ハトムギ（北のはと）粒 200g  

  200g   1,700円  （税込1,836円） 

イメージイメージ

冷凍野菜
水煮など

原料は国産を原則とし、
国内工場で製造

海外製品はオーガニック

国産契約栽培野菜を優先

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない野菜を使用

                      

1197    ττ       
  $$   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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1198    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍ブロッコリー（バラ凍結）  

  200g   461円  （税込498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

1199    ττ   NN 10/9お届け週10/9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

 とうもろこしは北海
道の生産者のものを
使用。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。            λフルーツ
バスケット（静岡県函
南町）     

1200    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     冷凍裏ごしコーン  

  150g   190円  （税込205円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1201    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   冷凍有機いんげん  

  200g   454円  （税込490円） 
 北海道産の有機いんげんを、さっとゆで
て急速冷凍。おひたしや和え物には、自
然解凍してご利用ください。            λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

限定 1000

1202    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     西から応援 冷凍小松菜  

  250g   388円  （税込419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）     

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

1203    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     おきたま興農舎の冷凍枝豆  

  250g   684円  （税込739円） 

限定 500
イメージイメージ

 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 

1204    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   大豆の水煮  

  150g   359円  （税込388円） 

限定 1000

 やわらかな食感なが
ら、しっかりとした歯
ごたえの穂先を収穫
し、鮮度の良いうちに
地下水で水煮加工し
ました。            λ大一食品
工業（福岡県八女市）
  δお届け後30日保証   

1206    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     むかし竹の子（水煮）   

  200g   600円  （税込648円） 

イメージイメージ

1205    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     きざみ たけのこ水煮  

  120g   341円  （税込368円） 

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

限定 1000

チンジャオロウスー、春巻きなどにチンジャオロウスー、春巻きなどに

1207    ττ   NN 10/16お届け週10/16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）     

ヨーグルトのトッピングにしてもヨーグルトのトッピングにしても

1208    ττ   NN 10/9お届け週10/9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

1209    υυ   NN 10/16お届け週10/16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

1210    υυ   NN 10/16お届け週10/16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

12 140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

ほっと
Story

の産地

ウインナークラブ
（徳島県石井町）

おいしいハム・ソーセージは、健康な豚の飼育から
ウインナークラブは、養豚から加工品の製造まで自社グループで一貫し
ています。阿讃（讃岐）山脈の中腹、標高約450mの自然豊かな農場で、
中ヨークシャー種を交配したオリジナル品種「阿波美豚（あわびとん）」
を飼育。きめ細かい肉質と脂身が自慢の、おいしい豚肉です。国内食品
工場の副産物を飼料の一部にし、食料自給率向上に向けた取り組みも
行っています。ウインナークラブのハム・ソーセージは、この阿波美豚だ
けを原料にし、発色剤・保存料などの食品添加物は一切不使用。豚肉
本来のうまみを生かしています。 畜産担当：大澤 創介

獣医師でもある、近藤保臣農場長。
愛情を持って育てています

 皮がなくやわらか。香辛料控えめで、小
さなお子さんも食べやすいウインナー
です。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
  δお届け後3日保証   

1217    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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   

1216    υυ   NN 10/16お届け週10/16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   

1211    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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   

1218    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     徳島の阿波美豚 プレーンウインナー  

  120g   422円  （税込456円） 

 自社農場のこだわり豚肉を、粗挽き黒こ
しょうでスパイシー風味に。ビールがす
すみます。            λウインナークラブ（徳島県
石井町）  δお届け後7日保証   

1225    υυ       
     徳島の阿波美豚 ペッパーソーセージ  

  120g   503円  （税込543円） 

ハム・
ソーセージ

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

ハム・ソーセージ：
原料肉はすべて国産

                      
新商品

イメージイメージ

養豚から加工品の製造まで一貫
して自社グループで行う、ウイン
ナークラブから。きめ細かい肉質
と甘みのある脂身を持つ阿波美
豚の粗挽き肉に、塩、玉ねぎ、
香辛料などを加えました。生なら
ではの、フレッシュでジューシー
な味わいをお楽しみください。

         ■原材料／豚肉（徳島県産）、豚脂肪（徳
島県産）、玉ねぎ、牛乳、卵、食塩、香辛
料    λウインナークラブ（徳島県石井町）
    θ卵・乳 

1001    ττ   NN 10/16お届け週    
     徳島の阿波美豚 生ソーセージ  

  150g   420円  （税込454円） 

新鮮でうまみのある肉だから
存在感も満足感も主役級

 長期熟成させ、じっくりスモーク。2016
年にIFFA（ドイツ国際コンテスト）で金
賞を受賞したファインから。            λファイン
（山形県高畠町）  δお届け後7日保証   

1212    υυ       
     世界が認めたファインのベーコンブロック  

  200g   990円  （税込1,069円） 
 長い時間をかけて熟成、スモークし、豚肉のう
まみを充分に引き出したショルダーベーコンで
す。    ※3週に1回の取り扱いです。        λ益子手づく
りハム工房（栃木県益子町）  δお届け後6日保証   

1213    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     厚切りショルダーベーコン（益子手づくりハム工房）  

  80g   436円  （税込471円） 

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

1214    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 
 10～12日間熟成させてうまみを引き出
した豚肉を、12時間かけて低温でじっ
くりスモーク。            λ益子手づくりハム工房
（栃木県益子町）  δお届け後6日保証   

1215    υυ       
     カタロースハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   453円  （税込489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   

1219    υυ   NN 10/9お届け週10/9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   

1220    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

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

1221    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ポークソーセージ（中津）  

  180g   570円  （税込616円） 

イメージイメージ

1222    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     世界が認めたファインのジャパンソーセージ  

  150g   710円  （税込767円） 

 こだわりの醤油で「ジャ
パン」な味わい。2016
年にIFFA（ドイツ国際
コンテスト）で金賞を
受賞したファインから。
            λファイン（山形県高
畠町）  δお届け後7日
保証  θ小麦・大豆 

こだわり醤油で仕上げた和の風味こだわり醤油で仕上げた和の風味

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

1224    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     北海道放牧豚ボロニアミニソーセージ  

  180g   778円  （税込840円） 

イメージイメージ

1223    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     北海道放牧豚ベーコンスライス  

  70g   380円  （税込410円） 

 甘みのある脂身が特徴の北海
道放牧豚のバラ肉を、海の精の
粗塩、和三盆糖、香辛料のみで
味付け。    ※甘みのある脂身が特
徴です。一部脂身の多い製品も
ありますが、脂身も含めて放牧豚
をご堪能ください。        λファーマー
ズファクトリー（北海道恵庭市）     

北海道の広大な大地が育んだうまみ北海道の広大な大地が育んだうまみ

 牛肉と自社農場で健康に育った豚肉を
使った生タイプのハンバーグ。ご家庭で
焼いてどうぞ。            λ中津ミート（神奈川県
愛川町）    θ小麦・卵・乳 

1226    ττ       
     徳用 中津ミートの合挽生ハンバーグ  
  200g（100g×2コ）×4パック   1,625円  （税込1,755円） 

イメージイメージ

1227    ττ   NN 10/16お届け週10/16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   

1228    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     徳島の阿波美豚 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）     

1229    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     冷凍とりあえずの豚肉セット  
  100g×3パック   736円  （税込795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   

1230    υυ       
     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 

1231    υυ       
     徳用 ロース豚漬（味噌漬）（中津）  
  300g(3枚)   1,020円  （税込1,102円） 
 やわらかな豚ロース肉を、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。お
得な徳用規格です。            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 

 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 

1232    ττ   NN 10/16お届け週10/16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） 
 無投薬、非遺伝子組み換え飼料で育てた
若鶏のムネ肉を、特製ダレに漬け込みま
した。野菜と炒め合わせても。            λ秋川牧
園（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1233    ττ       
     フライパンで簡単 若鶏生姜焼き用  

  200g   444円  （税込480円） 

イメージイメージイメージイメージ イメージイメージ イメージイメージ

セットもの・簡単調理

13140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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 豚挽肉をバラ凍結させて、チャック付きの袋に入れました。使
いたい分だけ取り出せて便利。          直径約3mm  λ仙台黒豚会（宮
城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

1275    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     冷凍豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

1250    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週        
     徳用徳用合挽合挽（短角牛：豚＝1：1）（短角牛：豚＝1：1）・300g・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   

1259    υυ       
     豚カタロースしょうが焼用（200g）  

  200g   593円  （税込640円） 
           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   

1246    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     短角牛小間切  

  150g   1,089円  （税込1,176円） 
           約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会（岩
手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1235    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     冷凍短角牛切落し  

  150g   1,202円  （税込1,298円） 
           約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会（岩
手県久慈市）  δお届け後60日保証   

1252    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     豚バラスライス  

  200g   560円  （税込605円） 
           約3mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市
他）  εお届け後2日保証   

毎週 9054

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

                      

1234    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     短角牛牛丼用うす切り  

  180g   1,434円  （税込1,549円） 
 バラ肉、モモ肉を薄くスライス。赤身と脂
身のバランスが良く、食感もやわらか。牛
脂付。          約1.8mm厚  λ山形村短角牛肥育
部会（岩手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1236    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     短角牛モモスライス  

  180g   1,458円  （税込1,575円） 
 脂身が少なくてヘルシー。細切りにして
炒めるならこれがおすすめです。牛脂付。
          約3mm厚  λ山形村短角牛肥育部会（岩
手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1237    υυ   NN 10/16お届け週10/16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   

1238    ττ       
     冷凍短角牛豚お試し用盛合せ  

  160g   912円  （税込985円） 
 赤身がおいしい山形村短角牛と脂身までおいしい
仙台黒豚会の豚肉が一度に楽しめます。        ■セット内
容／牛モモスライス・豚バラスライス各80g   約3mm
厚  λ山形村短角牛肥育部会・仙台黒豚会（岩手県
久慈市・宮城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

1239    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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 10/16お届け週10/16お届け週    
     短角牛バラしゃぶしゃぶ用  

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

1241    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     短角牛モモサイコロステーキ用  

  180g   1,572円  （税込1,698円） 

 脂身が少なめで、うま
みが濃いモモ。お子
さんでも食べやすい
です。牛脂付。          20～
25mm角  λ山形村短
角牛肥育部会（岩手
県久慈市）  εお届け
後2日保証   

にんにくをたっぷり添えて召し上がれにんにくをたっぷり添えて召し上がれ

1242    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     短角牛サーロインステーキ用  
  200g(1枚)   2,757円  （税込2,978円） 
 山形村短角牛のうまみを満喫できる最
高級部位。牛脂付。            λ山形村短角牛肥
育部会（岩手県久慈市）  εお届け後2日
保証   

1243    υυ       
     短角牛ヒレステーキ用  
  200g(2枚)   3,235円  （税込3,494円） 
 脂身が少なく、きめ細かでやわらかな部
位。牛脂付。            λ山形村短角牛肥育部会
（岩手県久慈市）  εお届け後2日保証   

限定 250 1244    υυ   NN 10/16お届け週10/16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 10/9お届け週10/9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   

1247    υυ   NN 10/16お届け週10/16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   

1248    ττ   NN 10/16お届け週10/16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   

1249    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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

 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   

1251    ττбб   NN 10/9お届け週10/9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

                      

1253    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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   

1254    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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   

  マーボー
豆腐マーボー豆腐  

  生姜焼き生姜焼き  

にんにくの芽と
にんにくの芽と肉の炒め物肉の炒め物

1275 イメージイメージ

1259 イメージイメージ

1235 イメージイメージ

いつもの料理がこく深く仕上がる、いつもの料理がこく深く仕上がる、
大地宅配の挽肉でピリ辛中華を楽しんで大地宅配の挽肉でピリ辛中華を楽しんで

ごはんをお代わりしたくなる！

牛肉牛肉＆＆豚肉豚肉メニューメニュー
メインおかずにぴったりの、牛肉＆豚肉を使った一品。あまりのおいしさに、思わずごはんがすすみます。

しっかり食べたいときの定番おかず。しっかり食べたいときの定番おかず。
さわやかな生姜の風味がアクセントさわやかな生姜の風味がアクセント

にんにくの芽でスタミナチャージ！にんにくの芽でスタミナチャージ！
手早く炒めれば、食感よく仕上がります手早く炒めれば、食感よく仕上がります

14 140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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1255    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豚ローススライス  

  200g   611円  （税込660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   

1256    ττ       
     冷凍少量パックセット豚ローススライス  
  100g×3パック   999円  （税込1,079円） 
 仙台黒豚会のロース肉を約3mm厚でスラ
イスし、100gずつ冷凍。ちょっとした一品
にぱっと使えます。          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   

1257    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     徳用豚丼用うす切り  

  400g   988円  （税込1,067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   

1258    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     豚ロースしょうが焼用（200g）  

  200g   629円  （税込679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   

1260    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（2枚）  

  200g(2枚)   629円  （税込679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   

1261    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豚ロースソテー・トンカツ用（3枚）  

  300g(3枚)   917円  （税込990円） 
 赤身と脂身のバランスが、ソテーやトンカ
ツにぴったり。          約15mm厚  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1262    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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

1263    ττ       
     冷凍豚カタロースしゃぶしゃぶ用  

  200g   593円  （税込640円） 
 ロースより少し脂身が多め。こくがあり
ロースと同様に使えます。          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   

1264    ττ       
     冷凍豚しゃぶしゃぶ用切落し  

  200g   490円  （税込529円） 
 うまみの濃さが魅力の豚のウデ部分をスライ
スしました。しゃぶしゃぶの他、うどんやサラ
ダのトッピングにも。          約1.8mm厚  λ仙台黒
豚会（宮城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

1266    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     豚モモブロック  

  400g   944円  （税込1,020円） 
 煮込んだり、好みの厚さに切り、カツやソ
テーにしてどうぞ。            λ仙台黒豚会（宮城
県大崎市他）  εお届け後2日保証   

イメージイメージ

1265    υυ   NN 10/16お届け週10/16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   

角煮にしてとろけるような食感を堪能角煮にしてとろけるような食感を堪能

イメージイメージ

1267    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     冷凍豚スペアリブ  

  400g   1,017円  （税込1,098円） 

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

こんがり焼いて、豪快にガブリ！こんがり焼いて、豪快にガブリ！

1268    ττ       
     冷凍豚トントロ  

  200g   579円  （税込625円） 
 首からホホにかけての貴重な部位。塩・
こしょうでシンプルに焼いてどうぞ。          約
5mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎市
他）  δお届け後60日保証   

1269    ττ   NN 10/9お届け週10/9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   

1270    ττ       
     北海道放牧豚カタロース生姜焼き用  

  170g   646円  （税込698円） 
 北海道で育った放牧豚のカタロース肉を
約2.5mmにスライス。生姜焼きや豚丼な
どにぴったりです。          約2.5mm厚  λ希望農
場（北海道厚真町）  δお届け後60日保証   

1271    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豚小間切  

  200g   462円  （税込499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

イメージイメージ

1272    ττ   NN 10/9お届け週10/9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   

「買い忘れ」や「もう一品」に大活躍「買い忘れ」や「もう一品」に大活躍

1273    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豚挽肉  

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

毎週 9057

イメージイメージ

1274    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     豚粗挽肉  

  200g   423円  （税込457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   

お弁当や常備におすすめのそぼろにしてお弁当や常備におすすめのそぼろにして 鶏肉

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

                      

1276    ττбб   NN 10/9お届け週10/9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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1277    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     鶏ムネ肉（まほろば）  

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

1278    ττ       
     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）     

1279    ττ       
     鶏手羽元・バラ凍結（まほろば）  

  300g   452円  （税込488円） 
 骨付き手羽で肉の割合が多い部位。煮
物やフライドチキンに。            λまほろばライ
ブファーム（山形県高畠町）     

1280    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     徳用鶏手羽ミックス・バラ凍結（まほろば）  

  800g   1,109円  （税込1,198円） 
 うれしい鶏手羽の徳用サイズ。使いやす
いバラ凍結にしました。            λまほろばライ
ブファーム（山形県高畠町）     

1281    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     うまか赤鶏ムネ肉  

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

1282    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     鶏モモ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

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

1283    ττ       
     徳用鶏モモ肉唐揚用バラ凍結（まほろば）  

  500g   1,180円  （税込1,274円） 
 1コ約30gにカットしたモモ肉が、約15コ
とたっぷり。ぷりっとジューシーです。            λま
ほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1284    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     うまか赤鶏モモ唐揚用・バラ凍結  

  300g   899円  （税込971円） 
 広い鶏舎でよく運動させてじっくり育て
た赤鶏。締まった身と濃いうまみが特徴
です。            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1285    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     鶏挽肉・バラ凍結（まほろば）  

  400g   862円  （税込931円） 
 人気のまほろばライブファームの鶏挽肉
のバラ凍結。チャック付きの袋で、保存に
も便利。          直径約3mm  λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

1286    ττ       
     地鶏・北浦シャモ骨付ぶつ切り  

  300g   907円  （税込980円） 
 モモ肉とムネ肉を骨付きでお届け。弾力
があり、歯ごたえのある肉質。煮物や鍋
で、うまみを楽しんで。            λ北浦シャモ農場
（茨城県行方市）     

15140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 3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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青
青　

果　

果
米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_140_p15M_04.indd   15 2017/09/11   12:16:44



大地の大地の
                      

 北海道産の秋鮭のなかでも、脂のり、身質を吟味した
最上ランク「三特」の雄鮭のみを厳選。塩をしていな
いのでシンプルな料理でどうぞ。  お届け時期注意10
／16～27に通常配送でお届けおよびご請求します。
  ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は欠品となり
ます。※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／北海道
    λ札幌中一（北海道札幌市）  εお届け後3日保証   

1297    υυ       
          予約予約 今が食べ旬 今が食べ旬（どき）（どき）・鮮魚 北海道産 秋鮭切身・鮮魚 北海道産 秋鮭切身    

  210g(3切)   678円  （税込732円） 

 北海道網走産雄鮭を西京味噌に漬け
込み、焼き上げた一品。温め直すだけな
ので、焦がす心配がありません。        ■漁場
／北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証  θ大豆 

1349    ττ       
     秋鮭西京焼き  

  100g(2切)   490円  （税込529円） 

国産の水産物を優先

酸化・退色防止等の
薬剤不使用が原則
塩素系殺菌剤
不使用が原則

刺身・切身
エビ・カニ・貝

                      

イメージイメージ

1287    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     直送 今が食べ旬（どき）・鮮魚 厚

あっけし

岸のさんま（10尾）  
  10尾   3,500円  （税込3,780円） 

 北海道厚岸で獲れた、旬の
生サンマを産地直送で。  お
届け時期注意 お届け予定
日10／7（土）着のヤマトク
ール便（冷蔵）でお届けしま
す。  ※時化（しけ）等により水
揚げがない場合は、代用（北
海道産）または欠品となりま
す。    ■漁場／厚岸沖    λ札幌
中一（北海道札幌市）  εお
届け後3日保証［生食可］   

刺身で食べられる産地直送の生サンマ刺身で食べられる産地直送の生サンマ

 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］   

1288    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   地あじ刺身用  

  200g   640円  （税込691円） 

イメージイメージ

 三陸沖で獲れたトロカツオを、土佐伝統の強火のわ
ら焼きで、いぶし焼きにしました。少量ずつの個包装
もうれしい。        ■漁場／太平洋    λ土佐佐賀産直出荷
組合（高知県黒潮町）  δお届け後20日保証［生食可］   

1289    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     土佐わら焼きかつおたたき  
  160g(2パック)   895円  （税込967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］   

1290    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     天然南まぐろ切落し（刺身用）  

  70g   648円  （税込700円） 

1291    ττ       
     大功丸のめばちまぐろ中トロ（刺身用）  

  130g   1,500円  （税込1,620円） 
 メバチマグロの脂身（中トロ）部位。刺身や
トロ丼にして。    ※量目を150gから変更しま
す。    ■漁場／太平洋    λ村田漁業（宮城県
気仙沼市）  δお届け後10日保証［生食可］   

イメージイメージ

 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］   

1292    ττ   NN 10/9お届け週10/9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

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

1293    ττбб   NN 10/9お届け週10/9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

 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 

1295    ττ       
     ゴマあじ（真あじゴマだれ漬け）  

  90g   528円  （税込570円） 

限定 1000

 船内で凍結した鮮度抜群のビンチョウマグロを、醤油
ベースの特製ダレで漬け込みました。袋のまま流水解
凍してごはんにのせてどうぞ。            λマストミ（徳島県徳
島市）  δお届け後15日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1296    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     まぐろ漬け丼用（びん長）  
  80g（固形量60g）×2パック   640円  （税込691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   

1298    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   591円  （税込638円） 
 雄鮭のみを使用しているため、身の締まりが良く、
鮭本来のうまみがしっかり味わえます。小さめサイ
ズだからお弁当のおかずに便利です。        ■漁場／北
海道    λ魚中（東京都足立区）  δお届け後45日保証   

1299    ττ       
     お弁当用・北海道産生鮭切身  

  150g(5切)   500円  （税込540円） 
 鮭のなかでも3.5kg以上の大型の雄鮭を
厳選し、塩辛さを感じさせない甘口に仕
上げました。        ■漁場／知床    λ知床ジャニ
ー（北海道斜里町）  δお届け後45日保証   

1300    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     知床産 うす塩味鮭切身  

  160g(2切)   628円  （税込678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   

1302    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     あじフィーレ（加熱用）  
  150g(11枚以上)   402円  （税込434円） 

イメージイメージ

1303    ττ       
     もったいナイ魚・さばの一口切身  
  220g(8切以上)   380円  （税込410円） 

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

調理しやすく食べやすい一口サイズ調理しやすく食べやすい一口サイズ

イメージイメージ

1304    υυ       
     予約 今が食べ旬（どき）・鮮魚 厚

あっけし

岸のさんま（加熱用）  
  3尾   800円  （税込864円） 

 厚岸沖でたっぷりとエサを食べ
て太ったサンマを鮮魚でお届け
します。脂のりと味の濃さの違
いをご堪能ください。  お届け時
期注意10／16～27に通常配
送でお届けおよびご請求しま
す。  ※時化（しけ）等により水揚
げがない場合は、代用（北海道
産）または欠品となります。※10
月頃までの取り扱い予定。    ■漁
場／厚岸沖    λ札幌中一（北海
道札幌市）  εお届け後3日保証   

シンプルな塩焼きで旬の味覚を堪能シンプルな塩焼きで旬の味覚を堪能

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

1305    ττ   NN 10/16お届け週10/16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） 

イメージイメージ

イメージイメージ

刺身

切身

今が食べどき！ 秋鮭の旬が到来。今が食べどき！ 秋鮭の旬が到来。
自慢の北海道産天然鮭をお届けします自慢の北海道産天然鮭をお届けします

今週の目利きお墨付きは…今週の目利きお墨付きは…

今が食べどき！ 今が食べどき！ 
北海道産 秋鮭北海道産 秋鮭

今が旬の秋鮭は、北の海に鍛えられた天然ものです
昨年の北海道の秋鮭漁は、台風が相次いで襲来し、水揚げも少なく厳
しい年になってしまいました。さて、今年こそは！ と期待していたので
すが、予想ではなかなか厳しいといわれています。しかし、北の海で元
気に育って前浜に帰ってきた旬の秋鮭には、ア
ラスカやロシア、チリなどから輸入されてくる冷
凍品や養殖ものにはない素材の魅力がありま
す。それは、秋鮭特有のうまみです。

