
















３種類の味が楽しめる 
くまさんのハチミツ 
人気のハチミツ３種をアソート。 
使い切りやすい30ｇサイズ。

新 登 場

新 登 場

Moon
Herbal
Teas

注文番号 2650    限定数 300
有機ハーブティー　女性のためのお茶 
1.5g×18包　900円（税込972円）

■原産国：チェコ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

注文番号 2652    限定数 200
有機ハーブティー　くいしんぼうの断食 
1g×20包　900円（税込972円）

原産国：チェコ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

注文番号 2651    限定数 100
有機ハーブティー　あたためるお茶 
1.3g×18包　900円（税込972円）

■原産国：チェコ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

注文番号 2649    限定数 300
ビューティフルマジックムーンティー　1,300円（税込1,404円）
満月のお茶×５袋 
下弦のお茶×９袋 
新月のお茶×５袋 
上弦のお茶×９袋 
原材料

【新月のお茶/NEW MOON】 
有機マテ（カフェイン含む）、有機レモングラス、有機ローズヒップ、有機スペ
アミント、有機緑茶（カフェイン含む）、有機ローズ(内容量：1g×5袋)

【上弦のお茶/WAXING MOON】 
有機レモンバーム、有機スペアミント、有機ヒソップ、有機フェンネル、有機ア
ニス、有機ラズベリーの葉、有機ヒマワリ、有機ローズ(内容量：1g×9袋)

【満月のお茶/FULL MOON】 
有機レモンバーム、有機エルダーフラワー、有機マリーゴールド、有機タイム、
有機コーンフラワー、有機ラズベリーの葉(内容量：1g×5袋)

【下弦のお茶/WANING MOON】 
有機ブラックベリーの葉、有機エルダーフラワー、有機緑茶（カフェイン含
む）、有機ローズヒップ、有機アップル、有機マリーゴールド(内容量：1g×9袋)
■原産国：チェコ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

女性の色々なお悩みに。 
すこやかな日々をサポートし 
いきいきと輝かせます。 
バラやフェンネルの香りの中に 
シナモンとマグワートを 
アクセントにした、 
誰にでも飲みやすいスパイスティー。

「月の癒し」著　トーマス・ポッペ監修月の満ち欠け１サイクル(２８日)分のお茶を楽しめるアソート。
昔から人と月の深い関係がささやかれ受け継がれています。
オーストリア・チロル地方に何百年も前から伝わる、 
月のサイクルと人体の関係を表した月のリズム法を基にブレンドしました。

断食の時の栄養補給、 
食べ過ぎてしまった 
時のダイエットのサポートに。 
ミネラルを含むネトルも入った、 
飲みやすいハーブティー。

寝る前の１杯に。 
寒い冬体をあたためてから 
就寝におすすめ。 
セージとタイムの香りと、 
フェンネルのほんのりとした甘み。

注文書No.140でご注文いただけます。
お問い合わせ：大地宅配サポートセンター

提出日／9月25日（月）〜9月29日（金）
お届け日／10月2日（月）〜10月6日（金）

【ご注文方法】注文書No．140にてご注文ください。「２●●●」と注文番号が２から始まる商品は、表
面右上「特別注文欄」にご記入下さい。「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、便利でおすすめです。「特別注文欄」の枠数(１２枠）以上ご注文いただく場
合は「お買い物サイト」もしくはお電話にてサポートセンターまでご連絡下さい。

月の満ち欠けに合わせて楽しむ
ビューティフルマジックムーンティー

ヨーロッパで800年以上前、薬のなかった時代のレシピを現代風にアレンジ。花、葉、茎、根、
植物を丸ごと手摘みし、手作業で丁寧に作られたハーブティー「ゾネントア」。世界で一番難
しいと言われる有機農法、月の満ち欠けに合わせた「バイオダイナミック農法」で育てたハー
ブは雑味がなくパワフル。すっきり飲みやすいブレンドで世界中で愛されています。
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注文番号 2654    限定数 200
くまさんのハチミツ　3コ
3コ　1,500円（税込1,620円）

【ハチミツ　リンデン】�
有機リンデンハチミツ

【ハチミツ　ヒマワリ】�
有機ヒマワリハチミツ、有機花ハチミツ�

【�ハチミツ　守護天使】
有機ハチミツ、花粉、有機ローヤルゼリー
■原産国：オーストリア 生 おもちゃ箱（東
京都大田区）
※  1 歳未満の乳児には食べさせないでく

ださい。

リンデンハチミツ 
ヒマワリハチミツと 

相性抜群

守護天使のハチミツと 
相性抜群

♪シナモンとハチミツが 
美味しい

♪季節の変わり目に

◎リンデンハチミツ
◎ヒマワリハチミツ
◎守護天使のハチミツ

相性抜群の組み合わせ

注文番号 2653    限定数 200
有機ハーブティー　守護天使のお茶
1.5g×18包　900円（税込972円）

■原産国：チェコ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

皆を守ってくれますように 
という意味でつけられた 
ネーミングは、 
季節や環境のうつりかわりにお勧め。 
アップルやフェンネルの甘い香りに 
コリアンダーをブレンド。



ドイツ  ナチュラータ社
ヨーロッパで信頼されている総合オーガニックフードのリー
ディングブランド。太陽や天体の運行に合わせたバイオダイナ
ミック農法によって有機栽培された原料を使用しています。