天然の秋鮭特有の風味が、じつにうまいんです
天然の鮭は、養殖もののそれに比べて、脂はそれほどのっていません。
しかし、くせのないさっぱりした味に、滋味あふれる自然な風味が感じ
られます。かみしめるほどににじみ出るうまみが季節のおいしさなん
です。ムニエルやバター焼き、ホイル焼き、フライなど油を使った料理
にすると、天然鮭本来の持ち味は、さらに引き立ちます。生切身は北
海道風に「ちゃんちゃん焼き」にするのもおすすめです。味噌とバター
を入れるのも、ご当地の食べ方で、特にバターで油分を補いつつ、こく
を出すのがおすすめです。季節の味をぜひ家族でどうぞ！

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

こちらもどうぞ

秋鮭のうまみと秋鮭のうまみと
上品な漬床が美味上品な漬床が美味

16 140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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 お弁当にぴったりのサイズの天然ブリで
す。塩焼き、フライなどに。        ■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   

1308    ττ       
     お弁当用天然ぶり切身  
  200g（6切以上）   535円  （税込578円） 

 小ぶりでやわらかなヤリイカをリングカッ
トしました。煮物やフライ、パスタなどに。
        ■漁場／千葉県    λ千葉県漁業協同組合連
合会（千葉県千葉市）  δお届け後60日保証   

1311    ττ       
     銚子産やりいかリング  

  180g   540円  （税込583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 

1312    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   1,040円  （税込1,122円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

新商品

ロシア産塩タラコを、こだわりの
特製調味液に漬け込みました。魚
卵商品には亜硝酸ナトリウムで鮮
度や色を保つものもありますが、
本品はその他の添加物も含めて
不使用。程よい辛みにごはんがす
すみます。

         ■原材料／塩タラコ（ロシア産）、清酒、みりん、魚介
エキス（サバを含む）、醤油（大豆・小麦を含む）、利尻
昆布、唐辛子■原産国／ロシア    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 

1003    ττ       
     辛子明太子  

  60g   650円  （税込702円） 

味わい深く程よい辛み。
食品添加物は不使用です

 Ｌサイズよりさらに大きいサイズ。ぷりぷりとした食感が楽しめ
ます。天ぷらなどにおすすめ。    ※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 

1313    ττ       
     エコシュリンプ特大  

  200g   1,370円  （税込1,479円） 

イメージイメージ

1315    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     たかえびむき身（加熱用）  

  150g   603円  （税込651円） 

 新鮮なタカエビを素早
くむき身にして冷凍し
ました。バラ凍結で使
いやすいです。        ■漁場
／鹿児島県阿久根沖
    λ中野水産（鹿児島
県阿久根市）  δお届
け後45日保証  θえび 

炒め物にぴったりのぷりぷり食感炒め物にぴったりのぷりぷり食感

 尾だけ残し、腹部に切れめを入れたエコシュリンプ。バラ凍
結で、便利です。    ※売り上げ金のうち8円は、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てます。    ■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 

1314    ττ       
     下処理済エコシュリンプ（Ｍ）  
  160g(11尾以上)   988円  （税込1,066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 

1316    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594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   

1317    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646円） 

新商品

米や大豆が豊富に育ち、適度な降
雪と寒さもある新潟県では、発酵
食が食文化として受け継がれていま
す。本品は新潟県産の魚介を発酵
文化を生かして作った「海鮮珍味」
です。糀のほんのりとした甘みにだ
し入り醤油ダレが加わり、魚介のう
まみを一層引き立てています。

         ■原材料／アカモク（新潟県産）、マダイ（新潟県産）、スルメイカ（日本海産）、
米糀タレ（米糀、食塩）、甘エビ（新潟県産）、サザエ（新潟県産）、醤油、米発酵
調味料、粗糖、有機唐辛子、昆布【原材料の一部に大豆、小麦を含む】    λまえた
（新潟県新潟市）  δお届け後30日保証［生食可］  θえび・小麦・大豆 

1004    ττ       
     新潟の海鮮お宝漬け  

  140g   875円  （税込945円） 

新潟県産の海の恵みを
発酵させた「海鮮珍味」

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

1318    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     宍道湖のしじみ（冷凍ツインパック）  

  80g×2パック   495円  （税込535円） 

1294    ττ     
  $$   こはだ酢じめ  
  100g   354円  （税込382円） 

               δお届け後45日保証［生食可］   

1307    ττ      
     カラスかれい切身  
  140g(2切)   548円  （税込592円） 
               δお届け後30日保証   

1301    ττ     
     めぬけ切身  
  160g(2切)   428円  （税込462円） 
               δお届け後30日保証   

1309    ττ      
     気仙沼めかじき切身  
  140g(2切)   554円  （税込598円） 
               δお届け後15日保証   

1306    ττ      
     子持浅羽かれい  
  240g(2切)   589円  （税込636円） 
               δお届け後45日保証   

1310    ττ      
     いか短冊（天ぷら・炒めもの用）  
  200g   505円  （税込545円） 

                  

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

すべて国内工場で製造

干物・漬込魚
簡単調理

                      

 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   

1319    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     真あじ天日干し（島源）  

  210g(3枚)   598円  （税込646円） 
 新鮮な天然真アジを加工。程よく脂が
のり、甘みがあります。        ■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   

1320    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     旬の水揚げ 長崎産真あじの開き（5枚）  

  400g(5枚)   728円  （税込786円） 
 一晩塩分を浸透させた、脂のり抜群のノ
ルウェー産サバを干物に。身はふっくら、
箸を入れるとしっとり。        ■原産国／ノル
ウェー    λまえた（新潟県新潟市）     

1322    ττ       
     さば干物  

  130g(3切)   480円  （税込518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   

1323    ττ       
     北海道産 開きほっけ  

  320g(2枚)   820円  （税込886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   

1324    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     のどぐろ開き（中）  
  200g(2枚)   1,259円  （税込1,360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   

1325    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     北海道産本ししゃも（メス）  

  10尾   880円  （税込950円） 
 脂がのった銀ダラを、上品な味の西京味噌
に漬け込みました。酒粕の甘みと香りがき
いています。        ■原産国／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1326    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   990円  （税込1,069円） 

1328    ττ       
     八戸前沖さば味噌漬  

  120g(2枚)   518円  （税込559円） 
 青森県八戸で水揚げされた脂のりの良
いブランドサバを味噌漬けにしました。
        ■漁場／青森県八戸    λ一翠（千葉県千
葉市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 北海道近海で水揚げされた真サバを三枚に
おろし、オリーブオイル漬けに。フライパン
で簡単に焼けます。        ■漁場／北海道    λ札幌
中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

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

  150g(3切)   390円  （税込421円） 

イメージイメージ

 新鮮なシイラをフライ用にパン粉付けしました。濃
度の薄い氷温塩水に漬け込むことでやわらかく仕
上げています。        ■漁場／鹿児島県    λ中野水産（鹿
児島県阿久根市）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1331    ττ       
  $$   もったいナイ魚・国産白身フライ  
  240g（6枚以上）   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

 山口県下関漁港で水揚げされたレンコ
ダイに、国産小麦のみを使ったパン粉で
衣付け。夕食やお弁当に。            λ日本マリン
フーズ（山口県下関市）    θ小麦 

1332    ττ       
     フライパンでできる下関産小鯛フライ  
  160g(7切以上)   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

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

1333    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   広島産かきフライ  

  160g(8粒)   575円  （税込621円） 

イメージイメージ

 高知県産の真サバをタレに漬け込み、衣付けしま
した。骨は取り除いていて食べやすく、油で揚げ
るだけで手軽です。            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  θ小麦・大豆 

1334    ττ       
     高知産真さば竜田揚げ  

  150g   490円  （税込529円） 

イメージイメージ

1321    ττ      
     山陰産真あじ開き（大）  
    200g(2枚) 200g(2枚)     500500円円    （（税税込込540540円）円）  
               δお届け後30日保証   

1327    ττ      
     さわら（さごし）西京漬  
  120g(2切)   649円  （税込701円） 
               δお届け後45日保証  θ大豆 

1330    ττ     
     いわしミンチ  
  150g×2パック   616円  （税込665円） 
               δお届け後45日保証   

イメージイメージ

干物

エビ・カニ・貝

漬込魚 簡単調理

17140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 3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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イチオシ
会員さんの
ここが

「和食中心の
わが家の朝食の
必需品です」
朝は和食中心のわが家で
は、これは毎日欠かせませ
ん。子どもも大好きで、親
が食べられないこともある
くらいです。ふっくらとして、
食品添加物なども使ってい
ないやさしい味わいは、他
になかなかありません。

西川 洋子さん 
（40代／会員歴19年）

魚卵・シラス
海藻

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

海藻：すべて国産

                      

 北海道産のスケトウダラの卵で作った塩
タラコ。袋に破れがある切子なので、お買
得です。        ■漁場／北海道    λ西昆（福岡県
古賀市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1335    ττ       
     北海道産塩たらこ切子  

  150g   959円  （税込1,036円） 

1336    υυ       
     予約 生筋子  

  450g   4,680円  （税込5,054円） 
 北海道産の秋鮭の新鮮な生スジコを一腹お届け。自家製イクラ醤油漬けにして、ぜい
たくなイクラ丼に。  お届け時期注意10／16～27に通常配送でお届けおよびご請求し
ます。  ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は欠品となります。※次回取り扱いは来年
９月頃予定。    ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）  εお届け後2日保証［生食可］   

 瀬戸内の新鮮なシラスを水揚げ後すぐ
に薄塩味で仕上げた一貫生産の高品
質シラスです。        ■漁場／愛媛県    λカネモ
（愛媛県松山市）  ［生食可］   

1338    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     釜あげしらす（カネモ）  

  100g   420円  （税込454円） 
 前浜のイワシの稚魚を水揚げ後、すぐに塩ゆ
でして天日干し。程よい塩加減の乾いたタイ
プです。        ■漁場／宇和海    λ無茶々園（愛媛
県西予市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1339    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   577円  （税込623円） 

 荒波にもまれた天然もの。さっと煮ても歯
ごたえの良い食感はそのままです。        ■漁
場／岩手県    λ重茂漁業協同組合（岩手県
宮古市）  δお届け後30日保証［生食可］   

1341    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     重
お も え

茂産 天然わかめ（塩蔵）  
  90g   559円  （税込604円）  やわらかくボイルし、程よい塩味に仕上げ

たシラスを使いやすい小分けパックにし
ました。        ■漁場／愛媛県    λカネモ（愛媛
県松山市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1337    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     釜あげしらすツインパック釜あげしらすツインパック（カネモ）（カネモ）  

  25g×2パック   247円  （税込267円） 

毎週 9060

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1340    υυ      
  $$   普

ふ げ ん

賢わかめ（塩蔵）  
  200g   527円  （税込569円） 

               δお届け後45日保証［生食可］   

魚の惣菜

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

すべて国内工場で製造

                      

 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 

1345    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）130g  
  1尾(130g)   2,480円  （税込2,674円） 

イメージイメージ

 飼料には抗生物質などの薬剤を使っていません。弾力のあ
る身が特徴です。解凍後フライパンで焼いてどうぞ。    ※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 

1346    ττ   NN 10/9お届け週10/9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） 

イメージイメージ1342    ττ     
     沖縄グリーンもずくん  
  100g×2パック   518円  （税込559円） 
               ［生食可］   

1351    ττ       
     真いわしの生姜煮  

  100g（3尾）   398円  （税込430円） 

 山陰沖で漁獲した真
イワシを使用。スチー
ムして余分な脂を落と
しました。解凍してそ
のままどうぞ。            λ小倉
水産食品（鳥取県境
港市）  δお届け後45
日保証  θ小麦・大豆 

生姜をきかせたあっさり味が美味生姜をきかせたあっさり味が美味
 天然ブリの頭とカマを、
食品添加物を使わずに
じっくり炊き上げました。
そのままでも食べられま
す。温めるとなおおいし
い。            λ武田食品冷凍（兵
庫県洲本市）  δお届け後
30日保証  θ小麦・大豆 

1352    υυ       
  $$   天然ぶりのアラ炊き  

  200g   455円  （税込491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］   

1353    ττ       
  $$   北海道産スモークサーモン  

  80g   580円  （税込626円） 

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

1354    ττ       
     まいわしマリネ  

  120g   415円  （税込448円） 

1347    ττ     
  $$   ささエール四万十うなぎ白焼（タレ・山椒付き）135g  
  1尾(135g)   2,000円  （税込2,156円） 
                 θ小麦・大豆 

佃煮・海苔
ふりかけなど

着色料、化学調味料（アミノ酸等）、
酸化防止剤等の食品添加物不使用

国内の水産物を優先

すべて国内工場で製造

                      

1355    υυ       
  $$   わかさぎ甘露煮  

  80g   465円  （税込502円） 

 塘路湖（北海道）産の
ワカサギを天日干し
にした後、焼いて味付
け。口当たりがソフト
な甘露煮です。            λ安
田水産（鳥取県境港
市）  δお届け後30日
保証  θ小麦・大豆 

じっくり手をかけた本格派の甘露煮じっくり手をかけた本格派の甘露煮

1348    ττ     
  $$   鮭焼漬（個包装）  
  120g（2切）   598円  （税込646円） 
                 θ小麦・大豆 

1350    ττ      
     小あじ南蛮漬け  
  180g(固形量140g)   441円  （税込476円） 
               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

 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（東京都中央
区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1356    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 1359    NN 10/9お届け週10/9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） 

 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）     

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

秋の行楽シーズンのおともに秋の行楽シーズンのおともに

1362    NN 10/9お届け週10/9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） 

 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）     

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

お手ごろ価格なのにおいしいと人気お手ごろ価格なのにおいしいと人気

1357        
     京都津乃吉の山椒じゃこ  

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

 口どけ・香り・味わい
で優等を目指した結
果、破れなどの訳あり
となった焼き海苔で
す。            λ成清海苔店（福
岡県柳川市）     

1360        
     成清さんの有明一番摘み 皿垣漁協産焼きずのり  

  全形10枚   598円  （税込646円） 

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

1363    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     成清さんの有明一番摘み 味付おかず海苔  

  8切20枚×6袋   745円  （税込805円） 

 昔ながらの山漬けにした塩鮭を焼きほぐし
ました。添加物を使わずに塩だけでシンプ
ルに味付け。        ■漁場／北海道    λユートピア
知床（北海道斜里町）  δお届け後15日保証   

1364    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     知床産手ほぐし鮭  

  60g   600円  （税込648円） 
 長崎県産ヒジキと国産白ごまに、赤じそ漬
けを加えてさわやかな風味をプラス。しっ
とりタイプです。    ※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）     

1365    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     国産ごまひじきふりかけ  

  45g   474円  （税込512円） 

1358        
     江戸前でぃ 生のり佃煮  

  85g   371円  （税込401円） 
                 θ小麦・大豆 

1361      
     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） 
                  

イメージイメージ

イメージイメージ

骨周りの濃いうまみをご堪能ください骨周りの濃いうまみをご堪能ください

1344    ττ      
     きざみめかぶ  
  50g×4パック50g×4パック      471471円  円  （（税税込込509509円）円） 
               δお届け後45日保証［生食可］   

 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   

1343    ττ       
     味付け焼きたらこ（切子・しお味）  

  120g   645円  （税込697円） 

18 140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

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_140_p18M_04.indd   18 2017/09/11   12:18:24



イチオシ
会員さんの
ここが

「ホワイトソースを
作るときは
ぜひこれで！」
大地宅配の牛乳はどれも
おいしいのですが、ホワイ
トソースにするならこれが
一番！ ミルクの風味が豊
かで、ほんのり甘く、クリー
ミー。もう他の牛乳ではホ
ワイトソースを作りたくな
いくらいです。

鈴木 美佐子さん 
（40代／会員歴9年）

ぜひ
お試しくだ

さい！
今回は社員が、おいしさや原料の良さ、
使い勝手など魅力満載のお気に入り商
品をご紹介します。ぜひお試しください。社員のおすすめ品

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

                      

             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 

1708    NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     きらず揚げ（しお）20g×4パック  

  20g×4パック   262円  （税込283円） 
             λ菌興椎茸協同組合（鳥取県鳥取市）     

1658        
     ぱぱっとしいたけ（乾し原木椎茸チップ）  

  30g   555円  （税込599円） 

             λ飛鳥食品（東京都江戸川区）  δお届け後
60日保証  θえび・小麦・大豆 

1531    ττ       
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  

  480g(30コ)   1,017円  （税込1,098円） 

             λカラミノフーズ（東京都新宿区）     

1545    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週        
     たべる参鶏湯（サムゲタン）スープ  

  300g×2パック   818円  （税込883円）          ■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 

1688    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円） 

             λ丸和油脂（東京都品川区）    θ卵 

1639   б б   NN 10/9お届け週10/9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   368円  （税込397円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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

卵・乳製品

卵：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

毎週 9073

 丹那盆地の新鮮な生乳の風
味を生かすため、ノンホモジ
ナイズで65℃ 30分低温殺
菌しています。    ※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函南
東部農協（静岡県函南町）
  εお届け後6日保証  θ乳 

1370    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳（ノンホモ）  

  1000ml   350円  （税込378円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

毎週 9072

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

1371    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

毎週 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 

1372    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

毎週 9070

 非遺伝子組み換えの飼料を与
え、長野県中部で健康に育った
牛の生乳を、ホモジナイズ、65
℃ 30分で低温殺菌した部分
脱脂乳です。  2点以上注文する
と1点あたり5ポイント付与します。
          λタカハシ乳業（群馬県前橋
市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1373    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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 

1374    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

毎週 9075

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

1375    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   那須のおいしい低温殺菌牛乳  

  1000ml   273円  （税込295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4ポイント付与します。          λ四
日市酪農（三重県菰野町）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1377    υυ   NN 10/9お届け週10/9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 

1378    υυ   NN 10/16お届け週10/16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） 

毎週 9076

 非遺伝子組み換え飼料を与えた乳牛の
生乳を、65℃ 30分で低温殺菌したホモ
ジナイズ牛乳です。風味豊かな味わいが
特徴。            λ飛騨酪農農業協同組合（岐阜
県高山市）  εお届け後4日保証  θ乳 

1376    υυбб   NN 10/9お届け週    
     パスチャライズ飛騨牛乳  

  1000ml   351円  （税込379円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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

1379    υυ   NN 10/9お届け週10/9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） 

1380    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     飛騨のむヨーグルト  

  130ml×3本   484円  （税込523円） 

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

毎週 9078

すっきりとした飲み口ですすっきりとした飲み口です

イメージイメージ

イメージイメージ

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1366    υυбб  NN 10/10/9お届け週お届け週      
     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        
 1367    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1368    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）     

1369    υυбб  NN 10/9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

イメージイメージ

とにかく、もちもちの皮が美味。
豚肉とエビのうまみが詰まったあ
んも絶品です。夏はゆでてぽん酢
で。秋冬は鍋の具や、野菜と一緒
に中華風ブイヨンでスープにすれ
ば主菜にも。

加工食品チーム
小林 和子

2人の子育て奮闘中。夕飯が19時に
食べ始められるよう、加工品を上手に
活用しています。

「これまで食べていたマヨネーズ
と違う！」と衝撃を受けて以来、
欠かせない一品。季節の野菜と
本品で晩酌すると、気付いたらマ
ヨネーズがメインになっていて危
険です……。

販売管理チーム
谷 まりこ

一人暮らし歴10年以上。野菜たっぷ
り、バランス良く、おいしいと思うもの
を食べています。

だしと一緒に味噌汁に
入れると、しいたけのう
まみも加わって◎。ハン
バーグやつくねにもおす
すめです。

濃厚な生クリーム＆
ヨーグルトに、さっぱ
りした国産レモンの風
味がマッチ。半解凍で
食べてみて。

“ボリボリッ”とした食感と
塩加減が好きで、6歳の娘
と私の大好物！ あごを使
うのも良いですね。

疲れたときも、冷凍庫に
あるとほっとします。半
熟の平飼卵を落として、
あつあつで召し上がれ！

もちもちの皮、うまみあふれる具材。
一年を通して大活躍です！

平飼卵の味がしっかりして
まさに卵を食べている感じ！

19140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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1381    υυ       
     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 

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 

1382    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1383    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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 

1384    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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 

1385    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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11日保
証  θ乳 

1386    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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。  2点
以上注文すると1点あたり4
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 

1387    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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 

1388    υυ   NN 10/9お届け週10/9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 

1389    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     木
き す き

次すこやかヨーグルト  
  400g   290円  （税込313円） 

毎週 9088

 福島県産の生乳の風
味が生きたやさしい
酸味。ビフィズス菌
FK120（特保許可菌）
が生きたまま腸内に
届きます。            λ福島乳
業（福島県福島市）
  δお届け後8日保証
  θ乳 

1390    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     【特保】たべるデンマークヨーグルト（加糖）  

  500g   393円  （税込424円） 

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

1391    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト  

  500g   393円  （税込424円） 

1392    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     やさしい甘さ鈴鹿山麓ヨーグルト 加糖6コ  

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

毎週 9087

1393    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     飛騨ノンホモヨーグルト（加糖）3コ  

  90g×3コ   310円  （税込335円） 
 甘みと酸味のバランスが絶妙です。ノンホモならで
はのクリーム状の部分も美味。  2点以上注文すると1
点あたり4ポイント付与します。          λ飛騨酪農農業協同
組合（岐阜県高山市）  δお届け後9日保証  θ乳 

毎週 9084

1394    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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

 奥出雲の牛の生乳を、約2カ月間熟成させた
チーズ。熟成がすすむにつれ味の変化も楽し
め、パンにのせて焼いても美味。            λ木次乳業
（島根県雲南市）  δお届け後60日保証  θ乳 

1395    υυ       
     木
き す き

次の黒胡椒ゴーダチーズ  
  180g   1,000円  （税込1,080円） 

限定 250

 「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 

1396    υυ   NN 10/16お届け週10/16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） 
 北海道十勝産の生乳を100％使用。1枚
当たり直径約60mm、厚さ約3mmにスラ
イスして冷凍しました。            λ花畑牧場（北
海道中札内村）    θ乳 

1397    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     花畑牧場 業務用・冷凍スライスモッツァレラチーズ1kg  

  1kg   2,750円  （税込2,970円） 
 良質な生乳を使用したまろやかな味わい
のブルーチーズ。食べきりやすいハーフ
サイズです。            λ新札幌乳業（北海道札幌
市）  δお届け後20日保証  θ乳 

1398    υυ       
     小林牧場物語 手づくりブルーチーズ95g  

  95g   1,110円  （税込1,199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 

1399    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     とろーりとろけるラクレットチーズ  

  100g   800円  （税込864円） 

限定 300
イメージイメージ

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

1400    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100％  

  35g   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

ジャム：香料、ペクチン等の
食品添加物不使用

バター：原乳は国産生乳が原則

パン：小麦はすべて国産を
使用。イーストフードなどの
食品添加物不使用

パン・ジャム
バターなど

                      

1403   б б   NN 10/9お届け週10/9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

1405   б б   NN 10/9お届け週10/9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

1406   б б   NN 10/9お届け週10/9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

1408   б б   NN 10/9お届け週10/9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

1409   б б   NN 10/9お届け週10/9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

1410        
     ザクセンのぶどう食パン（ノーカット）  

  1コ   410円  （税込443円） 
 ホシノ天然酵母で発酵させた生地と、干
しぶどうの甘みが絶妙。トーストしてど
うぞ。            λザクセン（東京都板橋区）  εお
届け後4日保証  θ小麦 

 ハム、ウインナー、野菜などお好みの具を
はさんでホットドッグをお楽しみくださ
い。            λザクセン（東京都板橋区）  εお届
け後4日保証  θ小麦 

1412        
     ドッグパン  

  3本   274円  （税込296円） 

イメージイメージ

1413        
     徳用・サラのホワイトフランス（8コ）  

  8コ   559円  （税込604円） 
 小麦粉、砂糖、酵母、塩のみのシンプルな
素材から作られたパンは何とでも合わせ
やすいです。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1414        
     かぼちゃのふんわりプチパン  

  4コ   399円  （税込431円） 
 大地を守る会の生産者のかぼちゃを練
り込みました。米粉入りでふんわりもち
もちです。            λサラ秋田白神（東京都八王
子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1415        
  $$   サラの黒ごまチーズパン（4コ）  

  4コ   399円  （税込431円） 
 ふんわりもっちりとした生地に黒ごまがた
っぷり。北海道産チーズをのせて香ばしく
焼き上げました。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

イメージイメージ

     パン屋さんのお楽しみセット  
  1セット   657円  （税込710円） 

毎週お届け登録毎週お届け登録1回のみお届け1回のみお届け
1401

  б б   NN 10/9お届け週10/9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
プチレーズンプチレーズン

プチフランスプチフランス

チョコとくるみのチョコとくるみの
ココアパンココアパン

今週のセット内容
●  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

●  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

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

●  チョコとくるみのココアパン（1コ）：ココ
アが香る生地に、チョコとくるみがマッチ

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週は今週はザクセンザクセン

20 140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 3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

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

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

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

シリアル

 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 

1416        
     サラの国産小麦もちもちピザ台（天然酵母）3枚  

  3枚   369円  （税込399円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1417    NN 10/9お届け週10/9お届け週        
  $$   サラのふぞろいプチパン（10コ）  

  10コ   399円  （税込431円） 

 生地の分割後、形を整
えずに焼いたので少し
お得。小麦粉、砂糖、酵
母、塩で作った、食べ
飽きない味わいです。
            λサラ秋田白神（東京
都八王子市）  εお届け
後3日保証  θ小麦 

限定 2000

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

おやつや軽食にちょうど良いサイズおやつや軽食にちょうど良いサイズ

1418    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   サラのふぞろいプチパン（レーズン）7コ  

  7コ   399円  （税込431円） 
 国産小麦粉、天然酵母、塩のみで作り、レーズ
ンの甘みを生かしました。成形作業を省いた
のでお手ごろな価格です。            λサラ秋田白神（東
京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1419        
     ザクセンのメロンパン（平飼卵使用）3コ  

  3コ   466円  （税込503円） 
 北海道産と九州産の小麦や平飼卵、ホシノ天
然酵母など厳選した素材で作りました。軽く
温めるとおいしさアップ！            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 

1420        
     サラの有機アールグレイ香るイチジクパン（3コ）  

  3コ   409円  （税込442円） 
 有機干しいちじくとアールグレイのふん
わり甘い香りが漂う、しっとりとした食感
のパンです。            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 

1421        
  $$   ハニーブレッド  

  1コ   389円  （税込420円） 
 砂糖を使わず、はちみつだけで甘みを出
したパン。ほんのりとはちみつが香りま
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 

1422    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     トライベッカ・ベーカリーの冷凍ベーグル  

  3コ   549円  （税込593円） 
 本場アメリカ仕込みのベーグル。北海道産小麦「ゆめ
ちから」を使用。自然解凍した後、お好みでトースタ
ーで温めてください。            λトライベッカ・ベーカリー（東
京都稲城市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

限定 1000

1423    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     自然解凍で便利！もちもち手のばしナン  

  210g（3枚）   349円  （税込377円） 
 北海道産小麦の生地を手で伸ばして焼
き上げました。チーズやトマトソースで
ピザ風にしても。            λ大進食品（神奈川県
横浜市）    θ小麦 

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

1424    ττ       
     自然解凍で便利！ママンのふわもちバジルパン  

  140g（4コ）   349円  （税込377円） 

 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 

1425    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     国産はとむぎグラノーラ（プレーン）  

  250g   800円  （税込864円） 

 黒砂糖（マスコバド糖）
とはちみつを加え、香
ばしく焼き上げたグ
ラノーラに、有機レー
ズンをミックスしまし
た。            λノヴァ（埼玉県
北本市）    θ小麦 

1426        
     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） 

1427    υυ   NN 10/9お届け週10/9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 

指定酪農家の生乳のみを使っています指定酪農家の生乳のみを使っています

1428    υυ       
     木
き す き

次バター（無塩）  
  150g   700円  （税込756円） 

 島根県奥出雲で育てた牛の生乳で作っ
た、無塩タイプ。ふわっとした口当たり
と、生乳の風味が特徴。            λ木次乳業（島
根県雲南市）  δお届け後45日保証  θ乳 

限定 300

1430    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   パンの恋人 白いマーガリン  

  180g   270円  （税込292円） 
 非遺伝子組み換えのなたね油を主原料に、静岡
県丹那の全脂粉乳と「海の精」（塩）を使ったこだ
わりの無着色マーガリンです。            λ丸和油脂（東
京都品川区）  δお届け後60日保証  θ乳・大豆 

 無茶々園の甘夏と伊
予柑に、洗双糖を加え
ました。酸味と甘みが
程よい低糖度仕上げ。
            λ無茶々園（愛知県
西予市）     

1431        
     無茶々園の甘夏と伊予柑のマーマレード  

  300g   700円  （税込756円） 

1432    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   ＦＢブルーベリージャム  

  140g   609円  （税込658円） 
 甘酸っぱくてつぶつぶの食感。国産で、
栽培期間中農薬不使用のブルーベリー
とビートグラニュー糖を使用。            λフルー
ツバスケット（静岡県函南町）     

 くせがなく、上品でや
さしい甘さ。透き通っ
た淡い色で、結晶し
にくいのが特徴です。
    ※1歳未満の乳児には
食べさせないでくださ
い。        λ近藤養蜂場（大
分県豊後高田市）     

1434        
     近藤養蜂場の国産アカシア蜂蜜（120g）  

  120g   950円  （税込1,026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）     

1435    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     カンガルー島産オーガニック蜂蜜・450g  

  450g   1,650円  （税込1,782円） 

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

1436    NN 10/9お届け週10/9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・プレーン（無糖）  
  150g   400円  （税込432円） 

                  

2014        
     カンガルー島産オーガニック蜂蜜・220g  
  220g   775円  （税込837円） 

     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2012        
     パイナップルジャム  
  140g   555円  （税込599円） 

                  

2015      
     イタリア産オレンジの有機ハチミツ250g  
  250g   1,089円  （税込1,176円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013      
     ブラウンスイスみるくジャム  
  150g   800円  （税込864円） 

                 θ乳 

2016        
     オーガニックメープルシロップ 475ml  
  475ml   1,950円  （税込2,106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4日保証  θ小麦 

毎週 9096

1404   б б   NN 10/9お届け週10/9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） 

1402   б б   NN 10/9お届け週10/9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） 
   2点以上注文すると1点あたり8ポイント付与します。  ※焼型になたね油を塗
布しています。        λザクセン（東京都板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9099

1407   б б   NN 10/9お届け週10/9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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1411   б б   NN 10/9お届け週10/9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

冷凍パン

バター・ジャムなど

1433        
     ミックスベリージャム  

  140g   501円  （税込541円） 
 有機栽培されたストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ビ
ートグラニュー糖、寒天のみで作りました。果実感が◎。    ※賞
味期限が2017年11月29日までと短めのため、80円（税込）値
引きして販売します。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

限定 50

1429    υυ       
     グラスフェッド 清里キープ農場ジャージーバター（有塩）  

  100g   1,200円  （税込1,296円） 
 八ヶ岳南麓で放牧され、農薬不使用の牧草
で育ったジャージー牛の有機生乳が原料。
コーヒーに入れても。            λタカハシ乳業（群
馬県前橋市）  δお届け後30日保証  θ乳 

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

21140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

 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。    ※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むつみ（東京都八王子市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

 $$  特撰 大地を守る会の豆腐            
 1441    υυб б    木綿   300g   

 198円    （税込214円）   毎週 9104      

 1442    υυб б    絹   300g   

 188円    （税込203円）   毎週 9105                                                                               

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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 

1439    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   276円  （税込298円） 

毎週 9102

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 「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。  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 

1440    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   267円  （税込288円） 

毎週 9103

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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。  ※商品
名を「むつみの絹豆腐（日持ち・小分け）」から
変更しました。※写真と異なるパッケージで
お届けする場合があります。        λむつみ（東京
都八王子市）  δお届け後13日保証  θ大豆 

1448    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$  大地を守る会の日持ち絹豆腐（小分け）  
  150g×3パック   258円  （税込279円） 

毎週 9110

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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   680円  （税込734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
1437

   υυбб   NN 10/9お届け週10/9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。             

1438    υυ       
     西から豆腐大豆製品セットＤ  

  1セット   688円  （税込743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2日保証  θ大豆 

イメージイメージ

大地宅配の

油揚げ定番

※※ 1441が対象が対象

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

                      

1443    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   一日一丁木綿豆腐  

  330g   168円  （税込181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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1444    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   一日一丁絹豆腐  

  330g   168円  （税込181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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1445    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   国産大豆のミニ木綿豆腐ツインパック  

  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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1446    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   国産大豆のミニ絹豆腐ツインパック  
  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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1447    υυ       
     三之助 只

ひたすら

管豆腐（木綿）  
  400g   540円  （税込583円） 

 北海道産の大豆を使用。ほのかな甘み
と、上品できめ細かでとろけるような舌
ざわりです。            λもぎ豆腐店（埼玉県本庄
市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

 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 

1449    υυ       
     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   248円  （税込268円） 

1450    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   国産青大豆100％ざる豆腐  

  300g   388円  （税込419円） 
 大地宅配の青大豆100％。独特の風味
と甘み、ざる豆腐ならではのクリーミー
な食感が味わえます。            λ島田食品（埼玉
県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

 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 

1451    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     むつみの汲み上げゆば  

  130g   298円  （税込322円） 

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 

1452    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1453   б б   NN 10/9お届け週10/9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 

1454    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   大地を守る会の豆乳（国産丸大豆）  
  200ml×3パック   448円  （税込484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。    ※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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1455    υυ   NN 10/9お届け週10/9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。  2点以上注文すると1点あたり4ポイント付与しま
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

1457    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     大豆工房みやの油揚げ  

  2枚   248円  （税込268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。    ※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

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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 

1458    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   369円  （税込399円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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。  2点以上注文すると1点あたり3ポイント付与します。  ※商品名を「島
田さんの絹生揚げ」から変更しました。※写真と異なるパッケージでお届けする
場合があります。        λ島田食品（埼玉県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1460    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   島田さんのふわとろ手揚げ絹生揚げ  

  200g（2コ）   183円  （税込198円） 

毎週 9117

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1456    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   188円  （税込203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3ポイント付与します。          λ丸和
食品（東京都練馬区）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9116

「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

1442

1441

ミニ寄せ豆腐ミニ寄せ豆腐

手揚げ風油揚げ手揚げ風油揚げ

きつねがんもきつねがんも

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

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

特厚油揚げ特厚油揚げ

国産もめん国産もめん

お刺身ゆばお刺身ゆば 今週のセット内容
●  お刺身ゆば（1本）：1枚ずつ引き上げ
た湯葉を重ねて巻きました。ぽん酢
醤油で

●  特厚油揚げ（1枚）：豆腐をじっくり二
度揚げ。厚みがありジューシー

●  国産もめん（350g）：シンプルな木
綿豆腐。すっきりとした味わいなの
で、冷や奴や味噌汁などに

22 140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 3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）

大地宅配の

納 豆定番
毎週 9119

 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使
用。やわらか過ぎないかみごたえで、大豆のう
まみを味わえる一品です。    ※作柄により黒く変
色した大豆が入る場合があります。        λまるだい
（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1465    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   211円  （税込228円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1466    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆（たれ付）  

  40g×3コ   228円  （税込246円） 
 大地を守る会の生産者の北海道産大豆を使用。大
豆本来の甘みが堪能できます。    ※作柄により黒く変
色した大豆が入る場合があります。        λまるだい（群
馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

毎週 9120

1467    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   国産大豆の小粒納豆  

  40g×4パック   168円  （税込181円） 
 北海道産の小粒大豆を使用し、三重県鈴
鹿山系の伏流水をたっぷり含ませて作っ
た納豆です。4パック入り。            λ小杉食品（三
重県桑名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

毎週 9124

 国産大豆で作った豆腐をサイコロ型に切り、
なたね油で揚げました。一口サイズですので
食べやすく、 煮物や炒め物に便利。            λ丸和食品
（東京都練馬区）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1461    υυ       
     丸和のひとくち厚揚  

  8コ   238円  （税込257円） 
 お豆腐がたっぷり詰まった、しっかりタイプ
のがんもどきです。干しエビや昆布など具材
のうまみが生きています。            λヤマキ（埼玉県
神川町）  εお届け後4日保証  θえび・大豆 

1462    υυ       
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐がんもどき  
  3コ   348円  （税込376円） 

 大地を守る会の生産者の野菜をふんだんに使
用。お鍋の具材や煮物などにもどうぞ。焼いても
おいしくお召し上がりいただけます。            λ丸和食品
（東京都練馬区）  εお届け後5日保証  θ大豆 

1463    υυ       
  $$   国産ねぎ入り具だくさんがんも  

  2枚   328円  （税込354円） 

 表面に風味豊かなカツオ節をまぶし、たっぷ
りのキャベツなど10種類の具材が入ったお
好み焼き風のがんもです。            λ丸和食品（東京
都練馬区）  εお届け後5日保証  θえび・大豆 

1464    υυ       
  $$   おこのみ風がんも（10種の具材入）  

  5コ   298円  （税込322円） 

1468    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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

1469    υυбб   NN 10/9お届け週10/9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4ポイント付与します。    ※次回、価格変更します。      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

1459    υυ       
  $$   徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   718円  （税込775円） 
 定番の「味付けいなりあげ」の2パックセット。いなり寿司
やきつねうどんなど、幅広く活躍します。    ※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）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

 ヒジキが手軽に味わ
えます。ヒジキも大豆
もやわらかです。            λ遠
忠食品（東京都中央
区）  δお届け後15日
保証  θ小麦・大豆 

1550    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ひじき五目煮  

  100g   389円  （税込420円） 

1470    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     北海道産大豆の小粒納豆（地から自慢）  

  30g×3コ   174円  （税込188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。  2
点以上注文すると1点あたり3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 9123

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  小粒の品種「コスズ」

を使用。経木で包ん
で程よく発酵させ、や
わらかく、風味豊かに
仕上げました。            λま
るだい（群馬県前橋
市）  δお届け後4日保
証  θ大豆 

1471    υυ       
     まるだいの経木納豆（小粒）  

  80g   160円  （税込173円） 

1472    υυ       
  $$   下仁田の黒豆納豆  

  80g   239円  （税込258円） 
 大地を守る会の生産者の黒豆を使用し、「炭
火発酵方式」で発酵。うまみと香り豊か。塩や、
わさび醤油もよく合います。            λ下仁田納豆（群
馬県下仁田町）  δお届け後6日保証  θ大豆 

1473    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     国産ひきわり納豆  

  50g×3コ   168円  （税込181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 

1474    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   納豆のたれ  

  200ml   306円  （税込330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

                      

 野菜やタコを練り込んだ具だくさんのおでん種セット。良い
だしも出ます。    ※来年3月頃までの取り扱い予定。    ■セット内
容／さつま揚げ・ミニキャベツ天各2枚、ごぼう天・タコボー
ル各4コ    λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1475    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   遠藤蒲鉾店のおでん種セット  

  300g(4種)   790円  （税込853円） 
 5種類のだしを使った自社製おでんつゆ
に、おでん種が浸かった一品。少量サイズ
です。            λかじかわ農場食品（新潟県新発田
市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・大豆 

1476    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   盛るだけ！こだわり素材7種の味しみおでん  
  470g（固形量315g）7種   598円  （税込646円） 

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

1477    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     いちうろこの味付おでん（だし付き）  
  350g(固形量300g)8種   870円  （税込940円） 

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

1478    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     上棒天（さつま揚げ）  

  150g(10本)   338円  （税込365円） 

 鹿児島では「つけあげ」と呼ばれるさつま
揚げ。おでんに入れてもおいしいですよ。
            λたからや蒲鉾（鹿児島県いちき串木野
市）  δお届け後3日保証  θ大豆 

1480    υυ   NN 10/9お届け週10/9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   

1481    ττ       
     おじいちゃんの天ぷら  

  120g(6枚)   380円  （税込410円） 
 大地を守る会の生産者のごぼうを味付け
し、すり身で包んで揚げました。ごぼうの食
感がたまりません。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県
塩釜市）  δお届け後3日保証  θ小麦・大豆 

1482    υυ       
  $$   味つけごぼうの棒揚げ  

  150g   484円  （税込523円） 
 シャキシャキのれんこんをたっぷりと入
れて、一口サイズのちぎり揚げにしまし
た。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお
届け後3日保証   

1483    υυ       
  $$   れんこんのちぎり揚げ  

  130g   469円  （税込507円） 

イメージイメージ

 国産スケトウダラのすり身と国産大豆の豆
腐を合わせ、米油でカラリと揚げました。解
凍するだけでもOKで、お弁当にも。            λ高橋
徳治商店（宮城県東松島市）    θ大豆 

1479    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   352円  （税込380円） 

国産大豆を100％使用しています

秋の行楽にもおすすめ！秋の行楽にもおすすめ！
詰めるだけで五目いなりが手軽に詰めるだけで五目いなりが手軽に

23140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。

健
康
応
援
食
品

菓　

子

青
青　

果　

果
米
・
豆
・
冷
凍
野
菜

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ

肉

魚
介
・
海
苔

卵
・
乳
製
品

パ　

ン

豆
腐
・
納
豆

練
り
物
・
漬
物

麺
類
・
も
ち

惣　

菜

粉
・
乾
物
・
缶
詰

調
味
料

飲　

料

酒

雑
貨

tsuci17_140_p23M_04.indd   23 2017/09/11   12:21:33



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

1484    υυ       
     じゃこスティック  
  180g(12本入)   495円  （税込535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   

1485    ττ       
     出雲のちくわ磯辺揚げ  

  120g   390円  （税込421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   

1486    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9125

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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

1487    υυ       
     いわし黒はんぺん  

  150g(5枚)   346円  （税込374円） 
 とろりとやわらかい元葉ワカメを混ぜて
練り上げました。磯の風味が豊かに広
がり、食感はふんわり。            λ高橋徳治商店
（宮城県東松島市）    θ卵 

1488    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     わかめはんぺん  

  200g(4枚)   428円  （税込462円） 

 群馬県南牧村の特等こんにゃく粉を使用した手作り
品。弾力のある歯ごたえが特徴です。    ※原料・製法の
性質上、カットの形状が四角でない場合があります。
        λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届け後31日保証   

1489    υυ       
     黒こんにゃく  

  250g   248円  （税込268円） 

イメージイメージ

1490    υυ       
     有機生いもまるごと 白滝ミニ3パック  
  100g×3パック   285円  （税込308円） 

 群馬県産の有機原料から
作りました。芋を丸ごと
使ったこんにゃくならで
はの風味の良さが特徴で
す。    ※物流の都合上、冷
蔵でお届けします。        λグ
リンリーフ（群馬県昭和
村）  δお届け後38日保証   

あく抜き不要の使い切りサイズあく抜き不要の使い切りサイズ

 大根を冬の冷たい風にさらし、 米ぬか、
塩、なすの葉、柿の皮の漬床に漬けました。
乳酸発酵の酸味が特徴。            λ漬物本舗道長
（愛知県豊川市）  δお届け後45日保証   

1491    υυ       
     古式一丁漬たくあん  

  100g   338円  （税込365円） 

イメージイメージ

 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）     

1492    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   らっきょうの甘酢漬（はちみつ入り）  

  100g   498円  （税込538円） 

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

1493    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機・きざみたかな漬  

  180g   355円  （税込383円） 
 王隠堂農園グループで作った生姜の甘
酢漬。保存料や化学調味料不使用の、ま
ろやかな味わいです。            λ王隠堂農園（奈
良県五條市）  δお届け後30日保証   

1494    υυ       
     しょうがの甘酢漬  

  100g   398円  （税込430円） 
1495    υυ       
     きざみ紅生姜  

  80g   298円  （税込322円） 

 契約栽培の生姜を使
用。色付けも味付けも
赤梅酢を使った、伝統
の製法で漬け込みま
した。  「お好み焼粉（注
文番号1653）」とご一緒
に。          λ王隠堂農園（奈
良県五條市）     

お好み焼き、焼きそばや酢の物にもお好み焼き、焼きそばや酢の物にも

 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）     

1496    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     王
おういんどう

隠堂農園の梅ぼし  
  300g   924円  （税込998円） 

 食塩のみで漬け、長期熟成させた梅干し。
梅干しのエキスが凝縮してゼリー状に固ま
っています。            λゆあさ農園（群馬県高崎市）     

1497        
     ゆあさ農園の白梅干し 二十年熟成  

  100g   2,580円  （税込2,786円） 

限定 1000

 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   

1498    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     はちみつ梅干  

  200g   816円  （税込881円） 
 辛さは控えめの白菜キムチです。食べやすいサ
イズにカットしてあります。    ※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韓
国食品（千葉県匝瑳市）  δお届け後10日保証   

1499    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   韓国食品のマイルドキムチ  

  300g   528円  （税込570円） 
 韓国の伝統手法による本格キムチ。ただ辛いだけ
でなく、甘みやうまみも豊富です。    ※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韓国
食品（千葉県匝瑳市）  δお届け後10日保証   

1500    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   韓国食品の白菜キムチ  

  500g   798円  （税込862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 

1501    υυ   NN 10/16お届け週10/16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

                      

 自社・契約農場で育てた鶏の肉を使い、
薄塩味に仕上げた天ぷら。トースターな
どで温めるだけです。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1504    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   998円  （税込1,078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 

1505    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   スパイシーささみカツ  

  160g   489円  （税込528円）  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 

1508    ττ   NN 10/9お届け週10/9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） 
 うまみがのった真アジを開き、衣付けし
て揚げました。電子レンジで温めるだけ
です。    ※電子レンジ専用品です。        λ小倉
水産食品（鳥取県境港市）    θ小麦・卵 

1509    ττ       
     レンジであじフライ  

  200g(4枚)   613円  （税込662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   

1510    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 

1511    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

 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 

1512    ττ   NN 10/9お届け週10/9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)   528円  （税込570円） 
 北海道産のバターや生クリームを使った自社製クリ
ームソースに、天然ホワイトエビのうまみがたっぷり
です。    ※電子レンジ専用品です。        λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θえび・小麦・卵・乳 

1513    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     レンジでえびクリームコロッケ  

  130g(5コ)   504円  （税込544円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもを、バターでシン
プルに味付けしました。    ※電子レンジ専用品です。※写
真と異なるパッケージでお届けする場合があります。
        λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1514    ττ   NN 10/16お届け週10/16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） 

 契約農場で育てた若鶏のモモ肉・ムネ肉
を、玉ねぎや調味料と一緒につくねにし
ました。幅広く使えて便利。            λ秋川牧園
（山口県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1515    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   お料理に便利！鶏だんご  

  200g   488円  （税込527円） 

イメージイメージ

 鶏肉にお豆腐を加えてふわふわの食感
に仕上げました。ちょっぴり甘めのタレ
はお子さんも大好きな味。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・卵・大豆 

1516    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     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

1517    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   あたためるだけ焼き鳥セット（たれ）  

  240g(8本)   998円  （税込1,078円） 

 鶏のモモ肉とムネ肉
を使い、醤油ベース
のタレに漬けて焼き
ました。温めるだけ。
        ■セット内容／モモ・
ムネ各4本    λ秋川牧
園（山口県山口市）
    θ小麦・大豆 

甘めのたれがしみ込んでしっとり甘めのたれがしみ込んでしっとり

 仙台黒豚会の豚バラ肉を、「みのり醤油」
などを使用した調味ダレで、ほろっとや
わらかく煮込みました。            λ総合農舎山形
村（岩手県久慈市）    θ小麦・大豆 