 マヌカハニーとは？
ニュージーランドのマヌカの花から採れる特別なハチミツ 
原住民のマオリ族がマヌカの樹液や葉を 
使っていたのが始まりです。

季節の変わり目にオーガニックマヌカハニー
家族みんなの心強い味方です

注文番号 2648     
限定数 100
オーガニック マヌカハニー 
TA1５+
250ｇ 
6,000円(税込6,480円)

■原産国：ニュージーランド 
生 おもちゃ箱（東京都大田区）

 マックスハニーを選ぶ理由
◎300年続く老舗養蜂家
◎オーガニック農地のみで養蜂
◎甘味料、保存料、合成着色料、香料不使用
◎ 39℃以上の熱処理を施さずに瓶詰め 

することで栄養価を損なわない
◎独特の薬臭さが少なく、とても美味しい

※1歳以下の乳幼児には与えないでください。

注文番号 2647   
限定数 100
オーガニック マヌカハニー
TA2５+
250ｇ 
8,700円(税込9,396円)

■原産国：ニュージーランド 
生 おもちゃ箱（東京都大田区）

TA25＋ 
抗菌力、防腐力を

表した数値。
10＋以上は全体の

2割程度とも言われ、
とても希少です。

オーガニックカカオが60％以上含有。 
甘さ控えめで、 
深みのあるビター感と 
カカオ本来の濃厚な香りが広がります。

注文番号 2640   限定数 300
オーガニック ダークチョコレート
100ｇ　700円(税込756円)

■原産国：ドイツ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

サトウキビを煮詰めただけの、 
ミネラルや栄養たっぷりの 
マスコバド糖と 
オーガニックミルクを使った 
ミルクチョコレート。 
ほんのり香る有機バニラの香りが 
贅沢な一品。
注文番号 2642

  限定数 200
オーガニック 
マスコバドホワイトチョコレート
100ｇ　800円(税込864円)

■原産国：ドイツ ア 乳 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

まろやかなミルクチョコレートに 
サクサクのキャラメルクリスプの 
ほろ苦さと、アクセントに塩を 
プラスした間違いない美味しさ。

注文番号 2641   限定数 300
オーガニック 
塩キャラメル ミルクチョコレート
40ｇ　400円(税込432円)

■原産国：ドイツ ア 乳 生 おもちゃ箱（東京都大田
区）

ミネラルや必須アミノ酸を 
豊富に含んだスーパーフード「キヌア」がたっぷり。 
豊かなミルク感も楽しめる上品味わい。

注文番号 2643   限定数 200
オーガニック キヌアミルクチョコレートバー
45ｇ　400円(税込432円)

■原産国：ドイツ ア 乳 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

スパイシーなジンジャーと 
カカオの芳醇な深みのあるダークチョコレートの 
組み合わせがクセになる美味しさ。

注文番号 2644   限定数 200
オーガニック ジンジャーダークチョコレートバー
45ｇ　400円(税込432円)

■原産国：ドイツ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

ICCO（国際ココア機関）によって分類されたフルーティーさ、 
コク、香り高い風味のファインフレーバーカカオを使用

フェアトレード原料100％使用

フェアトレード原料100％使用

フェアトレード原料100％使用

ゲパ社は1975年ドイツに設立。社会的弱者を守る運動の一環としてフェアトレードに取り組み始めました。 
世界フェアトレード機構の設立やフェアトレードラベル機構の支援など、フェアトレードの先駆者として活動。 
現在ではフェアトレード以上をかかげ、フェアトレード原材料の高配合や 
オーガニック農地への転換支援などに発展しています。 
乳化剤さえ使用していない、素材そのものの 
雑味のないとろける味わいは衝撃的な美味しさです。

こだわりのあったかドリンク
体にやさしく、芯からあたためます。

グレインコーヒー（穀物コーヒー）とは？ チコリや大麦、タンポポや、玄米などの穀物を
焙煎して粉末にした、コーヒー風味の飲料。ノンカフェインのため、胃腸の弱い人、妊婦
さんなどに◎。コーヒーと違い、穀物は身体を冷やす事なく飲む事ができます。

飲み方：1カップにコーヒー1～2小
さじ（約2.5g）を入れて、熱湯200ml
を注ぎ、よく溶かしてお飲みくださ
い。お好みで砂糖、ミルクやクリー
ムを加えて調整してください。

注文番号 2645    限定数 100
オーガニック　グレインコーヒー 

（インスタント）
100ｇ　1,350円（税込1,458円）

■原産国：スイス 
生 おもちゃ箱（東京都大田区）

いつものコーヒーのかわりに
ミネラルやビタミンが豊富の健康飲料。
穀物とは思え無いコクと香り。

飲み方：カップに本品小さじ1～2杯（約
8g）にあたためた牛乳200mlを入れて、よ
く溶かしてお飲みください。

注文番号 2646    限定数 50
オーガニック　ホットチョコレート 
350ｇ　1,650円（税込1,782円）

■原産国：ドイツ 生 おもちゃ箱（東京都大田区）

あたたかいミルクや豆乳に溶かすだけの 
簡単オーガニックホットチョコレート
ほんのりとした甘さでお子様にも◯

保存料フリー 

食品添加物フリー 

遺伝子組換フリー

カフェイン
フリー

グルテン
フリー

※カフェイン、グルテンを直接的に含まない原材料を使用しています。
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