1518    ττ       
  $$   総合農舎山形村の豚角煮  

  140g   780円  （税込842円） 

限定 300

24 140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_140_p24M_04.indd   24 2017/09/11   12:22:00



大地宅配の

惣 菜定番

イメージイメージ

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

1502    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   とりのからあげ  

  200g   528円  （税込570円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  人気の 「チキンナゲッ

ト」のお徳用。人が集
まるときにも◎。            λ秋
川牧園（山口県山口
市）    θ小麦・卵 

1503    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   998円  （税込1,078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 

1529    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     焼き餃子ファミリーパック（30コ入り）  

  540g(30コ)   828円  （税込894円） 限定 1000

 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）     

1535    ττ   NN 10/9お届け週10/9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   698円  （税込754円） 

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

1519    ττ   NN 10/16お届け週10/16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）     

1520    ττ   NN 10/9お届け週10/9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。    ※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飛鳥食品
（東京都江戸川区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1521    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   ポークシューマイ（飛鳥食品）  

  180g(12コ)   528円  （税込570円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 豚肉に玉ねぎをふんだんに加え、ふわふわ
の食感に仕上げました。26コ入りの徳用サ
イズ。            λ日本セントラルキッチン（東京都荒
川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1522    ττ       
  $$   徳用ふわふわシュウマイ  
  442g（26コ）   1,198円  （税込1,294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 

1523    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   五目シュウマイ  

  204g(12コ)   646円  （税込698円） 

1524    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     エビ香る海鮮シュウマイ  

  170g（10コ）   718円  （税込775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 

ぎっしりと詰まった海鮮の味わいぎっしりと詰まった海鮮の味わい

 カニとタラのすり身に玉ねぎを入れまし
た。蒸したてをどうぞ。            λ日本セントラル
キッチン（東京都荒川区）  δお届け後45
日保証  θかに・小麦・大豆 

1525    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   カニシュウマイ  

  180g（6コ）   688円  （税込743円） 
 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。            λ大昌（神
奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1526    ττ       
  $$   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 

1528    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   焼き餃子（日本セントラルキッチン）15コ  

  285g(15コ)   674円  （税込728円） 

 お子さんやご年配の方でも食べやすい一
口サイズ。素材のうまみを生かして作り
ました。            λ大進食品（神奈川県横浜市）
    θ小麦・大豆 

1530    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   598円  （税込646円） 

限定 500

 国産小麦を使用したもっちりとした皮の中
から、豚肉・キャベツ・エビのうまみがあふ
れ出ます。            λ飛鳥食品（東京都江戸川区）
  δお届け後60日保証  θえび・小麦・大豆 

1531    ττ       
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  
  480g(30コ)   1,017円  （税込1,098円） 

 冷凍のまま約2分間ゆで、付属のスープでどうぞ。皮のつる
んとした食感とあふれる具材が◎。        ■セット内容／ワンタン
144g（12コ）、スープ30g×2パック    λ日本セントラルキッ
チン（東京都荒川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1532    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   大地を守る会の肉ワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

イメージイメージ

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

1533    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   798円  （税込862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 

1534    ττ       
     農舎のあたためるだけ酢豚（国産豚使用）  

  220g   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

 大豆や白いんげん豆、金時豆がたっぷり入
った動物性原料不使用のカレー。トマトや
玉ねぎのうまみが絶妙な味わいです。            λ日
本食品工業（鳥取県境港市）    θ小麦・大豆 

1536        
     カノウユミコの日本の豆カレー  

  200g   452円  （税込488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 

1537    NN 10/16お届け週10/16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 

1538    NN 10/9お届け週10/9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）     

1539    NN 10/16お届け週10/16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   600円  （税込648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 

1540    ττ   NN 10/9お届け週10/9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

 具だくさんのペンネマカロニグラタン。鶏肉・鶏
骨を煮出したエキスでこくを出しました。    ※電子
レンジ専用品です。※来年５月頃までの取り扱い
予定。        λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦・乳 

1542    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     北海サーモンたっぷりグラタン  

  340g（2コ）   598円  （税込646円） 
 もっちりした国産小麦のパスタと野菜の
うまみを感じる自社製ソースが懐かしい
味わい。            λニッコー（神奈川県大和市）
    θ小麦・大豆 

1543    ττ       
  $$   昔ながらのもっちりナポリタン  

  200g×2食   647円  （税込699円） 

限定 500

 特製コチュジャンダレを使った本格ビビ
ンバです。ごはんに盛り付けてよく混ぜ
合わせるだけ。            λ韓国食品（千葉県匝瑳
市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1544    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ミンさんの4色ビビンバ  

  180g（2人前）   535円  （税込578円） 

イメージイメージ

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

1545    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     たべる参鶏湯（サムゲタン）スープ  
  300g×2パック   818円  （税込883円）  イワシやカツオ、昆布を使った風味豊かなだし

に、神山鶏や天然エビ、国産ぎんなんなどを加え
て蒸し上げました。            λたむらのタマゴ（徳島県阿
南市）  δお届け後4日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1546    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   554円  （税込598円） 

秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています

外はパリッ、中はジューシー外はパリッ、中はジューシー

温めるだけでお弁当やおつまみに温めるだけでお弁当やおつまみに

スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派

25140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 3ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

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

毎日のお弁当作りに活躍します！

 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 

1506    ττ   NN 10/16お届け週10/16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） 

 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 

1507    ττ   NN 10/9お届け週10/9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） 

 ニラの香りと、ぷりぷりのエビが美味で
す。蒸しても焼いてもおいしくできます。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川
区）  δお届け後45日保証  θえび・小麦 

1527    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   海老ニラまんじゅう  

  160g（4コ）   580円  （税込626円） 

 5種類の野菜（玉ねぎ、人参、小松菜、コーン、
いんげん）とエビを入れました。お弁当に便利
なミニサイズ。    ※電子レンジ専用品です。        λニ
ッコー（神奈川県大和市）    θえび・小麦・乳 

1541    ττ       
     レンジでプチグラタン（5種野菜と海老入り）  

  180g(6コ)   518円  （税込559円） 

限定 500 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（東
京都中央区）  δお届け後
45日保証  θ小麦・大豆 

1554    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   竹の子土佐煮（2パック）  

  60g×2パック   628円  （税込678円） 

1198    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
  $$   大地を守る会の冷凍ブロッコリー（バラ凍結）  

  200g   461円  （税込498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

 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。  2点
以上注文すると1点あたり7ポイント付与します。          λ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 

1547    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   平飼い卵の玉子とうふ  

  120g×2コ   415円  （税込448円） 
 大地を守る会の生産者が農薬不使用で育てた黒豆を
鉄製の直火釜で煮ました。やさしい甘みに心が和み
ます。    ※来年６月頃までの取り扱い予定。        λ遠忠食品
（東京都中央区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1548    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   大地宅配の黒豆煮  

  120g   498円  （税込538円） 
 丹波産黒豆を、国産の粗製糖や「蔵の
素」を使ってやさしい甘さに炊き上げま
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 

1549        
     京都津乃吉の丹波黒豆煮  

  100g   793円  （税込856円） 
 ヒジキが手軽に味わえます。ヒジキも大
豆もやわらかです。            λ遠忠食品（東京都
中央区）  δお届け後15日保証  θ小麦・
大豆 

1550    υυ   NN 10/9お届け週10/9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 

1551    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   もう一品のおかずセット（うの花）  

  60g×3パック   418円  （税込451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（東京都中央区）
  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1552    υυ   NN 10/16お届け週10/16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

 国産大豆からできたおからのしっとりとした
味わいと、桜エビの香ばしい風味が絶妙。も
う一品のおかずに。            λ丸和食品（東京都練馬
区）  δお届け後15日保証  θえび・小麦・大豆 

1553    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   桜えび入り卯の花  

  150g   478円  （税込516円） 
 大地を守る会の生産者のじゃがいもや玉
ねぎ、人参で作りました。開封後そのまま
召し上がれます。            λ大海老食品（東京都
世田谷区）  δお届け後15日保証  θ卵 

1555    υυ   NN 10/16お届け週10/16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 

1556    ττ   NN 10/16お届け週10/16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

 モロヘイヤ、オクラ、茎ワカメのシャキシャキ、
ねばねばとした食感が楽しい和え物。ごはんに
かけても美味。    ※１０月頃までの取り扱い予定。
        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1557    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   流水解凍で便利！ねばねば野菜と茎わかめさっぱり和え  

  150g(3袋入り)   498円  （税込538円） 

 ２合の米に加えて炊くだけ。たけのこのシ
ャキシャキ感がおいしいごはんです。    ※1
パック2合用です。        λ遠忠食品（東京都中
央区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1558    υυ       
  $$   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

 秋川牧園の鶏肉とごぼう、しいたけが入
ったごはんの素。いつもの水加減で炊い
てください。            λ遠忠食品（東京都中央区）
  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1559    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   鶏ごぼうご飯の素  

  170g(2合用)   698円  （税込754円） 

イメージイメージ

 アブラガニ、甘エビ、ベビーホタテ、スルメイ
カと、 自社製の魚介ブイヨンをセット。お手
軽に作れるレシピ付き。            λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θえび・かに 

1560    ττ       
     シーフードパエリアの素  
  880g(3合用)   983円  （税込1,062円） 

イメージイメージ

 やさか中辛味噌をベースに豚肉、鶏肉を
加えて練りました。ごはんや野菜と一緒
にどうぞ。            λ総合農舎山形村（岩手県久
慈市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1561    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     おらほの肉みそ  

  150g   618円  （税込667円） 
 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 

1562    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   お好み焼き（豚玉）  

  400g(2枚)   880円  （税込950円） 

限定 500
イメージイメージ

 小麦の甘みともちもちの食感が特徴の皮と、
野菜や肉のうまみあふれるジューシーな具。あ
つあつに蒸してどうぞ。            λ飛鳥食品（東京都江
戸川区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1563    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g(3コ)   598円  （税込646円） 
 「皮なしノンスパイスウインナー」を、国産
小麦粉の衣で包んだ人気のミニアメリカン
ドッグの徳用サイズ。    ※電子レンジ専用品
です。        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1564    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   徳用ミニアメリカンドッグ  
  300g（12本）   980円  （税込1,058円） 

 さつまいもを皮ごとスティック状にカット
して飴がけ。外はカリッと、中はしっとり。
半解凍でどうぞ。            λ萬來（鹿児島県志布
志市）  δお届け後45日保証   

1565    ττ   NN 10/16お届け週10/16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

 石窯で焼いたもっちり生地にモッツァレラやゴルゴ
ンゾーラなど４種のチーズをのせました。約19cm
の小さめサイズ。        ■サイズ／直径約19cm    λ南風堂
（千葉県松戸市）  δお届け後15日保証  θ小麦・乳 

1566    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   バンビーノピザ（4種チーズのミニピザ）  

  1枚   1,180円  （税込1,274円） 
 大地を守る会の生産者のお米を100％
使用。醤油を塗って、香ばしく焼き上げま
した。    ※電子レンジ専用品です。        λ全国
農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1567    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   498円  （税込538円） 

限定 1000

1568    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   662円  （税込715円） 

 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 

限定 1000

牛肉たっぷりで食べごたえ十分牛肉たっぷりで食べごたえ十分

 玄米3種をブレンドして特殊な圧力鍋で
炊き、3～4日間熟成させました。保存に
も便利なレトルトパックです。            λ結わえる
（東京都台東区）     

1569        
     もっちもち寝かせ玄米ごはん  

  180g   298円  （税込322円） 
 3種の玄米をブレンドし特殊な圧力鍋で
炊き上げた後、3～4日間寝かせてもち
もちの食感に仕上げました。            λ結わえる
（東京都台東区）     

1570        
     箱売・もっちもち寝かせ玄米ごはん  
  180g×24パック   6,980円  （税込7,538円） 

 ごま油の香りに、昆布、干し貝柱などの味
わい深いだしが食欲をそそります。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）     

1571        
  $$   中華粥  
  200g×8パック   1,903円  （税込2,055円） 

限定 300

野菜系副菜

ごはんの素・その他 軽食・パックごはんなど

イメージイメージ

イメージイメージ イメージイメージ

26 140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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λタイヘイ（千葉県松戸市）
εお届け後2日保証

簡単・便利なおかずキット

詳細は

同時配布の
チラシを

ご覧くださ
い。

彩り豊かな野菜をたっぷり使ったおかずは、
家族みんなの元気を作る源です。
調理が手軽な「おやさいdeli kit」で、
あわただしい日常のなかでも、
野菜のおいしさを感じる、豊かな時間をどうぞ

食卓の向こうに広がる畑と
生産者を感じながらいただく

茨城県・飯塚さんの長ねぎを使った

主菜は、チャーハンにも、あんにも、飯塚さんの長ねぎをたっぷ
りと使用。長ねぎとにんにくで香り付けした油で炒めるので、
味と食感だけでなく香り立つ風味までお楽しみいただけます。
副菜は、長ねぎとレタスを醤油ベースのドレッシングで和えた、
さっぱりとした一品。簡単調理でシンプルな味付けならでは
の、素材本来の味わいをご堪能ください。

あんかけチャーハン 
焦がしねぎ風味
ねぎとレタスのさっぱりサラダ

主 菜

副 菜

約3人前のカット済み食材とタレをセット
添付のタレは化学調味料不使用

「おやさいdeli kit（デリキット）」のポイント

すべての食材を冷凍状態でお届けする
消費期限が長めのシリーズです。

のセット主菜のみ冷凍
キット

冷蔵
キット 冷蔵状態（一部の食材は冷凍）で

お届けするシリーズです。

のセット主菜 副菜

奥田政行シェフの監修による、野菜を
さらにおいしく食べる特別なキットです。

のセット主菜 副菜
キット
シェフ大地を守る会の生産者の野菜と

100％国産の肉を使用
※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認証取得済み」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。

写真入りレシピリーフレット付き
※ 「お買い物サイト」の商品詳細ページでも調理手順をご紹介

 「お買い物サイト」の「注文番号で注文」は、
カタログを見ながら注文番号を
入力できて便利です。

注文書 No.140にて
ご注文ください

ご注文方法

10/2(月）～10/6(金）お届け週

9/25(月）～9/29(金）ご注文期間

お問い合わせ：サポートセンター

多彩な商品ラインナップ

　飯塚さんの長ねぎは、品質が常に安定
していることに定評があります。その秘
密は、燕麦（エンバク）を育て、緑肥とし
て土にすきこむことで、土をやわらかく、
水はけの良い状態に保つこと。根の張り
が良くなる他、土壌中の害虫対策にもな
るのです。
　火を通すことで際立つ、ねぎの甘みや
香りを、このキットでぜひお楽しみくださ
い。

飯塚 一実さんの長ねぎ
茨城県坂東市

イメージ（1人前）

調理時間 約25分

ごはん、卵、醤油、酒、ごま油、水溶き片
栗粉、酢、みりん、白ごま

家庭準備

今週の
新商品

※天候不順等の影響で、飯塚一実さんの長ねぎが出荷できないと
きは、大地を守る会の他の生産者の長ねぎを使ってお届けする場
合があります。予めご了承ください。

■セット内容／主菜：長ねぎ、豚肉、ブイヨン、乾燥にんにく　
副菜：レタス、長ねぎεお届け後2日保証θ小麦・大豆λタイ
ヘイ（千葉県松戸市）

1002  υ

キット・茨城県　
飯塚さんの長ねぎを使った
あんかけチャーハン　
焦がしねぎ風味セット
1セット（約3人前） 1,370円（税込1,480円）

限定 500

No.140

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

                      

1572    NN 10/9お届け週10/9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   988円  （税込1,067円） 
 北海道産小麦粉を使用した中太のノンフライ麺は、ま
るで生麺のような食感。化学調味料不使用で安心で
す。酵母エキス使用。        ■セット内容／（麺80g・スープ
40g）×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）    θ小麦・大豆 

限定 1000

1573    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   即席らーめん粋（鶏白湯塩味）5食・ノンフライ麺  

  5食   988円  （税込1,067円） 
 麺は2種の北海道産小麦粉を使用したノンフライ麺。スープは2種の
国産チキンエキスで濃厚なうまみとあっさりとした後味を両立させま
した。酵母エキス使用。    ※来年３月頃までの取り扱い予定。    ■セット内
容／（麺80g・スープ32g）×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）    θ小麦 

限定 1000

1574    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   即席らーめん粋（博多豚骨）2食×3・ノンフライ麺  

  2食×3   1,048円  （税込1,132円） 
 こくのある濃厚とんこつスープに、しっかりとしたコシのノン
フライ・ストレート細麺が絡みます。酵母エキス使用。    ※来
年３月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／（麺75g・スー
プ34g）×6食    λ熊谷商店（福岡県うきは市）    θ小麦・大豆 

限定 1000

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 

1575    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   野菜と食べる！お鍋ひとつでタンメン  

  2食   488円  （税込527円） 

イメージイメージ

1576    υυ   NN 10/9お届け週10/9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） 

 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。      ※次回、価格変
更します。  ■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 

限定 2000

お鍋一つで煮ればでき上がりお鍋一つで煮ればでき上がり

 化学調味料不使用の「沖縄そばだし」を使用し、麺も「国
産小麦粉100％」使用の「沖縄そば」です。        ■セット内容
／（めん150g・スープ40g）×2食    λ沖縄物産企業連合
（沖縄県那覇市）  δお届け後11日保証  θ小麦・大豆 

1577    υυ       
     沖縄そば  

  2食   958円  （税込1,035円） 

限定300
イメージイメージ

1578        
     尾道ラーメン（即席ラーメン）  
  115g(麺90g、スープ25g)   170円  （税込184円） 
 有機醤油をベースに小魚のだしを加え
た和風スープは深みのある味わい。麺は
国産小麦粉を100％使用。            λ純正食品
マルシマ（広島県尾道市）    θ小麦・大豆 

 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。    ※写真と異なるパッケー
ジでお届けする場合があります。    ■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 

1579    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   北海道産小麦のもちもち焼そば（ソース付）  

  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。    ※写真と異なるパ
ッケージでお届けする場合があります。    ■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 

1580    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   北海道産小麦のもちもち焼そば（ソースなし）  

  3食   369円  （税込399円） 

イメージイメージ

1581    ττбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   讃

さ ぬ き

岐うどん5食入り（冷凍）  
  200g×5食   418円  （税込451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 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  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 

1582    υυ   NN 10/16お届け週10/16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） 

 手打ちのようなコシのある麺と、甘めに
煮付けたお揚げが美味。魚介の風味を
きかせたつゆがよく合います。            λサンレイ
（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1583    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     冷凍讃岐きつねうどん  

  252g×2食   544円  （税込588円） 

限定1000
イメージイメージ

 非遺伝子組み換えの油で揚げた、香ばし
いオキアミ（アミエビ）のかき揚げ付き。
            λサンレイ（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1584    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   冷凍讃岐かき揚げうどん  

  275g×2食   758円  （税込819円） 

限定 1000
イメージイメージ

 国産小麦を原料に、コ
シがあってのどごしの
良いうどんに仕上げ
ました。      ※次回、価格
変更します。      λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1585    NN 10/9お届け週10/9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 

1586    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   奥出雲そば・乾麺（国内産有機そば粉使用）  

  200g   348円  （税込376円） 

イメージイメージ

1587    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     新そば 奥出雲生そば  
  120g×2パック   427円  （税込461円） 

 九州産または北海道
産のそばの実を自社
にて製粉。挽きたての
香り高い味わいをお
楽しみください。            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 

1588   б б   NN 10/9お届け週10/9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 

1589    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   餃子の皮  

  26枚   174円  （税込188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。    ※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キム
ラ（東京都青梅市）  δお届け後10日保証  θ小麦 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1590    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   春巻の皮（里の春）  

  10枚   276円  （税込298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 

1599    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     庄内の杵つき有機栽培白切り餅  

  500g   848円  （税込916円） 
 コシが強くて煮崩れしにくい品種「デワノ
モチ」を使用。焼きもちやおしるこなどに
どうぞ。            λ庄内協同ファーム（山形県鶴
岡市）  δお届け後45日保証   

 玄米の甘さと香ばし
さが特徴の、コシの強
いもち。こんがり焼く
のが特におすすめで
す。            λ庄内協同ファ
ーム（山形県鶴岡市）
  δお届け後45日保証   

1600    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     庄内の杵つき玄米丸餅  

  500g   800円  （税込864円） イメージイメージ

1601    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     徳用・庄内の杵つき餅白丸（2パック）  
  500g×2パック   1,498円  （税込1,618円） 

 庄内地方で収穫され
たもち米を杵でつきま
した。コシが強く、煮崩
れしにくいです。            λ庄
内協同ファーム（山形
県鶴岡市）  δお届け
後45日保証   

杵でついたコシの強さを味わって杵でついたコシの強さを味わって

1002    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     キット・茨城県 飯塚さんの長ねぎを使った
あんかけチャーハン 焦がしねぎ風味セット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：ねぎとレタスのさっぱりサラダ    ※11
月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容
／主菜：長ねぎ、豚肉、ブイヨン、乾燥にん
にく 副菜：レタス、長ねぎ        θ小麦・大豆 

限定 500 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1591    ττ       
     奥田シェフ監修キット・鹿児島県産豆アジと
きのことじゃがいものアヒージョセット  
  1セット(約3人前)   2,204円  （税込2,380円） 
 副菜：ツナときゅうりのソースで和えたブロッコリー    ※冷
蔵品と冷凍品を分けてお届けします。    ■セット内容／主
菜：豆アジ、じゃがいも、エリンギ、しいたけ、ローズマリー 
副菜：ブロッコリー、ツナフレーク、きゅうり、乾燥にんにく         

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1592    υυ       
     キット・奄美を味わう郷土料理 鶏飯セット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：もちもちいももち        ■セット内容／
主菜：鶏肉、しいたけ、人参、ほうれんそ
う、ブイヨン、生姜、葉ねぎ 副菜：じゃが
いも、ナチュラルチーズ        θ小麦・乳・大豆 

限定 1000 イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1593    υυ       
     キット・ダシ香る いなか豚の
生姜焼き炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：香ばし、国産大豆の油揚げ焼き        ■セ
ット内容／主菜：豚肉、玉ねぎ、キャベツ、
しめじ、タレ、ニラ、人参、おろし生姜 副
菜：油揚げ、長ねぎ、カツオ節        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1594    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     キット・たっぷりかぼちゃと
ひき肉のグラタンセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：野菜を食べる洋風スープ        ■セット内
容／主菜：かぼちゃ、豚肉、しめじ、マカロ
ニ、クリームシチュールー、玉ねぎ 副菜：
人参、キャベツ、ブイヨン        θ小麦・乳・大豆 

限定 1000 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1595    ττ       
     キット・野菜たっぷりラタトゥイユ
ソース真鱈のパン粉焼きセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：キャベツのガーリック炒め ～しらすのせ～    ※冷蔵品と
冷凍品を分けてお届けします。    ■セット内容／主菜：真ダラ、
玉ねぎ、なす、ミニトマト、人参、きゅうり、タレ、パン粉、ブイ
ヨン 副菜：キャベツ、シラス、乾燥にんにく        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1596    υυ       

     キット・定番人気！キャベツを
食べる回鍋肉セット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：ニラと豆腐の中華スープ        ■セット
内容／主菜：キャベツ、豚肉、ピーマン、
長ねぎ、タレ、パプリカ 副菜：豆腐、ニラ、
ブイヨン        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1597    υυ       

     キット・彩り野菜の香ばし
カシューナッツ炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：きのこスープ        ■セット内容／主菜：
鶏肉、玉ねぎ、ピーマン、パプリカ、タレ、
カシューナッツ、生姜 副菜：しめじ、まい
たけ、玉ねぎ、ブイヨン        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1598    υυ       

     キット・平飼卵の温泉卵をのせた
塩ダレビビンバ丼セット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：ねぎとわかめをたっぷり食べるスー
プ        ■セット内容／主菜：もやし、温泉卵、
豚肉、人参、小松菜、タレ 副菜：長ねぎ、ブ
イヨン、乾燥ワカメ        θ小麦・卵・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

27140号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■取り扱い頻度… 毎  毎週　■ ε 消費期間、 δ 賞味期間はお届け後の日数を表示し、90日以上の商品は省略しています。

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

調味料定番

一部商品は29ページ右下で
｢お試し少量品｣をご紹介しています。

イチオシ
会員さんの
ここが

「母の手作り味噌
のような
やさしい甘さです」
もう長年、愛用させていた
だいています。風味が良く
て、実家の味噌を思わせる
手作り感のあるやさしい甘
さがあります。定番のお味
噌汁はもちろん、炒め物、
和え物など、つい何にでも
使ってしまいます。

吉岡 聖美さん 
（50代／会員歴5年）

 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 

1602   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   924円  （税込998円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  昔ながらの味と香り

がする、定番濃口醤
油。国産契約栽培の
大豆を原料に、1年半
以上熟成させました。
            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・
大豆 

1603   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   915円  （税込988円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  国産契約栽培の丸大

豆と米麹を使い、8カ
月以上かけて熟成さ
せました。香り高い
天然醸造味噌です。
            λ大津賀商店（鳥取
県伯耆町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1607    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   828円  （税込894円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 稲田稲作研究会のコ
シヒカリを使用し、大
和川酒造店が醸造し
た、大地宅配オリジナ
ル料理酒。    ※酒類で
す。        λ大和川酒造店
（福島県喜多方市）     

1614   б б   NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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）     

1616   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     純米富士酢・900ml  
  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

 鹿児島県種子島でサ
トウキビから作った
精製度の低い砂糖で
す。            λフルーツバス
ケット［新光糖業］（鹿
児島県中種子町）     

1634    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（洗双糖）・1kg  

  1kg   488円  （税込527円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 遺伝子組み換えの心
配のないなたねを圧
搾法で搾った、一番
搾りサラダ油です。
            λ米澤製油（埼玉県
熊谷市）     

1626    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     米澤製油のなたねサラダ油  
  1400g   1,378円  （税込1,488円） 

 オリーブ原産地、パレスチ
ナ自治区で栽培され、遠心
分離機で製油されたエキ
ストラバージンオイル。    ※1
本につき24円を「スマイル
オリーブ基金」として積み
立て、パレスチナにオリー
ブの苗を送ります。    ■原
産国／パレスチナ自治区
    λオルター・トレード・ジャ
パン（東京都新宿区）     

1632   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     オリーブオイル（パレスチナ自治区産）  

  450g   1,825円  （税込1,971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。

                      新商品

1005        
     【金印】ねりからし（チューブタイプ）  

  40g   345円  （税込373円） 

     ※同時配布チラシをご覧
ください。    ■原材料／水
あめ、からし、なたね油、
食塩、植物繊維（じゃがい
も）/香辛料抽出物    λム
ソー（大阪府大阪市）     

シャープな辛みで料理が一層おいしくシャープな辛みで料理が一層おいしく
辛みの強いオリエンタルマスタードを使
用。からし本来の風味が魅力です。お
でん、シュウマイ、とんかつ、豚の角煮
など和・洋・中の料理にどうぞ。

1604    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特級 みのり醤油・500ml（ペットボトル）  

  500ml   528円  （税込570円） 

 ペットボトルの少量
サイズ。契約栽培の
国産丸大豆を使用し、
じっくり1年半以上発
酵・熟成を重ねた深い
香りと味わい。            λ日
本食品工業（鳥取県
境港市）    θ小麦・大豆 

おなじみ「みのり醤油」の少量サイズおなじみ「みのり醤油」の少量サイズ

 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 

1605    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   大地宅配の国産丸大豆醤油  

  1000ml   690円  （税込745円） 

 仕込み水に一度搾っ
た生醤油を加えて、
深みとこくを一層高
めた再仕込み醤油で
す。    ※開封後要冷蔵。
  ※次回、価格変更しま
す。      λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ小麦・大豆 

1606    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み生醤油  
  1Ｌ   970円  （税込1,048円） 

1608    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  

  450g   525円  （税込567円） 
 昔ながらの伝統的な製法で、米麹造りから
行い、ゆっくりと熟成。普段の味噌汁を深
い味わいに仕上げます。            λ大津賀商店（鳥
取県伯耆町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、神泉水などで
長期熟成。深みのあ
る香りとまろやかな
味わいの玄米味噌で
す。            λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ大豆 

1609    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み玄米味噌  
  1kg   1,080円  （税込1,166円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と大麦を使い、神
泉水などで仕込みま
した。麦の香ばしい味
と香りが特徴。            λヤ
マキ（埼玉県神川町）
    θ大豆 

1610    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み麦味噌  
  1kg   1,000円  （税込1,080円） 

 長期熟成で、乳酸菌・
酵母・麹菌が生きて
います。もちろん主
原料は国産のものを
使用。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
    θ大豆 

1611    υυбб   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

 麹の力で甘めに、香り
高く仕上げた白味噌
です。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
  δお届け後76日保
証  θ大豆 

1613    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     白みそ  

  500g   560円  （税込605円） 

 米と米麹が主原料の、
酒の風味とみりんのう
まみを併せ持った発
酵調味料。            λ味の一
醸造（埼玉県狭山市）     

1615   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     味の母・720ml  

  720ml   693円  （税込748円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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）     

1617    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   480円  （税込518円） 

 イタリア北部エミリ
ア・ロマーニャ州モデ
ナ地方の有機ぶどう
のワインビネガーに、
有機濃縮ぶどう果汁
をブレンド。        ■原産国
／イタリア    λ創健社
（神奈川県横浜市）     

1618    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機バルサミコ酢  
  250ml   1,500円  （税込1,620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 

1619    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機ぽん酢しょうゆ  

  250ml   408円  （税込441円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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 

1620   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会のめんつゆ（3倍希釈）  

  360ml   627円  （税込677円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  国産にんにく、本醸造

醤油などを使い、素材
の味を生かすように職
人が直火釜で仕込みま
した。肉・魚介・野菜な
どを付け焼きにしてど
うぞ。            λ鶏林食品（静岡
県沼津市）    θ小麦・大豆 

1621    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     おいしいたれ 焼肉中辛  

  215g   570円  （税込616円） 

 遺伝子組み換えの心配がない国産大豆を
使用し、９カ月以上熟成させました。            λや
さか共同農場（島根県浜田市）    θ大豆 

1612    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     やさかみそ（甘口）  

  750g   589円  （税込636円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

1622    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   洋風ブイヨン  

  15g×10袋   478円  （税込516円） 
 大地宅配のチキンエキス、ポークエキス
のあっさり仕上げ。スープや煮込み料
理、離乳食などに。            λ日本食品工業（鳥
取県境港市）    θ小麦・大豆 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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）     

1623    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,239円  （税込1,338円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選  国産有機米麹と、高

知県室戸沖の海洋深
層水で作った塩を使
用。なめらかな仕上が
りです。            λやさか共
同農場（島根県浜田
市）  δお届け後76日
保証   

1624        
     やさかの有機塩こうじ  

  200g   509円  （税込550円） 

イメージイメージ

28 140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 3ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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お試し少量品

醤油・味噌・酢など

イメージイメージ

化学調味料に頼らない、
やさしい牛乳の風味

滋味豊かな秋のあったか洋食

1644    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     クリームシチュウ（ルウ）  
  115g×2パック   488円  （税込527円） 

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

1643    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     デミグラスソース（ルウ）  
  115g×2パック   528円  （税込570円） 

 国産の小麦粉やビー
フエキス、牛脂など、
安心素材で作ったう
まみとこくのある一
品。１パック約６人
前。            λ大味研（鳥取
県境港市）    θ小麦・
乳・大豆 

 具だくさんのペンネマカロニグラタン。鶏肉・鶏
骨を煮出したエキスでこくを出しました。    ※電子
レンジ専用品です。※来年５月頃までの取り扱い
予定。        λ大進食品（神奈川県横浜市）    θ小麦・乳 

1542    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週        
     北海サーモンたっぷりグラタン  

  340g（2コ）   598円  （税込646円） 
 鶏肉にお豆腐を加えてふわふわの食感
に仕上げました。ちょっぴり甘めのタレ
はお子さんも大好きな味。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・卵・大豆 

1516    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     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

 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）     

1625    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     石橋製油のなたねサラダ油  

  910g   1,000円  （税込1,080円） 

 なたねの色と豊かな
香りを残した圧搾一
番搾り油です。原料
は国産のなたねのみ
を使用。            λヤマキ食品
（埼玉県上尾市）     

1627    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     国産なたね油  

  540g   800円  （税込864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）     

1628   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     今井のごま油465g  

  465g   1,200円  （税込1,296円） 

 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）     

1629    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 有機栽培された亜麻
の種を、酸素と光を遮
断して低温圧搾しま
した。α-リノレン酸を
多く含むオイルです。
    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がり
ください。    ■原産国／
アメリカ    λアトワ（宮
城県仙台市）     

1630    υυ   NN 10/16お届け週10/16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） 

 浅炒り、深炒りなど、
３種類のごま油をブ
レンドして栽培期間
中農薬不使用のタカ
ノツメを入れました。
            λチヨダ（埼玉県戸
田市）     

1631        
     ラー油  

  45g   379円  （税込409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）     

1633    NN 10/9お届け週10/9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） 

 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）     

1635    NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 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）     

1637   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ヒカリ トマトケチャップ（チューブ）  

  500g   540円  （税込583円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

 野菜や果物の他、昆
布とカツオのだしをき
かせてマイルドな甘
口に仕上げました。保
存料、化学調味料、カ
ラメル色素は不使用
です。  「お好み焼粉（注
文番号1653）」とご一緒
に。          λ光食品（徳島県
上板町）    θ小麦・大豆 

1638    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     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） 

 契約生産者の平飼卵
となたね油、こくのあ
る純米酢で作りまし
た。            λ丸和油脂（東
京都品川区）    θ卵 

1639   б б   NN 10/9お届け週10/9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   368円  （税込397円） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

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 

1640    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   518円  （税込559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 

1641    NN 10/9お届け週10/9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 

1642    NN 10/9お届け週10/9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

                      2023        
     純米本みりん 飛鳥山  
  500ml   900円  （税込972円） 
     ※酒類です。             

2029        
     そばつゆ（ストレート）  
  400ml   550円  （税込594円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

2035        
     海の精やきしお（詰め替え用パック）  
  150g   560円  （税込605円） 

                  

2041        
  $$   カレールウ（辛口）  
  115g×2パック   538円  （税込581円） 
                 θ小麦・大豆 

2017    ττ      
  $$   スンドゥブチゲの素  
  180g（2～3人前）   388円  （税込419円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2024        
     味の母・1.8L  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
                  

2030        
  $$   中華風ブイヨン  
  15g×10袋   478円  （税込516円） 
                 θ小麦・大豆 

2036        
     オイスターソース  
  115g   433円  （税込468円） 

                 θ小麦・大豆 

2042        
  $$   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 

2019        
     ヤマヒサのうすくち醤油  
  720ml   950円  （税込1,026円） 
                 θ小麦・大豆 

2025      
     富士玄米黒酢  
  500ml   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2031        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2037    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 

2043        
     カレーパウダー  

  35g   274円  （税込296円） 
                  

2020        
     かめびしのこいくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2026        
  $$   特撰 まろやか純りんご酢 青森育ち  
  600ml   924円  （税込998円） 
                  

2032        
     液体かつお混合だし（20倍濃縮）  
  300ml   1,109円  （税込1,198円） 
               δお届け後60日保証   

2044    ττ      
     おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

2027        
  $$   職人さんのすし酢  
  360ml   515円  （税込556円） 
                 θ小麦・大豆 

2033        
     北海道産てんさい含蜜糖  
  500g   380円  （税込410円） 

                  

2039    ττ      
     農舎のひき肉たっぷり麻婆（マーボー）の素  
  200g(約3人前)   398円  （税込430円） 
                 θ小麦・大豆 

2018        
  $$   特級 大地宅配の木桶熟成醤油・300ml  
  300ml   488円  （税込527円） 
                 θ小麦・大豆 

2028        
  $$   万能つゆ（3倍希釈）  
  300ml   400円  （税込432円） 
                 θ小麦・大豆 

2034        
     おふくろの塩  

  1kg   424円  （税込458円） 
                  

2040        
  $$   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

イメージイメージ

2038        
     海の精（あらしお）  
  240g   600円  （税込648円） 

                  

限定 1000

 たっぷりのすりおろし
た玉ねぎと、国産のレ
モン・りんごの果実酢
を使用。マイルドな味
わい。            λ冨貴食研（大
阪府高槻市）  δお届
け後60日保証  θ小
麦・卵・大豆 

1636    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   玉ねぎと果実酢のクリーミィドレッシング  

  230ml   532円  （税込575円） 

2022        
     オラッチェとんかつソース  
  180ml   277円  （税込299円） 
                 θ小麦・大豆 

2021        
     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） 
                  

29140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

1645    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   カレールウ（中辛）  
  115g×2パック   528円  （税込570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 

1646    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   カレールウ（こども用）  
  115g×2パック   528円  （税込570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 

 韓国料理に欠かせな
い甘辛い唐辛子味噌。
キムチで好評の韓国
食品が手がける本格
派の調味料。    ※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韓国食
品（千葉県匝瑳市）
  δお届け後60日保
証  θ大豆 

1647    υυ       
     コチュジャン  

  220g   604円  （税込652円） 

 有機マスタードと有
機りんご酢が絶妙な
バランス。ウインナー
に添える他、ソース作
りや和え物に。        ■原
産国／フランス    λナ
イキフーズ（埼玉県さ
いたま市）     

1648        
     オーガニック粒マスタード  

  90g   435円  （税込470円） 

 ほのかな苦味が料理
のアクセントに。スー
プやソテーにぱらっ
と振りかけるだけで、
風味の良い一皿に仕
上がります。            λ大地
と自然の恵み（高知
県香美市）     

1649        
     有機乾燥パセリ  

  5g   500円  （税込540円） 

粉・乾物
だし・缶詰など

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物不使用

原料は国産、または
海外産オーガニックが原則

たんぱく加水分解物不使用

                      

 有機質肥料を施し、
農薬を抑えて栽培
した貴重な国産小麦
「キタカミ小麦」を
使用。天ぷらやお菓
子作りに。            λ桜井食
品（岐阜県美濃加茂
市）    θ小麦 

1650    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     国内産薄力粉（契約栽培）  

  500g   486円  （税込525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 

1651    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   498円  （税込538円） 

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

1652    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     九州パンケーキ（ミックス粉）  

  200g   406円  （税込438円） 

限定 300

 北海道北見市常呂町・
斜里郡斜里町の農家
で契約栽培された馬
鈴薯で作りました。と
ろみ付けや唐揚げ作
りに。            λ桜井食品（岐
阜県美濃加茂市）     

1654        
     桜井食品の片栗粉  

  200g   242円  （税込261円） 

イメージイメージ

1655    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194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）     

はじけるような香りと食感はじけるような香りと食感
 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）     

1656    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

 原木栽培で1年半～
3年かけて育てまし
た。肉厚でとろける
ような舌ざわりと絶
妙なしこしこ感をご
堪能ください。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1657    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   761円  （税込822円） 

 原木栽培のしいたけ
を干し上げ、かさの部
分のみをチップ状に
しました。水戻しや刻
む手間が要りません。
            λ菌興椎茸協同組合
（鳥取県鳥取市）     

1658        
     ぱぱっとしいたけ（乾し原木椎茸チップ）  

  30g   555円  （税込599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）     

1659    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   240円  （税込259円） イメージイメージ

1660    NN 10/9お届け週    
     切干し大根  

  50g   248円  （税込268円） 

 宮崎県・和歌山県の
王隠堂農園提携農家
の大根を天日のみで
干し上げた、素朴な味
と歯ごたえの切干し
大根です。            λ王隠堂
農園（奈良県五條市）
  δお届け後45日保証   

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

大根の甘みとうまみがたっぷり大根の甘みとうまみがたっぷり

1661    υυ   NN 10/9お届け週10/9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。※常に冷蔵庫で保存。        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）     

1662    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   青のり  

  8g   590円  （税込637円） 

イメージイメージ

1663    NN 10/9お届け週10/9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

1664    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     天然日高昆布（カット）  

  45g   458円  （税込495円） 

 やわらかく、煮えやす
いのが特徴。煮物や
だしと幅広い用途に
使えます。        ■漁場／
北海道    λかまだ商店
（北海道函館市）     

 濃い味の上品なだし
が取れる羅臼昆布を、
使いやすいサイズにカ
ットしました。            λ西昆
（福岡県古賀市）     

1665    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     羅臼昆布カット  

  60g   680円  （税込734円） 

 上質の利尻昆布を原
料に、純米酢を使用し
て作りました。お吸い
物や麺類などに加え
てどうぞ。            λ日本海
物産（福井県敦賀市）     

1666    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   とろろ昆布  

  60g   494円  （税込534円） 

2045        
  $$   片栗粉  
  200g   230円  （税込248円） 

                  

2051      
     こうや豆腐・うす切り（消泡剤無添加）  
  65g（8枚）   503円  （税込543円） 
                 θ大豆 

2057        
  $$   徳用和風だしパック（いりこ）  
  6g×24袋   589円  （税込636円） 
                 θ小麦・大豆 

2046        
     吉野葛  
  100g   646円  （税込698円） 

                  

2052        
     粉末寒天  

  50g   588円  （税込635円） 
                  

2058        
     おだしのパックじん  
  7g×18パック   1,100円  （税込1,188円） 
                  

2047      
     有機金いりごま  

  50g   235円  （税込254円） 
                  

2059      
     食塩不使用 いぶし銀の自然だし（ボトル）  
  100g   800円  （税込864円） 

                  

             λ井口食品（福岡県福岡市）    θ小麦・大豆 

1671    NN 10/9お届け週10/9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） 

お気にお気に
入り入り
100選100選

お気にお気に
入り入り
100選100選

2048      
     対馬華

はなたけ

茸（干ししいたけ香信）  
  40g   800円  （税込864円） 

                  

2054        
     カットだし昆布（真昆布）  

  70g   427円  （税込461円） 
                  

2060        
  $$   やきとり缶（タレ）  

  80g   297円  （税込321円） 
                 θ小麦・大豆 

2049        
     くるま麩

ふ

スライス  
  8枚   387円  （税込418円） 

                 θ小麦 

2055      
     料理の決め手（混合削りぶし）  
  100g   439円  （税込474円） 

                  

2061        
     オーガニックホールトマト  
  400g   290円  （税込313円） 

                  

2050        
     こだわり高野豆腐  
  96g（6枚）   458円  （税込495円） 
                 θ大豆 

2056        
     厚削節（かつお節）  
  100g   680円  （税込734円） 

               δお届け後45日保証   

2062        
  $$   ゆで小豆  
  160g   267円  （税込288円） 

                  

2053        
         食塩無添加 和風顆粒だし 食塩無添加 和風顆粒だし    

  40g   500円  （税込540円） 
                  

毎日の料理にこくを加える、
ティーバッグの本格だし
鹿児島県産の本枯節、長崎県産の
ウルメイワシ煮干し、北海道産羅
臼昆布、醤油のもとになる熟成も
ろみを配合。もろみを加えること
で、天然のアミノ酸のうまみが加わ
りました。ティーバッグタイプなの
で、こくのあるだしが手軽に取れま
す。毎日の味噌汁や煮物にどうぞ。

30 140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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商品担当の

おすすめ
「お好み焼粉」

10
月
10
日
は
お
好
み
焼
き
の
日
。

み
ん
な
で
ジ
ュ
ー
ジ
ュ
ー
楽
し
も
う
！

加工食品担当　松本 英里子

国産の小麦粉に、国産の山芋パウダーとカツオパウ
ダーをブレンドしました。砂糖と塩も配合しているた
め、卵を加え、水で溶いて焼くだけと手軽に作れます。
ベーキングパウダーや化学調味料などの食品添加物
は一切不使用。カツオのだしがきいて、山芋粉末

がふわっとした食感に焼き上がります。タ
コ焼きにもどうぞ。

 早く煮えて味の良い
北海道東部の昆布を
結びました。３～４人
前にちょうどいい分
量です。            λ西昆（福岡
県古賀市）     

1667    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   結び昆布（おでん・煮物用）  

  40g   364円  （税込393円） 

 良質のカタクチイワシ
を酸化防止剤を使わ
ず煮干しにしました。
風味が良く、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   

1668    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     煮干し  

  150g   709円  （税込766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）     

1669    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     花かつお  

  60g   479円  （税込517円） 

 カビ付けと天日干し
を繰り返して作られ
るカツオ本枯節を削
りました。上品な甘み
がおいしい削り節の
少量パック。            λカネ
サ鰹節商店（静岡県
西伊豆町）     

1670    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     削りぶしパック  

  5g×6袋   361円  （税込390円） 

1672    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機野菜ブイヨンパウダー  

  120g   673円  （税込727円） 

 有機香味野菜をベー
スにスパイスをきか
せた、風味豊かなブイ
ヨン。必要な量だけ使
える顆粒タイプ。        ■原
産国／イタリア    λ日
仏貿易（東京都千代
田区）     

スープや煮込み料理に便利な顆粒タイプスープや煮込み料理に便利な顆粒タイプ

1673   б б   NN 10/9お届け週10/9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）     

1674   б б   NN 10/9お届け週10/9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）     

 新鮮なコーンを使う
から、香りも甘みもい
っぱい。牛乳を加えて
コーンスープなどにど
うぞ。      ※次回、価格変
更します。      λフルーツ
バスケット（静岡県函
南町）     

1675        
     箱売・もろこし畑 北海道産コーンクリーム（粒入り）（24缶）  
  230g×24缶   4,484円  （税込4,843円） 

 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。  「きざみ紅生姜（注文番号
1495）・国産有機野菜・果実使用 関西風お好みソース（注文番号
1638）」とご一緒に。          λ高信産業（東京都武蔵野市）    θ小麦 

1653    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   お好み焼粉  

  300g   496円  （税込536円） 

1676    NN 10/9お届け週10/9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

1677    NN 10/9お届け週10/9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）     

1678    NN 10/9お届け週10/9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）     

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        
     マヌカはちみつＮＰＡ7＋  
  180g  
 4,150円  （税込4,482円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。
        λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

2064        
     九鬼黒ごまセサミン・
圧搾ごま油100％  
  44.1g（490mg×90粒）  
 3,700円  （税込3,996円） 
             λ九鬼産業（三重県四日市市）     

2070        
     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） 

¼  週 9326

             λＣＯＢＯ（神奈川県横浜市）     

1679        
     西表島ウコン＋牡蠣肉エキス（粒）  
  30g（100mg×300粒）   1,886円  （税込2,037円） 
 沖縄県西表島産の秋ウコン粉末を主成
分に、広島県で育てられたカキを使用し
た「牡蠣肉エキス」を配合しました。            λプ
ロスペリティ（大阪府大阪市）     

1680    NN 10/9お届け週10/9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）     

1681    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     コラーゲン粉末  

  90g   4,286円  （税込4,629円） 
 北海道稚内で獲れるエイから抽出したコラーゲ
ンを、粉末状にしました。無添加・有用成分100
％で作った、栄養補助食品です。1日2～3ｇを目
安にどうぞ。            λ丸共バイオフーズ（北海道稚内市）     

2065        
     くろず納豆（にんにく入り）・カプセル  
  400mg×62粒  
 1,600円  （税込1,728円） 
             λ日本有機（鹿児島県曽於
市）    θ大豆 

2071        
     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）     

2066        
     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）     

2072        
     麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  
  720ml  
 2,200円  （税込2,376円） 

¼  週 9329

             λ堤酒造（熊本県あさぎり
町）    θ大豆 

 清酒用天然酵母（蔵付き酵母）とパン発
酵用酵母が腸へ。さらに約100種の植物
による発酵エキスを配合。            λなごみコー
ポレーション（神奈川県横浜市）    θ大豆 

1682    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     お試し・瀧の酵母 14包  
  30.8g（2.2g×14包）   2,593円  （税込2,800円） 

 山口県産れんこんの粉末
と南九州産本葛粉を混ぜ
合わせ、麦芽（大麦の芽）
で糖化させました。そのま
まなめる他、お湯で薄め
ても。    ※来年５月頃までの
取り扱い予定。        λいんや
ん倶楽部（大阪府吹田市）     

1683        
     れんこん湯エキス  

  160g   2,300円  （税込2,484円） 

 北海道産の有機ごぼ
うを皮まで丸ごと使
用。香ばしくまろやか
な味わいで、飲みやす
いお茶です。            λ小川
生薬（徳島県東みよ
し町）     

1684        
     国産有機ごぼう茶  

  18g(12袋)   500円  （税込540円） 

2067        
     コラーゲンプラス低分子ヒアルロン酸  
  112g  
 3,500円  （税込3,780円） 

¼  週 9320

             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

2073        
     国産有機
黒豆ほうじ茶  
  40g（20袋）  
 498円  （税込538円） 
             λ小川生薬（徳島県東みよし
町）    θ大豆 

2068        
     瀧の酵母 30包  
  66g(2.2g×30包)  
 4,700円  （税込5,076円） 

¼  週 9323

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

2074        
     日本の恵みそのまま茶（16種ブレンド）  
  300g  
 500円  （税込540円） 

             λ小川生薬（徳島県東みよし町）     

健康応援
食品 登録すると

で

お得
週0000

                      

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

お得
週0000

イメージイメージ

新商品

イメージイメージ

     ※1歳未満の乳児には使用しないでください。※商品には万全を記していますが、万が
一ノズルが外れた場合、誤飲にご注意ください。    ■原材料／有機アロエベラ液汁、ハ
チミツ、プロポリスエキス、〔1006〕有機セイヨウハッカ油・〔1007〕有機オレンジ果皮
油、有機カミツレ油、セイヨウノコギリソウエキス、有機ホソババレンギクエキス、有機チ
ョウジエキス、チョウジつぼみ油、アルテア根エキス、有機オリーブ葉エキス、塩化Na、
グリセリン、エタノール、増粘剤、酸化防止剤、甘味料、香料■原産国／オーストラリア
    λたかくら新産業（東京都港区）     

限定各1000

   のどにスプレー
マヌカハニー＋アズレン      

  25ml   1,400円  （税込1,512円）
 1006       ミント              

 1007       オレンジ                                                                                       

タスマニア産のマヌカハニー、カモ
ミール由来のアズレン他、各種オ
ーガニック食品を使用したのどス
プレーです。

オーガニック食品で
のどをサポート

1006 1007

31140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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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

むっちりしていて、しっかり
よもぎの味がします。解凍

しているときから良い香りがして、
粒あんも甘過ぎず上品です。

（れこちゃんさん）

よもぎの味と香りがよもぎの味と香りが
しっかりしていますしっかりしています

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

                      

 生地にサラダ油を加える代わりに生クリームを使
い、国産抹茶を多く使った、こくのある濃厚な味わ
い。        ■サイズ／直径約13cm    λパスティーフーズ（栃
木県さくら市）  δお届け後30日保証  θ小麦・卵・乳 

1685    ττ       
     パスティーフーズのシフォンケーキ（濃厚抹茶）  

  1コ   1,168円  （税込1,261円） 

イメージイメージ

 加工でん粉や乳化剤などを使わず焼き上
げた生地に、なめらかな口当たりのクリー
ムをたっぷりと塗り重ねました。            λ丸きん
まんじゅう（佐賀県佐賀市）    θ小麦・卵・乳 

1686    ττ       
     ロンドーレのミルクレープ  

  120g(2コ)   500円  （税込540円） 

限定500

苦味と甘さのバランスが絶妙な苦味と甘さのバランスが絶妙な
甘過ぎないビターな大人のタルト甘過ぎないビターな大人のタルト

濃厚なチョコレートフィリングと、
サクサクと歯ごたえの良いココア
味のクッキー生地が絶妙にマッ
チ。アクセントに苦味のきいたキ

ャラメルソースをの
せ、おしゃれにデコ
レーションしました。

         ■サイズ／直径約15cm    λムーラン ナ 
ヴァン（静岡県函南町）  δお届け後15日
保証  θ小麦・卵・乳 

1689    ττ       
  $$   タルト オ ショコラ  

  1コ   1,568円  （税込1,693円）  米粉45％の生地にオーガニックドライいちじくを混ぜ、し
っとり焼き上げました。味噌とみりんが隠し味です。        ■サ
イズ／上面約11×8×高さ4.5cm    λナチュランド本舗（東
京都多摩市）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

1687    ττ       
  $$   いちじくと米粉の和風パウンドケーキ  

  1コ   896円  （税込968円） 
 丹那のヨーグルトに国産レモンの果汁をたっぷり加えた
さわやかな酸味のタルト。リキュールで華やかな香りに
仕上げました。        ■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 

1688    ττ       
     檸檬のタルト  

  1コ   1,416円  （税込1,529円） 
 国産小麦粉のシュー皮に、牛乳とココアの風
味を生かしたアイスがたっぷり。大地宅配基
準で作ったヒロタのシューアイスです。            λ洋
菓子のヒロタ（千葉県芝山町）    θ小麦・卵・乳 

1690    ττ       
  $$   ヒロタのシューアイス（チョコ）  

  43ml×6コ   767円  （税込828円） 

 もち米も黒豆も北海道産。もち生地にふっくら蒸し
た黒豆を加え、程よい甘さの粒あんをぎっしり詰め
ました。    ※製造上の都合でバラでの凍結となってい
ません。        λ吉川食品（北海道砂川市）    θ小麦・大豆 

1691    ττ       
     北海道黒豆大福  

  70g×5コ   536円  （税込579円） 
 塩をほんのりきかせたもちもちの生地の中には、
上品な甘さの粒あん。一級菓子製造技能士の自
慢の逸品です。    ※１０月頃までの取り扱い予定。
        λ松屋（京都府城陽市）  δお届け後45日保証   

1692    ττ       
  $$   宇治松屋の塩大福  

  4コ   933円  （税込1,008円） 
 人気の釜餅、2種が１パックに！ よもぎの
香りと、古代米（黒米）の粘りを楽しめま
す。        ■セット内容／よもぎ・古代米各2コ
    λ熊野鼓動（和歌山県田辺市）    θ大豆 

1694    ττ       
     熊野本宮 釜餅2種セット（よもぎ・古代米）  

  55g×4コ   778円  （税込840円） 
 もち米を半つきにして、上品な甘さの粒
あんとこしあんで包みました。    ※解凍は
常温でゆっくりと。        λ平和堂（山梨県甲
府市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1695    ττ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   おはぎ（粒・こし）  

  60g×各3コ   859円  （税込928円） 
 おもちにほんのり甘みがあり、そのまま
でも、あんこやきな粉と一緒でもおいし
い。    ※次回取り扱いは来年９月頃予定。
        λ港製菓（新潟県新潟市）    θ小麦 

1696    ττ       
  $$   お月見団子  

  20g×14コ   738円  （税込797円） 

限定1000

 国産天草で作った寒天、北海道産小豆の粒あん、沖縄県産黒
蜜のセット。    ※フルーツは入っていません。※１０月頃までの取
り扱い予定。    ■セット内容／（寒天130g・あん40g・黒蜜25g）
×2パック    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後15日保証   

1697    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     あんみつ（黒みつ付き）  

  2パック   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

1698    υυ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     王隠堂の完熟南高梅ゆずシロップ漬け  

  150g   582円  （税込629円） 

 南高梅を塩漬けせず、
直接ゆずシロップに
漬け込み、いわゆる
梅干しとは異なる味
わいに仕上げました。
            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）  δお届け
後20日保証   

ほんのり甘くさわやかな梅のスイーツほんのり甘くさわやかな梅のスイーツ

 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 

1693    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 
 国産小麦を使った皮と、北海道産小豆の
粒あんが、相性抜群。小腹が空いたとき
にぴったり。    ※電子レンジ専用品です。
        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1699    ττ   NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   ミニたい焼き  

  320g（8コ）   538円  （税込581円） 
 北海道産の大納言小豆を蜜漬けし、寒天
で固めて乾燥させた銘菓「出雲」。生姜の
粉末を入れた新しい味わいです。            λ福田
屋（島根県松江市）  δお届け後10日保証   

1700        
     松江銘菓 出雲 出

しゅつさい

西しょうが  
  6コ   1,100円  （税込1,188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）     

1701    NN 10/9お届け週10/9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 

1702    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
 香料に頼らず、温州みかんのストレート混濁果
汁をたっぷり使った、一口サイズのゼリーです。
    ※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   

1704    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ミニカップゼリー（みかん）  

  22g×12コ   350円  （税込378円） 
 新農業研究会のりんご果汁にこんにゃく
粉と寒天を使用。            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1705    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   飲むこんにゃくゼリー（りんご）5コパック  

  130g×5コ   779円  （税込841円） 

 八ヶ岳南麓で育った乳牛の生乳と練乳、
砂糖、いちご、寒天のみで作りました。食
べやすい小さめサイズ。            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       
     アイスキャンディ（いちごミルク味）  

  60ml×4本   668円  （税込721円） 
 豆腐屋さんのおからと、国産の小麦粉を練り
上げ、香ばしく揚げました。小分けで持ち運び
にも便利です。            λおとうふ工房いしかわ（愛知
県高浜市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1708    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     きらず揚げ（しお）20g×4パック  

  20g×4パック   262円  （税込283円） 
 バターとくるみをたっぷり使用。サクッと
した歯ざわりと、くるみが香ばしいクッキ
ーです。            λマリーレン（埼玉県本庄市）
  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

1711    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     マリーレンのクルミクッキー  

  80g   438円  （税込473円） 

限定 1000

 国産の小麦粉とグルテンで作ったお麩に
黒砂糖を絡めた昔ながらのお菓子です。
            λミサワ食品（東京都足立区）  δお届け
後45日保証  θ小麦 

1712    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     麩菓子  

  12本   279円  （税込301円） 
 農薬不使用で栽培された3種の山形県産
大豆を煎ってミックス。品種ごとの風味が
引き立っています。            λしらたかノラの会（山
形県白鷹町）  δお届け後30日保証  θ大豆 

1713        
     三色煎り豆  

  75g   350円  （税込378円） 

 牛乳、卵、生クリームの濃厚な味わいに国産
大豆の豆乳を加えてまろやかな味に仕上げ
ました。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県高
浜市）  δお届け後14日保証  θ卵・乳・大豆 

1703    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     和らぎ濃厚豆乳プリン  

  100g×2コ   267円  （税込288円） 

ムーラン ナ ヴァン
加藤 祥恵（さちえ）さん

今週の
おすすめ

32 140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 3ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど
お気に入り
～会員さんより～

わたしの

自家製ヨーグルトのトッ
ピングにあれこれ試して

みましたが、これに行きついて以
来、大のお気に入りです。とても
おいしくいただいています。

（kちゃんさん）

 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 10/9お届け週10/9お届け週    
     黒糖くるみ  

  110g   659円  （税込712円） 
 オーガニックのアーモンドとごまをふんだんに混
ぜ込みました。レーズンとアガベのやさしい甘み。
    ※同時配布チラシをご覧ください。    ■原産国／カ
ナダ    λむそう商事（大阪府大阪市）    θ落花生 

1715        
     有機フルーツ＆ナッツバー・アーモンド  

  1本   298円  （税込322円） 

1716        
     有機フルーツ＆ナッツバー・ザクロ  

  1本   298円  （税込322円） 
 濃縮したザクロ果汁を、有機のドライフルーツやナ
ッツと合わせました。甘酸っぱい味わいを楽しめ
ます。    ※同時配布チラシをご覧ください。    ■原産国
／カナダ    λむそう商事（大阪府大阪市）    θ落花生 

 平飼卵、北海道のて
んさい糖を使った、た
まごボーロ。食べき
りサイズの7袋入り。
            λ田中屋製菓（東京
都品川区）    θ小麦・
卵・乳 

1707    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   たまごボーロ（食べきりパック）7袋入り  

  20g×7袋   379円  （税込409円） 

 王隠堂農園の梅肉エキスを使用し、甘酸
っぱくてどことなく懐かしさを感じる素
朴な味わいです。            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1717    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     梅肉エキス飴  

  80g   300円  （税込324円） 
 大地を守る会の生産者の米を使った生地
を、だし醤油や黒こしょうで味付け。割れ
せん入りでお得。            λ松崎米菓（埼玉県深
谷市）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1718        
     黒胡椒せんべい 無選別（割れ含む）  

  90g   349円  （税込377円） 
 長野県産のもち米を使用。塩だけでシンプルに味付けしたおか
きに、有機醤油で味付けした北海道産の大豆と黒豆をミックス。
        ■セット内容／大豆入り・黒豆入り塩玄米おかき各30g    λ富士
見堂（東京都葛飾区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1719        
     富士見堂の塩玄米おかき（大豆＆黒豆）  

  30g×2種   498円  （税込538円） 

 サクッとした口当たり
と豊かな風味、程よい
甘さで、とてもリッチ
な味わいです。            λマ
リーレン（埼玉県本
庄市）  δお届け後45
日保証  θ小麦・卵・乳 

1710    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     マリーレンのプレーンクッキー（ダイヤ型）  

  80g   415円  （税込448円） 

限定 1000

 ゆずが香るメレンゲでおせんべいを包み、さわや
かな甘さに焼き上げました。食品添加物は使って
いません。    ※次回取り扱いは来年4月頃予定。        λア
リモト（兵庫県加西市）  δお届け後60日保証  θ卵 

1720        
     ゆず米せんべい  

  60g   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）     

1722    NN 10/9お届け週10/9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） 

1723   б б   NN 10/9お届け週10/9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   

 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 

1709    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302円） 

 酸味が少なく甘みの
強い、トルコ・マラティ
ア地方産の有機あん
ずを使用。砂糖不使
用、無漂白です。            λノ
ヴァ（埼玉県北本市）     

1724        
     ノヴァの有機干しあんず  

  100g   690円  （税込745円） 

 白い品種の大きめサ
イズのいちじく。種の
つぶつぶした食感と
凝縮された甘みが特
徴です。        ■原産国／
トルコ    λノヴァ（埼玉
県北本市）  δお届け
後60日保証   

1725    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  

  150g   760円  （税込821円） 

 グリーンレーズンを天
日で乾燥させました。
オイルコーティングを
していないので、自然
の甘みと酸味を楽し
めます。        ■原産国／
イラン    λバイオシード
（東京都台東区）     

1727    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     古代ペルシャの宝物 グリーンレーズン  

  100g   450円  （税込486円） 

肉厚で、香りの良さが違う肉厚で、香りの良さが違う
有機栽培のドライプルーン有機栽培のドライプルーン

種付きのオーガニックプルーン。
種入りのまま乾燥させるため果肉
が厚く、香りが良いのが特徴です。
朝食のおともやお子さんのおやつ
に、毎日の習慣としてお召し上が
りください。

         ■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   

1721    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ノヴァの有機プルーン（種つき）300g  

  300g   1,330円  （税込1,436円） 

 イタリア産オーガニッ
クアーモンド。甘みと
香ばしさを生かすオリ
ジナルロースト。おつ
まみ、お菓子作りなど
にどうぞ。        ■原産国／
イタリア    λノヴァ（埼
玉県北本市）  δお届
け後60日保証   

1728    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ノヴァの有機ローストアーモンド  

  90g   720円  （税込778円） 

 ピスタチオ、アーモン
ド、カシューナッツ、く
るみの4種類をミック
ス。ナッツ本来のおいし
さが楽しめます。      ■原
産国／アメリカ、カンボ
ジア、スリランカ      λ第
３世界ショップ（プレ
ス・オールターナティブ）
（東京都目黒区）  δお
届け後60日保証   

1730    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     よくばりナッツミックス（油・食塩不使用）  

  80g   639円  （税込690円） 

2080        
     きらず揚げ（しお）  
  160g   315円  （税込340円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

2086        
     島醤油せんべい  

  80g   265円  （税込286円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

2081        
     シリアル・バー（ハードクッキー）  
  10枚   379円  （税込409円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2087        
     ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   549円  （税込593円） 
               δお届け後60日保証   

2076    υυ      
     豆乳ぷりん（黒ごま）  
  80g×4コ   350円  （税込378円） 
               δお届け後21日保証  θ卵・大豆 

2082        
     カシューナッツ（カレー味）  

  60g   549円  （税込593円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦 

2088        
     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） 
                  

 レーズン、クランベリー、く
るみ、スライスアーモンドの
ミックスです。    ※今週は通
常の2倍ポイントです。    ■原
産国／アメリカ    λ第3世界
ショップ（プレス・オールタ
ーナティブ）（東京都目黒
区）  δお届け後50日保証   

1726    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   569円  （税込615円） 

2077        
  $$   ミニカップゼリー（りんご）  
  22g×12コ   330円  （税込356円） 
               δお届け後60日保証   

2083      
     れんこん生姜飴  

  80g   285円  （税込308円） 
                  

2089        
     第3世界ショップのくるみ  

  65g   639円  （税込690円） 
               δお届け後60日保証   

2078      
     つぶ子ちゃん（サクッと一口ようかん）  

  80g   406円  （税込438円） 
               δお届け後60日保証   

2084        
     富士見堂の小丸揚げせんべい  
  14枚   398円  （税込430円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

2090        
     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） 
               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        
     しっかり醤油味のせんべい  

  8枚   329円  （税込355円） 
               δお届け後75日保証  θ小麦・大豆 

2091      
     北海道産焼きあたりめ  

  45g   456円  （税込492円） 
               δお届け後60日保証   

ドライフルーツなど

1729    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     第3世界ショップのカシューナッツ（食塩不使用）  

  70g   639円  （税込690円） 

 クリーミーで甘みの
強いスリランカ産の
大粒カシューナッツ
を、食塩を使用しない
でローストしました。
        ■原産国／スリラン
カ    λ第３世界ショップ
（プレス・オールター
ナティブ）（東京都目
黒区）  δお届け後60
日保証   

2075        
     フルーツ・バーフルーツ・バー（ハードクッキー）（ハードクッキー）    
    10枚 10枚     380380円円    （（税税込込410410円）円）  

               δお届け後45日保証  θ小麦 
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自家製ヨーグルトの自家製ヨーグルトの
トッピングにしていますトッピングにしています

33140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

飲 料定番
飲料

登録すると
で

お得

週0000

毎週 0000
隔週 0000

                      

1733      NN 10/16お届け週10/16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）     

限定150

1734    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュース（北海道産野菜使用）  
  160g×30缶   5,219円  （税込5,637円） 
 りんごを加えて飲みやすくしました。人参は
濃縮還元汁を使用。    ※原料のほうれんそう
の黒っぽい繊維質が沈殿する場合がありま
す。        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

限定80

1731    NN 10/9お届け週10/9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

1735    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   キャロットジュース10本  
  125g×10本   1,224円  （税込1,322円） 
 さんぶ野菜ネットワークの人参を使用。
くせがなくて飲みやすい濃縮還元汁。人
気の飲みきりサイズ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

毎週 9339 隔週 9340

1736    NN 10/9お届け週10/9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。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

¼  週 9344

1737    NN 10/9お届け週10/9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）     

1732    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
             λ日本デルモンテ株式会社（長野県千
曲市）     

¼  週 9335

 大地を守る会の生産
者の人参を搾り、り
んご果汁を合わせて
飲みやすくしました。
人参は濃縮還元汁使
用。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1738    NN 10/16お届け週10/16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）     

1739    NN 10/9お届け週10/9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。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1740    NN 10/9お届け週10/9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） 

1741    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     箱売・温州みかんジュース３０缶  
  160g×30缶   5,780円  （税込6,242円） 

 長崎県で契約栽培し
た温州みかんのスト
レート果汁ジュース
です。フレッシュな味
わいをどうぞ。            λフル
ーツバスケット（静岡
県函南町）     

温州みかんのフレッシュな味温州みかんのフレッシュな味

1742    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     お試し・有機アップルサイダー＋レモン（無加糖）6缶  

  250ml×6缶   819円  （税込885円） 
 有機りんご果汁、有機レモン果汁、広島
県の天然水で作ったサイダーです。            λ光
食品（徳島県上板町）     

 貴重な有機「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）     

1743    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     樽井さんの有機 特上煎茶  

  100g   1,389円  （税込1,500円） 

 土作りを大切に、福
岡県八女郡で農薬不
使用で栽培されたお
茶。甘みがあり、口当
たりもやわらか。      ※価
格変更します。      λい
りえ茶園（福岡県八
女市）     

1744        
     いりえ茶園の八

や め ち ゃ

女茶  
  100g   1,199円  （税込1,295円） 

 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）     

1745    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   600円  （税込648円） 

1747    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     まるごと粉末茶 有機煎茶  

  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
 有機栽培された一番摘みの茶葉を丸ご
と微粉末にしました。水にも比較的溶け
やすく、飲みやすいお茶です。            λエコワン
（神奈川県横浜市）     

1748    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     まるごと粉末茶 有機発芽玄米緑茶  

  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
 有機栽培された一番摘みの茶葉と有機
発芽玄米を微粉末にしました。玄米が香
ばしく飲みやすいお茶です。            λエコワン
（神奈川県横浜市）     

 栽培期間中農薬不使
用の国産六条大麦を
使用。強火で二度焙
煎し、香ばしく仕上げ
ました。水出しもでき
ます。            λ川原製粉所
（東京都練馬区）     

1750        
  $$   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   558円  （税込603円） 

1751   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,300円  （税込2,484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）     

ごくごく飲めるノンカフェインごくごく飲めるノンカフェイン  赤いルイボス茶に比べて淡い
味わい。煮出しても、急須でお
茶のように淹れても美味。    ※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。※茶葉は緑色ですが、
若干赤みをおびた色が出ます。
※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）     

1752        
     みどりのルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,300円  （税込2,484円） 

2092        
  $$   原さんのりんごジュース  
  1000ml   832円  （税込899円） 
                  

2098        
     有機屋久島茶  
  80g   1,080円  （税込1,166円） 
                  

限定 200

2093        
  $$   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）  
                  

2099        
     宇治・有機 抹茶  
  30g   1,000円  （税込1,080円） 
               δお届け後45日保証   

2094      
     箱売・箱売・有機ぶどうサイダー＋レモン有機ぶどうサイダー＋レモン（無加糖）（無加糖）    
  250ml×30缶     250ml×30缶   4,2004,200円  円  （（税税込込4,5364,536円）円）  
                  

2100        
  $$   特撰 職人香味焙煎 むぎ茶パック（国産六条大麦使用）  
  10g×20包   266円  （税込287円） 
                  

 京都府宇治産の有
機栽培茶葉を使用し
た、有機ほうじ茶。昔
ながらの釜炒り焙煎
方法で仕上げました。
冬はホット、夏はアイ
スで。            λ堀田勝太郎
商店（京都府宇治市）     

1746    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     宇治・有機 釜炒りほうじ茶  

  200g   600円  （税込648円） 

1749        
     有機屋久島紅茶（ティーバッグ）  
  36g(3g×12袋)   640円  （税込691円） 

 屋久島で栽培した日本茶用茶葉を、紅茶
に仕上げました。甘い香りと抑えた渋み
が特徴です。            λ屋久島八万寿茶園（鹿児
島県上屋久町）     

 ペルー豆とメキシコ
豆を７：３でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらいの中細挽き
で仕上げ。            λオルタ
ー・トレード・ジャパン
（東京都新宿区）     

1756   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,278円  （税込1,380円） 

2095        
  $$   松田さんのやすらぎ一番茶  
  100g   949円  （税込1,025円） 
                  

2101        
     有機栽培コーヒー ハチドリのひとしずく（粉）  
  200g   950円  （税込1,026円） 
                  

2096        
  $$   松田さんの煎茶  
  100g   628円  （税込678円） 

                  

2102      
     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） 
                  

限定 200

2097        
     水車むらのせとやみどり（煎茶）  
  100g   750円  （税込810円） 

                  

2103   б  б     
     箱売・神泉水（2L×6本）  
  2L×6本     2L×6本   1,5601,560円  円  （（税税込込1,6851,685円）円）  
                  

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

お得

週0000

毎週 0000
隔週 0000

この時季におすすめ！ 買い置きも、お得なこの機会にどうぞこの時季におすすめ！ 買い置きも、お得なこの機会にどうぞ

34 140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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重たい水は、「定期お届け登録」なら
自宅まで届いて、注文忘れの心配もあ
りません。さらに登録のポイントも付
くのでお得！ 毎週 0000 隔週 0000
¼  週 0000 の4桁の番号を注文書表
面の「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。

定期お届け登録が便利でお得！

水

 高知県産ゆず皮に有
機ゆず果汁、砂糖、本
葛粉などを加えまし
た。お湯や水に溶かし
て飲むか、ジャムのよ
うに使っても◎。            λプ
ロスペリティ（大阪府
大阪市）     

1753    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  

  520g   1,600円  （税込1,728円） 

 有機米麹と有機コシ
ヒカリ玄米だけを使
った、 有機原料100
％、ノンアルコールの
甘酒。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
  δお届け後46日保証   

1754    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機玄米甘酒  

  250g   350円  （税込378円） 

1755    υυ   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     木曽の手造り甘酒  

  350g   600円  （税込648円） 
 丹念に造った麹で、お米の甘みを引き出し
ました。凍らせてシャーベットにしても美
味。お好みの濃さに薄めてどうぞ。            λ小池
糀店（長野県木曽町）  δお届け後45日保証   

 ペルー豆とメキシコ
豆を7：3でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらい。挽きたての
香りを楽しみたい方
に。            λオルター・トレ
ード・ジャパン（東京
都新宿区）     

1757    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  400g   1,278円  （税込1,380円） 

 苦味とこくが特徴で、カ
フェ・オ・レにぴったり。
生豆原産国東ティモー
ル。    ※売り上げ金の一
部を「大地を守る会東テ
ィモールこども基金」と
して積み立て、現地の子
どもたちを支援します。
  ※価格変更します。      λオ
ルター・トレード・ジャパ
ン（東京都新宿区）     

1758        
     東ティモール・コーヒー（粉）  

  200g   799円  （税込863円） 

 良質な苦味と豊かな香り
が特徴の東ティモール産
アラビカ種を使用。中深
煎り・中細挽きで深い味
わい。    ※売り上げ金の一
部を「大地を守る会東テ
ィモールこども基金」と
して積み立て、現地の子
どもたちを支援します。
        λオルター・トレード・ジ
ャパン（東京都新宿区）     

1759        
  $$   東ティモール・ドリップバッグコーヒー  

  8g×10パック   691円  （税込746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。    ※次回取り
扱いは来年５月頃予定。
        λオルター・トレード・ジ
ャパン（東京都新宿区）     

1760        
     ＡＴＪリキッドコーヒー・ペルー（無糖）  

  1000ml   551円  （税込595円） 

 牛乳150mlにティー
スプーン約3杯（8g）
を混ぜて温めてくだ
さい。砂糖はお好み
で。砂糖不使用なの
でお菓子作りにもお
すすめです。        ■原産
国／オランダ    λムソー
（大阪府大阪市）     

1761        
     オーガニックブラックココア  

  120g   590円  （税込637円） 

隔週 9346
毎週 9345

 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）     

1762   б б   NN 10/9お届け週10/9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） 

 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）     

1765   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9354 隔週 9355

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。

                      

1767    υυ       
  $$   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。    ※次
回取り扱いは来年７月頃予
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
 栽培期間中農薬不使
用米を使った、まろ
やかな飲み口の本格
米焼酎。ロックや水
割り、お湯割りでどう
ぞ。        ■アルコール度
数／25度    λ山崎本
店酒造場（長崎県島
原市）     

1768    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     野
の ら

良でお昼寝  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 

 信州で栽培されてい
る品種「竜眼」を仕込
んだ、辛口ですっき
りとした味。酸化防
止剤不使用。        ■アル
コール度数／12％
    λ林農園（長野県塩
尻市）     

1769    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381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）     

1770        
     五一わいん スパークリング・ロゼ  
  500ml   1,219円  （税込1,317円） 

 有機栽培したカベルネ・ソー
ヴィニヨンを使用。きめ細か
い渋みと果実の風味が絶妙で
す。    ※売り上げ金の1％を「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を支援
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／14％    λプロス
ペリティ（大阪府大阪市）     

1771    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・カベルネ（赤）  

  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。    ※酸化防
止剤使用。    ■アルコ
ール度数／12.5％
    λサザンクロス（東
京都西東京市）     

1772        
     アタマイビレッジ ソーヴィニヨンブラン（白）  

  750ml   3,300円  （税込3,564円） 

 白ワインにオレンジ、
レモン、シナモンの風
味が溶け込み、すっ
きりとした味わいで
す。オン・ザ・ロックな
どお好みの飲み方で
どうぞ。    ※酸化防止
剤使用。    ■アルコー
ル度数／7％    λＧＲＮ
（富山県高岡市）     

1773    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ラ・サングリア ブランコ（白）  

  750ml   960円  （税込1,037円） 

1774    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     有機農法ビール 24缶  
  350ml×24缶   6,720円  （税込7,258円） 
 ドイツ産の有機麦芽とホップを使用。マス
カットを思わせるほのかな香りとふくよか
でバランスの良い苦味。        ■アルコール度
数／5％    λ日本ビール（東京都目黒区）     

1775    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     箱売・ノンアルコールビール龍馬1865・24缶  
  350ml×24缶   2,880円  （税込3,110円） 

 プリン体ゼロ、ビール
のカロリー62.5％カ
ット、アルコール分０
％。本格的な辛口を
楽しめます。添加物
不使用。            λ日本ビール
（東京都目黒区）     

キリッと辛口、ノンアルコールビールキリッと辛口、ノンアルコールビール

2107    υυ      
     風の谷のビール ピルスナー 6本  
  330ml×6本   2,790円  （税込3,013円） 
               εお届け後45日保証   

2105        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 
                  

2108      
     いわて蔵ビール・くろくら 6缶いわて蔵ビール・くろくら 6缶    
  350ml×6缶     350ml×6缶   1,8601,860円  円  （（税税込込2,0092,009円）円）  
                 θ小麦 

2106        
     井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2109        
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶ンアルコールビール龍馬1865・6缶    

  350ml×6缶   720円  （税込778円） 
                  

1766    NN 10/9お届け週10/9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

             λ岩泉産業開発（岩手県岩泉町）     

   龍泉洞の水               龍泉洞の水            
 1763         2L    247円    （税込267円）   毎週 9348     隔週 9349    

 1764   б  б    箱売   2L×6本   
 1,429円    （税込1,543円）   毎週 9351     隔週 9352                                                                             

1764

毎週 0000 隔週 0000 で登録すると、登録のポイントとして1点につき、龍泉洞の水
（2L）は7ポイント、龍泉洞の水（箱売2L×6本）は71ポイントが付きます。

国内有数のカルシウム含有量を誇る
非加熱のミネラルウォーター
熱を加えず、セラミック膜精密ろ過製法で、天
然のミネラルの味をそのままパックしました。
カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが豊
富で、口当たりがさわやかなおいしい水です。
そのまま飲む他、料理にも。

世界有数の透明度を誇る龍泉洞の地
底湖

岩手県岩泉町採水地

96.8mg/L硬度

天然水から作ったキレのある炭酸水。
ジュースやお酒の割り材にも
自然環境で磨かれた天然水を使用。3
層のフィルターでろ過し、ミネラル分
は残して不純物だけを取り除いた天
然水に、炭酸のみを加えました。その
まま飲んでも、割り材にしても。

¼  週 0000 で登録すると、登録のポイントとして
1点につき108ポイントが付きます。

佐賀県小城市・
長野県木曽町

採水地

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

35140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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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。

軽くて扱いやすい、四万十ひのきのまな板。久々の登場です

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）

定期お届け登録
お届けごとに
200ポイント

すごいです！ 油汚れはよく落ちるし、
敏感肌の私でも手袋なしで洗い物が

できます。 （かめぱんさん）

軽いし、乾きも速いし使い勝手
も良くて大満足です。大事に

使います。ありがとうございました。
 （R.M.さん）

2113        
     根野菜ブラシ  

  1コ   1,600円  （税込1,728円） 

 握りやすく力を入れやすいデザイン。ブナの木柄に豚毛を
植えました。根菜の皮を傷付けずに泥を落とせます。  お届
け時期注意10／9～13に通常配送でお届けおよびご請
求します。    ■材質／ブナ（秋田県産）、ブラシ：豚毛、アマニ
油他仕上げ  ■サイズ／縦10.8×横3.8×厚さ3.8cm    λ赤
田刷毛工業（岐阜県中津川市）     

2114        
     ひのき軽量まな板  

  1枚   2,300円  （税込2,484円） 

 角材をつなぎ合わせ、反りにくく、薄く仕上げま
した。軽いので取り扱いもらくです。  お届け時
期注意10／9～13に通常配送でお届けおよ
びご請求します。    ※食器洗い乾燥機不可。■原
材料／ヒノキ、接着剤  ■サイズ／39×24×厚さ
1.5cm、重さ600g（乾燥時）    λ土佐龍（高知県
須崎市）     

2115    NN 10/16お届け週    
     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。  2点以上注文すると1点あたり5ポイン
ト付与します。    ※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）     

 油汚れをしっかり落とします。りんごの香り。      〔2117・
2186〕※酸性の汚れ（酢、ドレッシング、マヨネーズ、
果汁など）は水やお湯ですすいでから洗ってください。
〔2186〕※ボトルの容量より多めです。      λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

   パックスナチュロン400番液状台所石けん            
 2117     ボトル  

  500ml   450円    （税込486円）      
 2186   б  б    詰替用   

 900ml   690円    （税込745円）                                                                               
2116        
     パックスナチュロンキッチンスポンジ4コ組  

  1セット   590円  （税込637円） 
 目が粗いので泡立ちや水切れが良く衛生的。研磨
剤などを含まないので、食器を傷付けません。        ■セッ
ト内容／ピンク・ブルー各2コ■サイズ／10.5×7×
3.5cm    λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 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）     

2147    NN 10/16お届け週    
     パックスナチュロン
ハンドクリーム  

  70g   760円  （税込821円） 

ヘルス＆
ビューティー

                      

2118    NN 10/16お届け週10/16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）     

2119    NN 10/16お届け週10/16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   890円  （税込961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）     

 無香料の透明石けんです。グリセリン、ス
クロースを加え、保湿効果を高めていま
す。            λ暁石鹸（三重県四日市市）     
2120        
     オリブローヤル化粧石けん  
  100g×3コ   1,000円  （税込1,080円） 

 沖縄県産のくちゃとモロッコ溶岩クレイ
で作りました。弾力のある泡で、毛穴の
汚れまですっきり洗顔できます。            λクル
ード（大阪府大阪市）     

2121        
     ちゅらなちゅら 海泥フェイシャルスパ（泡立てネット付）  

  60g   1,680円  （税込1,814円） 

 ビワ葉のエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。きめ
を整え健やかな肌へ。
肌トラブル防止にも。
      ■使用の目安／開封
後2カ月      λアマナクラ
（神奈川県鎌倉市）     

2122    NN 10/9お届け週10/9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）     

2123    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     すぎな水（化粧水）  
  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

2124        
     ムーンピーチ アウェイクハイドローション100ml  

  100ml   5,500円  （税込5,940円） 

 優れた抗酸化作用を
持つ月桃と、白樺を低
温で蒸留したエキス
を配合。肌をみずみず
しく整える化粧水で
す。      ■使用の目安／
開封後2カ月      λレセラ
（東京都国分寺市）     限定15

2125        
          ウブスナウブスナ フィトリュクス  フィトリュクス 
ソープソープ（洗顔用枠練石けん）（洗顔用枠練石けん）    
  80g     80g   2,5002,500円  円  （（税税込込2,7002,700円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2127        
     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）     

2126        
     ウブスナ フィトリュクス 
ローション（化粧水）  
  100ml   100ml   4,0004,000円  円  （（税税込込4,3204,320円）円）  
       ■使用の目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京都千代田区）     

2128        
     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）     

他の野菜ブラシも使いましたが、こ
のブラシは毛がへたらないし、野菜

自体を傷つけることもないのでとても良い
商品だと思います。 （アサミさん）

211332113
根野菜ブラシ

手荒れがひどく永年愛用しています。
さらっとしてべたつかず、塗った後すぐ

に子どもの肌に触れても安心！ （えびすさん）

りんごの香り
がすっきりと

していて、さわやか
です。「パックスナ
チュロンキッチンス
ポンジ」と一緒に使
うのがおすすめで
す。 （みかんさん）

2117

2186

水切れが良く、すぐ乾きます。汚れが
よく落ちます。10年来の私の愛用品

です。 (ライオンちゃんさん）

or

P.38 ヘルス＆
ビューティー商品
※アトピー肌ケア
商品を除く

ポイント

2コ得
野菜ブラシ人気No.1※　※2016年の当社野菜ブラシ受注数より。

使って実感！ 愛されるキッチングッズ使って実感！ 愛されるキッチングッズ

   オリザレート            
 2129       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）      
 2130       クリアウォッシュ（洗顔料）   150ml    2,400円    （税込2,592円）      
 2131       スキンローション（化粧水）   80ml    2,000円    （税込2,160円）      

 2132       ルーセントジェル（美容ジェル）   30g    3,400円    （税込3,672円）      
 2133       エッセンスミルク（乳液）   80ml    2,150円    （税込2,322円）      
 2134       モイスチャークリーム   30g    2,300円    （税込2,484円）       

36 140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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 洗顔後の肌を整え、引
き締める化粧水。植
物エキスの働きによ
り潤いを保ち、みずみ
ずしい肌に導きます。
            λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2135        
     ボトル・パックスナチュロンフェイシャルローション（化粧水）  

  100ml   1,370円  （税込1,480円） 

 農薬を使わずに育て
たオールドローズの
蒸留水を1年熟成さ
せ、天然の保湿成分
を加えた化粧水。      ※開
封後は冷蔵庫で保存
してください。■使用
の目安／開封後2カ
月      λフロンティア蓼科
（長野県茅野市）     

2136        
     オールドローズローション（化粧水）  
  100ml   3,600円  （税込3,888円） 

 高麗人参、アロエ、ス
ギナ、ドクダミ、ハトム
ギなど19種類の植物
エキスを配合。生き生
きとしたお肌へと導
きます。      ※においに敏
感な方は冷蔵保存を
おすすめします。      λ淀
エンタープライズ（栃
木県大田原市）     

2137    NN 10/16お届け週10/16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）     

2138    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     いちえ液 保湿美容液  

  50ml   3,700円  （税込3,996円） 

 農薬を使わずに栽培
した、希少な赤バラの
エキスを配合。これ1
本で化粧水からメイ
ク下地までこなしま
す。      ※高温時は冷蔵
庫保管推奨。■使用
の目安／開封後2カ
月      λオーガニックビ
ューティー（東京都中
央区）     

2139    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ローズドビオ ブラッディローズ ジェリー（美容液）  

  40ml   7,000円  （税込7,560円） 

2140    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ＥＧＦディープパワーエキス（美容液）  

  20ml   2,800円  （税込3,024円） 

 お肌にハリとつやを与
えるEGFを高濃度で
配合した美容液。洗
顔後、適量を顔全体
にやさしくなじませた
後、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）     

 ローズ水に白樺の樹
液など保湿成分をた
っぷり配合しました。
      ※製造時期により香
りが異なる場合があ
ります。■使用の目安
／開封後3カ月      λフ
ロンティア蓼科（長野
県茅野市）     

2141        
     オールドローズエッセンス（美容液）  

  30ml   5,200円  （税込5,616円） 

 ビタミンEを多く含む
アルガンオイル。朝や
夜の洗顔後、顔全体
に薄くのばしてくださ
い。ローズの香りで
優雅な気分に。      ■使
用の目安／開封後6
カ月      λフロンティア
蓼科（長野県茅野市）     

2142    NN 10/16お届け週10/16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）     

2143    NN 10/9お届け週10/9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）     

2144    NN 10/9お届け週10/9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） 

2145        
     ローズ＆ハニーシアバター（保湿クリーム）  

  30g   3,800円  （税込4,104円） 

 ローズエキスとシアバターに、保湿成分のホホバオイル
とはちみつを加えました。髪からかかとのかさつきまで
ケア。      ※3歳未満のお子様へのご使用はお控えください。
※高温の場所では液状になる場合があります。■使用の
目安／開封後1年      λフロンティア蓼科（長野県茅野市）     

2146    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     Ｗヒアルロン酸特泉原液  

  30ml   2,000円  （税込2,160円） 

 保湿成分として、浸透
型・豊潤型の高濃度
ヒアルロン酸を配合。
みずみずしくハリのあ
る美肌を保ちたい方
におすすめ。            λクル
ード（大阪府大阪市）     

高分子と低分子のWのパワーでふっくら高分子と低分子のWのパワーでふっくら

 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）     

2147    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     パックスナチュロンハンドクリーム  

  70g   760円  （税込821円） 

 肌を潤すカミツレエ
キスに、なめらかに整
えるマカデミアナッ
ツ油、シアバターを配
合。ラベンダーとベル
ガモットがさわやか
に香ります。      ■使用
の目安／開封後3カ
月      λカミツレ研究所
（東京都江東区）     

2148        
     華かみ つ れ ん密恋 ボディミルク  
  150ml   2,800円  （税込3,024円） 

 17種類の植物エキス
を配合。乾燥や肌荒
れが気になるお肌に。
全身用。            λ淀エンタ
ープライズ（栃木県大
田原市）     

2149        
     いちえ水 ボディローション  
  150ml   2,900円  （税込3,132円） 

 詰替用リフィルです。
明るめの肌色に。薄づ
きでナチュラルな仕上
がり。      ※専用の24ｈパ
ウダーファンデーショ
ンケースにセットして
ご使用ください。      λナ
チュラピュリファイ研
究所（東京都中央区）     

2150        
     24ｈ ノンナノパウダーファンデーション
リフィル（ライトオークル（明るい肌色））  

  1コ   4,200円  （税込4,536円） 

 詰替用リフィルです。
標準的な明るさの肌
色に。薄づきでナチュ
ラルな仕上がり。      ※専
用の24ｈパウダーフ
ァンデーションケー
スにセットしてご使
用ください。      λナチュ
ラピュリファイ研究所
（東京都中央区）     

2151        
     24ｈ ノンナノパウダーファンデーション
リフィル（ナチュラルオークル（標準の肌色））  

  1コ   4,200円  （税込4,536円） 

 小ぶりなブラシで根
元から塗りやすい天
然由来成分100％の
マスカラ。生え際か
らしっかりリフトアッ
プすることで、若々し
い表情をつくります。
石けんで落とせます。
            λ日本グリーンパッ
クス（東京都中央区）     

2152    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     エコリュクス ナチュラルマスカラ ブラック  

  7g   2,000円  （税込2,160円） 

2191        
     ボトル・パックスオリーシャンプー  
  550ml   1,300円  （税込1,404円） 

 オリーブ油を主原料とし、
じっくり熟成した石けんシ
ャンプーです。オリーブス

クワランや天然成分を配合し、髪のきしみ感を和
らげました。マンダリンオレンジのさわやかな香
り。      ※天然成分を使用しているため色や原料臭
が強くなることがあります。※低温時に白濁する
ことがあります。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2192        
     ボトル・パックスオリーリンス  
  550ml   1,300円  （税込1,404円） 

 オリーブスクワラン、
ホホバ油、精油を配合
し、きしみ感のないし

なやかな髪にまとまります。マンダリンオ
レンジのさわやかな香り。      ※天然成分を
使用しているため時間の経過とともに色
や原料臭が強くなることがあります。      λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

 天然由来成分だけで
作った育毛ケア剤。
頭皮を健やかな状態
に導き、強く美しい髪
を育てます。ベタつ
きのない軽い付け心
地。            λクルード（大阪
府大阪市）     

2193        
     玉の髪 薬用養毛エキス  
  120ml   3,800円  （税込4,104円） 

 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）     

2194    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2195        
     薬用リメイニング ブラックヘアリペア（ヘアローション）  

  100ml   4,500円  （税込4,860円） 

 髪の色を作るアミノ酸（チロ
シン）を補う、白髪対策ロー
ション。養毛・育毛成分も配

合しました。      ※染色を目的としたものではありません
ので、多量に塗布しても瞬時に染まることはありま
せん（染毛剤ではありません）。※効果には個人差が
あり、商品の効能・効果を確約するものではありませ
ん。■医薬部外品      λゲオール化学（大阪府大阪市）     

2196        
     パックスナチュロン トリートメント  

  180g   1,200円  （税込1,296円） 

 アルガンオイルやツバキオイ
ルを配合し、パサついて広が
りがちな髪をしっとりまとま
る髪に整えます。      ※天然成分
を使用していますので時間の
経過とともに色や原料臭が強
くなることがあります。      λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

2171        
     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）                   

2175        
     詰替用・
パックス
お肌しあわせハンドソープ  
  300ml   300円  （税込324円）                   

2179      
     詰替用・
パックスオリー
シャンプー  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2183   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
衣類のリンス  
  500ml   380円  （税込410円）                   

2187   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   430円  （税込464円）                   

2172        
     詰替用・
パックスナチュロン
フェイシャルローション
（化粧水）  
  100ml   1,200円  （税込1,296円）                   

2176        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2180      
     詰替用・
パックスオリー
リンス  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2184      
     詰替用・
Ｍ－ｍａｒｋ
台所用液体せっけん  
  280ml   280円  （税込302円）                   

2188        
     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）                   

2173        
     詰替用・
薬用リメイニング
ブラックヘアリペア
（ヘアローション）  
  250ml   6,800円  （税込7,344円）                   

2177   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
シャンプー  
  500ml   690円  （税込745円）                   

2181        
     詰替用・
ローソンフレッシュと
大地を守る会が一緒につくった。
植物性液状洗濯石けん  
  900ml   440円  （税込475円）                   

2185      
     詰替用・
米ぬか台所用
液体せっけん  
  400ml   250円  （税込270円）                   

2189      
     ＳＯＭＡＬＩ
台所用石けん
（詰替え用）  
  1000ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2174   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
ハンドソープ  
  450ml   590円  （税込637円）                   

2178        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   690円  （税込745円）                   

2182   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
洗濯用液体石けん  
  780ml   490円  （税込529円）                   

2186   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
400番液状台所石けん  
  900ml   690円  （税込745円）                   

2190   б  б     
     詰替用・
パックスナチュロン
お風呂洗い石けん  
  450ml   390円  （税込421円）                   

詰替用・日用品など

37140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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 溶け崩れしにくく、浴
用の他、シャンプーや
洗顔にも使える無香
料石けんです。泡立ち
が良く、使い心地もマ
イルド。            λ暁石鹸（三
重県四日市市）     

2197        
     オリブ浴用石けん 10コ入り  
  110g×10コ   1,700円  （税込1,836円） 

2198   б б   NN 10/9お届け週10/9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）     

2199    NN 10/16お届け週10/16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）     

2200        
     お風呂のせっけん ミント  

  100g×3コ   460円  （税込497円） 

 さっぱりとした使用感でさわやかな気分
になれる、ミントの香り。            λまるは油脂
化学（福岡県久留米市）     

2201        
     ボトル・パックスオリーボディーソープ  
  550ml   1,300円  （税込1,404円） 

 オレイン酸たっぷり
の、お肌にやさしいボ
ディーソープ。全身を

しっとりとやさしく洗い上げます。フロー
ラル＆ハーバルの香り。      ※天然成分を使
用しているため色や原料臭が強くなるこ
とがあります。※低温時に白濁することが
あります。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 天然ハーブエキス、緑
茶エキス、甘草エキス
を配合。ほのかな甘
みでさわやかな使用
感。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2202    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   690円  （税込745円） 

2203    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     パックスソルティーはみがき  

  80g   320円  （税込346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）     

2204        
     オーラルピース 歯みがき＆口腔ケアジェル グリーン  

  75g   1,000円  （税込1,080円） 

 発泡剤や研磨剤、合成
香料・着色料不使用。口
腔内が乾燥しがちな方
にもおすすめ。ミントと
梅のさわやかな味。      ※開
封後は3カ月以内に使い
きってください。      λトラ
イフ（神奈川県横浜市）     

低刺激の口腔ケア健康ジェル低刺激の口腔ケア健康ジェル

2205    NN 10/9お届け週10/9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）     

2206    NN 10/9お届け週10/9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）     

 10種類の和漢生薬を
配合した入浴剤。血
行を促進し、健康な
体へ導きます。      ■医
薬部外品      λほんの木
（東京都千代田区）     

2207        
     長寿元入浴剤  
  50g×10包   3,800円  （税込4,104円） 

2208        
     入浴剤 微笑みの郷 5本組お得セット  
  600ml×5本   5,700円  （税込6,156円） 

 「入浴剤 微笑みの郷」
お得な5本セットで
す。米発酵エキス98

％のスキンケア入浴液で、お肌しっとり。
      ※翌日以降残り湯を沸かしての入浴はお
避けください。■医薬部外品 ■使用の目
安／200Lに対し50ml      λ日本グリーンパ
ックス（東京都中央区）     

2209    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     入浴剤 ＨＰアロマバス（サーキュレーション）ホホバオイル入  

  500g   2,800円  （税込3,024円） 

 冷えが気になる方、肩こり、腰痛でお悩
みの方におすすめ。スッキリとして温か
みのある香りです。      ※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／ラバンジン､カモミ
ール（ローマン）、レモン ■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）     

お風呂で全身しっとりケア♪お風呂で全身しっとりケア♪

2210    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ＨＰブレンド精油 昼夜2本セット  

  1セット   3,000円  （税込3,240円） 

 オン／オフのスムーズな切り替えを
助けてくれる、2種類のブレンド。昼
用は気分がすっきりするさわやかな

香り、夜は落ち着いた香りでゆったりと。      ※原液の肌への直接塗布、
飲用不可。※妊娠中の方や3歳以下のお子様はご使用をお控えくだ
さい。  ■セット内容／ハイパープランツ ブレンドエッセンシャルオイ
ル お昼のさわやかアロマ・ハイパープランツ ブレンドエッセンシャル
オイル 夜のゆったりアロマ各10ml    λ彩生舎（滋賀県近江八幡市）     

2211    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ソルスティックミニ ピンク  

  1コ   2,980円  （税込3,218円） 

 やさしい肌当たりの刃が長
毛・短毛・うぶ毛をきれいにし
ます。震動も少なく、外出先で
もこっそり使える静音タイプ

です。本体の水洗いもOKな防水仕様。  お届け時期注意
10／9～13に通常配送でお届けおよびご請求します。
    ※電池別売（単3アルカリ乾電池1本使用）。  ■サイズ／
直径3×高さ11.3cm    λアルファＰ（長野県松本市）     

気になるうぶ毛を手軽にきれい!気になるうぶ毛を手軽にきれい!

2213    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     シアバターライト（保湿クリーム）100ml  

  100ml   3,300円  （税込3,564円） 

 高い精製度のオーガニックシアバターとスク
ワランをブレンド。乳化剤、保存料を加えて
いない、デリケートなお肌にやさしいコスメ
です。      ※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）     

 濃厚な保湿ローション。
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）     

2212    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ＰＧＡローション（保湿液）330ml  
  330ml   4,950円  （税込5,346円） 

ホーム&
キッチン

国内製造・
国内メーカーを優先

地場産業の商品を応援

                      

2214        
     ＩＨ対応ステンレス浅型実用鍋24cm  

  1コ   2,780円  （税込3,002円） 

 調理中に熱くなりにく
いよう、取っ手を上向き
に付けた浅型鍋です。

  お届け時期注意10／9～13に通常配送で
お届けおよびご請求します。    ※ＩＨ（200V）
対応。  ■サイズ／幅33.2×奥行26.5×高さ
11.3cm、内径24×深さ7cm、重量930g、満
水容量3.2L    λ双葉工業（新潟県三条市）     

おでんや魚の煮付けにどうぞおでんや魚の煮付けにどうぞ

2215        
     おとし蓋（フック付）  

  1コ   598円  （税込646円） 

 鍋に合わせて径が変えら
れる落しぶた。ステンレス
製でにおいがつきにくく、フ
ックにおたまを引っ掛けて

鍋から取り出せます。  お届け時期注意10／9～
13に通常配送でお届けおよびご請求します。      ■サ
イズ／フリーサイズ径16～23cm、フック含む高
さ2.5cm、重量140g    λ下村工業（新潟県三条市）     

鍋に合わせて大きさを変えられます鍋に合わせて大きさを変えられます

2216        
     スタッキングミニ角ざる3コ組  

  1セット   2,000円  （税込2,160円） 

 下ごしらえやお弁当の準備
に便利な小ぶりの角ざるセ
ット。積み重ねて水切りがで

き、収納も省スペースです。  お届け時期注意10／9～
13に通常配送でお届けおよびご請求します。      ■サイズ
／幅15.7×奥行11×高さ5.8cm、内寸：幅14×奥行9.5
×深さ5cm、3コ交差重ね時：高さ16.5cm､3コ収納時：
高さ7.2cm、重量82g（1コ）    λ下村企販（新潟県燕市）     

重ねて使えるのでキッチンが広く重ねて使えるのでキッチンが広く

 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10／9～13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）     
2217        
     小分けプチボウル 3コ組  

  1セット   1,200円  （税込1,296円） 

 生でもゆでた後でも、とうもろこしの粒を芯からざくざく外
せます。かじりにくい方にも便利なツールです。      ※食器洗
い乾燥機対応。  ■サイズ／幅4×奥行19.5×高さ2.3cm、
内径3.2cm、重量60g    λ下村工業（新潟県三条市）     
2218        
     フルベジ とうもろこしカッター  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

2219        
     フィトンα虫よけ吊り下げタイプ  

  2コ   1,320円  （税込1,426円） 

 植物から抽出した、虫が苦
手な芳香成分をたっぷり配
合。室内やベランダ、ベビー
カーなど、虫が気になる場
所に吊してお使いください。
農薬成分は一切不使用。効

果は30～40日。      ■有効期間（約）／開封後30日～
40日、未開封1年 ※長さ調節可能なひも付き。※有
効期間は条件によって異なる場合があります。  ■セ
ット内容／2コセット■サイズ／縦15.7×横10×厚
さ1cm    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

2220        
     ユーカリプタススプレー天使の霧  
  300ml   3,900円  （税込4,212円） 

 高い抗菌力を持つブル
ーマリー種のユーカリを
使用。さわやかな香りで
ヒョウヒダニを弱らせ、
忌避します。純度100％
で揮発性が高く、布団や

床、クローゼットにも。      ※30℃以下の所で保管
し、直射日光の当たる場所や、炎・暖房器具のそ
ば・自動車の中などに置かないでください。  ■サ
イズ／5.8×5.8×20.7cm、重量260g    λはっと
り・メディカル・サービス社（岐阜県岐阜市）     

 お風呂場の洗浄剤としての機能に加え、
BN菌の効果により排水管を洗浄し、に
おいの元となる汚れを除去します。            λ明
治フードマテリア（東京都中央区）     

2221    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ボトル・洗浄消臭剤 ほっといて（お風呂場用）  

  400ml   1,200円  （税込1,296円） 

 除虫草・除虫菊が主原料の忌避効果があるせんこう。合成着色剤は
不使用。      ※総ピレトリンとして0.1％。※1巻約3時間使用可。※直射
日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。保存状態
が悪いとカビが発生したり、着火しにくくなったり立ち消えが起こる
場合があります。  ■サイズ／6.5×7cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2222    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     菊花せんこう角型ミニサイズ（ハッカ入り）  

  32巻   710円  （税込767円） 

 虫よけ作用のあるオイルをスギ間伐材にしみ込ませま
した。さわやかで甘い柑橘系の香りも楽しめます。消
臭・脱臭効果も。      ■使用の目安／開封後約6カ月 ■使
用量の目安／引き出し約50Ｌ（83×40×15cm程度）に
2コ、ふた付衣装ケース約100Ｌに2コ  ■サイズ／7.5×
7.5×0.5cm    λ日本グリーンパックス（東京都中央区）     
2223    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ナチュラプラス衣類用防虫剤タンス用  

  6コ   950円  （税込1,026円） 

 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）     
2224    NN 10/16お届け週10/16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） 

アトピー肌ケア商品

38 140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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これさえあれば、秋の味覚・栗の皮むきが簡単に！
今まで、一つ一つナイフで切れめを入れてむいていた栗の皮。外側のつ
るっとかたい皮をやっとむいたら、今度は実にはがれにくい渋皮がくっつ
いていて……。私と同じように大変な思いをしていた方におすすめした
いのが、こちらの「フルベジ 栗の皮むき器」。使い方は簡単。“かたい鬼皮
に刃を入れて、つまむような動かし方で皮をむく”だけ。驚くほど栗の皮
むきがらくちんになります。持ち手に指かけが付いているので、しっかり
握れて力を入れやすく、65gと軽いのもうれしいところ。皮をむくのが楽
しくなって、もっとたくさんむきたく＆食べたくなりますよ。秋の実りをた
っぷり満喫してくださいね。

かたい皮は刃で切って、渋皮は
つまんでむけば、もうむけた♪

栗をむいた後には、おいしい
ごほうびが待っています！

 ヒバなど、30種類もの樹木の
精油をブレンド。森林のさわ
やかな香りが広がり、消臭効
果も発揮します。キッチンなど
の消臭スプレーとしてもお使
いいただけます。      ※葉っぱ形吊
下げカード付き。■使用目安
／換気状況により異なります
が、通常6畳間で4～5回吹き
付けてください。      λタジマヤオ
ービス事業部（東京都荒川区）     

2225        
     お部屋専用虫よけスプレー  
  150ml   1,200円  （税込1,296円） 

2226        
     抗アレルゲン配合ダニ取りシート 3枚セット  

  1セット   3,000円  （税込3,240円） 

 天然フルーツ成分配
合の誘引剤を使用。ダ
ニのフンや死がいから
発生するアレルゲンも
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90g    λユニチカトレーディング（大
阪府大阪市）     

2227    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     カビショット  
  300ml   1,220円  （税込1,318円） 

 タンパク質分解酵素
のはたらきで、カビの
発生を抑制します。
刺激臭もありません。
スプレーして、ブラッ
シングするだけで1～
3カ月、効果が持続。
            λ三興物産（千葉県
市川市）     

2228    NN 10/16お届け週10/16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）     

2229   б б   NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     パックスナチュロン純粉せっけん  

  1kg   886円  （税込957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）     

2230    NN 10/16お届け週10/16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） 

 泡立ち控えめのジェ
ル状石けん。ほのかな
ラベンダーの香りで
す。      ※ウール・絹洗い
不可。      λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2231        
     ボトル・パックスナチュロンドラム式洗濯機用液状石けん  

  1000ml   790円  （税込853円） 

 スプレータイプの除菌・洗浄剤。蛇口、まな板、
シンクなどキッチンまわりに。使い続けること
で除菌効果がアップします。      ※漂白剤ではあ
りません。      λボーソー油脂（千葉県船橋市）     
2232        
     キッチン泡スプレー（除菌洗浄タイプ）  

  300ml   900円  （税込972円） 

 「中和法」で製造した、
洗浄力と低温での溶
けやすさに優れた洗
濯用粉石けん。ふんわ
りとした洗い上がりも
特徴です。粉飛びのな
い顆粒状です。      ■成
分／純石けん分（99
％脂肪酸ナトリウム）
      λエスケー石鹸（埼
玉県川口市）     

2233    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ランドリーソープ（洗濯用粉せっけん）  

  1kg   820円  （税込886円） 

         ■サイズ／使用時：幅11×全長17.5×高
さ2.5cm、収納時：幅6.5×全長18.5×高
さ2.5cm、刃渡り3.7cm、先端最大開き
幅3cm、重量65g    λ下村工業（新潟県三
条市）     

2248    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     フルベジ 栗の皮むき器  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

2234    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ボトル・衣類洗濯槽消臭剤ダカラ～ほっといて  

  500ml   1,650円  （税込1,782円） 

 洗い物と一緒に洗濯
機に入れるだけ。BN
菌と植物抽出液のは
たらきで、排水管や洗
濯槽、さらに衣類の臭
いを分解・除去しま
す。            λ明治フードマテ
リア（東京都中央区）     

 洗濯時に衣類と一緒に入れると洗濯槽と衣類を除
菌します。洗剤と一緒の使用可。      ※乾燥機・全自動
洗濯機の乾燥モード時での使用は不可。※漂白剤・
ジェル状洗濯洗剤・柔軟剤の原液が直接本品に触
れると、色移りする場合があります。  ■セット内容／
本体1袋、ネット1枚    λアーク＆エコ（東京都中央区）     
2235    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ヨウ素デクリーンＮＥＯ  

  1セット   1,886円  （税込2,037円） 

 手肌にやさしい植物性洗
濯石けんに炭酸塩（アル
カリ剤）をプラス。合成界
面活性剤などは不使用。
      ※衣料品の取扱表示にし
たがってお洗濯してくだ
さい。アルカリ剤が入って
いるため、絹やウールには
使用できません。      λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     

2236    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     ローソンフレッシュと大地を守る会が
一緒につくった。植物性液状洗濯石けん  

  1.5L   920円  （税込994円） 

 アルカリと4つの分解
酵素のパワーで、シャ
ツの汗ジミや油汚れ
を落とします。界面活
性剤は不使用です。
            λ地の塩社（熊本県
山鹿市）     

2237    NN 10/16お届け週10/16お届け週    
     アルカリウォッシュ プラス  

  600g   680円  （税込734円） 

 発生する酸素の気泡
で、おだやかに漂白・
除菌・除臭します。お
湯にとかすとより効
果的。            λ太陽油脂（神
奈川県横浜市）     

2238        
     ボトル・パックス酸素系漂白剤  

  430g   430円  （税込464円） 

 天然ミントがさわや
かに香ります。部屋干
しのいやなにおいも
防止。ドラム式洗濯
機にもどうぞ。            λまる
は油脂化学（福岡県
久留米市）     

2239        
     ボトル・ハーブの香り液体石けん（洗濯用）  

  800ml   1,000円  （税込1,080円） 

2240        
     Ｓｏｆｔｅｎｅｒ （柔軟仕上げ剤） やさしいラベンダーのかおり  

  520ml   980円  （税込1,058円） 

 レシチン（大豆、ひま
わり由来）とオリーブ
油を主体とした、洗濯
物の柔軟仕上げ剤で
す。衣類やタオルを「ふ
っくら・やわらか」に

仕上げ、「しっとり」とした使用感を与えま
す。天然ラベンダー精油のほのかな香り。
      ※子どもの手の届くところに置かないでく
ださい。  ■サイズ／6.6×6.6×23cm、重
量635g    λアーク＆エコ（東京都中央区）     

2241        
     パックス青ざらし（固形洗濯石鹸）3コセット  

  180g×3コ   540円  （税込583円） 

 衿、袖口、運動靴などの頑固な汚れ落と
しに。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

 アルカリ剤を配合し、
黄ばみや汚れを落と
しやすくしたトイレ掃
除用の石けんです。
            λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2242        
     ボトル・パックスナチュロントイレ洗い石けん  

  400ml   490円  （税込529円） 

 ドイツ・アウロ社のワッ
クスに重曹電解水を加
えました。汚れを落と
すだけでなく、ワックス
効果もあります。      ※ミル
ク抽出物を含みます。
※水性ペンキ、漆、ニス
塗りされた場所、白木、
桐、皮革、壁面には使用
しないでください。      λボ
ーデン（東京都港区）     

2243        
     ボトル・ＡＵＲＯフローリングワックススプレー  

  350ml   1,500円  （税込1,620円） 

 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。洗濯以外の目的には
使用しないでください。  ■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）

 2245       ブルー              

 2246       ピンク              

 2247       イエロー                                                                     

マグネシウムの力で除菌・消臭・洗浄マグネシウムの力で除菌・消臭・洗浄

2245

2153        
     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           

2159        
     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           

2165      
     貼り直しのできる水もれシャット  
  1コ   1,400円  （税込1,512円） 
                  

2154        
     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           

2160   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           

2166      
     ボトル・ドラム式洗濯機用 洗濯槽快  

  50g   800円  （税込864円） 
                  

2155   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           

2161   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           

2167        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2156        
     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           

2162        
     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           

2168   б  б     
     キッチンペーパー（再生紙100％）  

  3箱   500円  （税込540円） 
       ※お1人様1点まで           

2244    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     排水管のお掃除くん  

  4g×40錠   980円  （税込1,058円） 

 錠剤をポンと入れるだけとお手軽です。
台所、風呂、洗面所の排水口、トイレの水
たまり部などの排水管洗浄に。            λ木村
石鹸工業（大阪府八尾市）     

 国産原料100％で、ビタミンE以外の添加物不使用。
小型犬にも与えやすい、5mm前後の粒状タイプ。    ※総
合栄養食です。※水分含有率が約1.5％と低いため、
水を多く飲むようになり、便通の回数が増える場合が
あります。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1776    NN 10/9お届け週10/9お届け週    
     ドッグフード（オールステージ）・小粒  

  1kg   2,300円  （税込2,484円） 

2157      
     ガーゼロール（不織布タイプ）20ｍ  
  20m   980円  （税込1,058円） 
                  

2163        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2169      
     石けんクリームクレンザー  
  180ml   760円  （税込821円） 
                  

2158   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） 

                  

2164        
     アルミホイル8ｍ 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 
                  

2170      
     マキタ充電式クリーナー用紙パック10枚入  
  1セット   600円  （税込648円） 
                  

2246 2247

2245 イメージイメージ

39140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

140号編集•制作•発行／株式会社 大地を守る会  www.daichi-m.co.jp       〒261-8554 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3  幕張テクノガーデンD棟21階 

             λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小
麦・卵 
1503    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   998円  （税込1,078円） 

             λ秋川牧園（山
口県山口市）
    θ小麦・大豆 
1233    ττ       
     フライパンで簡単 若鶏生姜焼き用  

  200g   444円  （税込480円） 

         ■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 
1575    υυбб   NN 10/9お届け週    
  $$   野菜と食べる！
お鍋ひとつでタンメン  

  2食   488円  （税込527円） 

限定 2000

             λ大進食品（神奈川県横
浜市）    θ小麦・大豆 
1530    ττ   NN 10/9お届け週    
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   598円  （税込646円） 

限定 500
             λ中津ミート（神奈川県愛
川町）    θ小麦・卵・乳 
1226    ττ       
     徳用 中津ミートの合挽生ハンバーグ  
  200g（100g×2コ）×4パック   1,625円  （税込1,755円） 

             λ秋川牧園（山口県山口
市）    θ小麦・卵・大豆 
1515    ττ   NN 10/9お届け週    
  $$   お料理に便利！鶏だんご  

  200g   488円  （税込527円） 

     ※電子レンジ専用品です。
        λ小倉水産食品（鳥取県
境港市）    θ小麦・卵 
1509    ττ       
     レンジであじフライ  

  200g(4枚)   613円  （税込662円） 

         ■漁場／北海道    λ札幌中
一（北海道札幌市）  δお届
け後45日保証   
1329    ττ       
     もったいナイ魚・フライパンで焼く
真さば オリーブオイル漬け  

  150g(3切)   390円  （税込421円） 

             λ大海老食品（東京都世
田谷区）  δお届け後15日
保証  θ卵 
1555    υυ   NN 10/16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

         ■セット内容／ワンタン144g（12コ）、スープ
30g×2パック    λ日本セントラルキッチン（東京
都荒川区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 
1532    ττ   NN 10/16お届け週    
  $$   大地を守る会の肉ワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

             λたむらのタマゴ（徳島県
阿南市）  δお届け後4日保
証  θえび・小麦・卵・大豆 
1546    υυ   NN 10/9お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   554円  （税込598円） 

             λ丸和食品（東京都練馬
区）  δお届け後15日保証
  θえび・小麦・大豆 
1553    υυ   NN 10/9お届け週    
  $$   桜えび入り卯の花  

  150g   478円  （税込516円） 

             λ島酒家（沖縄県那覇市）     
1539    NN 10/16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   600円  （税込648円） 

チキンナゲットを卵で閉じれば
手間いらずの親子丼に
親子丼の鶏肉の代わりに、温めた
チキンナゲットを入れるだけ。手軽
にボリューム丼が完成します。

味付け済みなので炒めるだけ。
ごはんにのせて生姜焼き丼に
特製ダレに漬け込んだ若鶏のムネ
肉は、ごはんがすすむ味わい。野菜
と炒め合わせて丼に。

海の幸の栄養が
手軽に取れます

フライパンで簡単！
魚の一皿

桜エビ入りの
香ばしさが美味

衣はさくさく
中はふっくら肉厚

合わせだしがきいた
深い味わい

汁物、煮物と
アレンジ自在です

皮はなめらか
中はジューシー

しっとりジューシー
うまみもたっぷり

大地宅配の素材で
作った家庭の味

焼いて食べても水餃子にしても。
パクパク箸が止まりません！

やりくりやりくり
 上手な 上手な 時短メニュー

焼くだけ 焼くだけ 温めるだけ 温めるだけ
焼くだけ

盛るだけ お湯を注ぐだけ温めるだけ温めるだけ盛るだけ

枝豆の食感が楽しい一皿。
キットだから調理もらくらく♪
ゆでて冷凍したパスタ入りなので
調理もらくらく。枝豆の彩りと食感
がアクセントに。

お鍋一つですぐにでき上がり。
たっぷりの野菜を加えてどうぞ
麺をゆでて鍋の中でスープを加え
るだけ。野菜をたっぷり加えれば、
栄養もボリュームも
アップします。

一皿で完結！ ボリュームごはん

あると安心！ 便利な一品

ささっと作れる！ メインのおかず

イメージ（1人前）イメージ（1人前）

イメージイメージ

イメージイメージ

イメージ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

2249    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） 

     ※同時配布チラシをご覧
ください。    ■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    λタイヘイ（千葉県松
戸市）  δお届け後60日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

限定 1000
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