
1004    υυ   NN 1/29お届け週    
     簡単 有機大豆と有機白米こうじの
味噌作りセット（小）  

  1セット   3,380円  （税込3,650円） 
     ※白米こうじの賞味期限が短いので、味噌作りはお
早めに。※2月頃までの取り扱い予定。    ■セット内
容／有機大豆の水煮1kg、有機白米こうじ800g、
塩200g、レシピ    λやさか共同農場（島根県浜田市）
  δお届け後10日保証  θ大豆 

             λ無／平譯 優／北海道    θ大豆 

1191    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     北海道十勝 
平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 

     〔1667〕※商品名を「はじめての味噌づくりセット」か
ら変更しました。〔1668〕※商品名を「はじめての味
噌づくりセット（小）」から変更しました。    ■セット内容
／〔1667〕大豆の水煮1kg×2袋、白米こうじ1kg、塩
400g、ポリ袋1枚、輪ゴム1コ、レシピ〔1668〕大豆の
水煮1kg、白米こうじ500g、塩200g、ポリ袋1枚、輪
ゴム1コ、レシピ    λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

   簡単 味噌作りセット            

 1668       
小   1セット    2,950円    （税込3,186円）      

 1667         

1セット    4,580円    （税込4,946円）                                                                                               
味噌 約3.5kg分

味噌 約1.8kg分

味噌 約2kg分
大豆と麹は有機。
やや甘口に仕上がります。

P.2では
味噌の作り方や
必要な材料をご紹介！味噌作りのプロに教わる「成功の

コツ」をプラスし、詳しい仕込み方
を写真付きでご紹介しています。

「手作り味噌」チラシも
合わせてご覧ください

栽培期間中農薬不使用の大豆
を、完熟で収穫し、ゆっくり自然
乾燥。平譯さんの大豆は、一粒
一粒にふく
よかなうま
みが詰まっ
ていて、味噌
にすると「お
いしい」と大
好評です。 北海道幕別町の

平譯優さん

大豆 自然乾燥でうまみを引き出した、
農薬不使用の特別な大豆

味や香りは麹で変化。
3種類ご用意しています麹

こうじこうじ うまみを引き出す
味の決め手塩

表紙、2ページから味噌作りに必要な商品を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します！

味噌作りアイテム3点以上で＋3％ポイントまとめて
お得！

　つの材料だけで作れます

1663    
白米こうじ
1kg1kg

くせがなく
マイルドに

1664    
玄米こうじ
1kg1kg

こく深く
香り豊かに

1665    
 やさかの有機
麦こうじ1kg1kg

香ばしくも
あっさりと

しっとり
まろやかな塩

1644    
 海んまんま一の塩
（しっとりタイプ）1kg

大豆をゆでる手間な
し！

大豆をゆでる手間な
し！

届いたらすぐ仕込めるセット届いたらすぐ仕込める ※容器は付いていません
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初めてさんも大丈夫！

「家族味噌」を
作ろう

味噌の材料は、大豆・麹・塩の3つ。作り方も、ゆでる・つぶす・混ぜるという
お子さんも一緒にできるシンプルさです。「おいしいから毎年作っています！」
というご家庭も少なくない手作り味噌、今年はぜひ、チャレンジしてみませんか？

たのしい

おいしい

ゆでたての大豆も

ほっくりおいしい♪ほっくりおいしい♪

リピート率
67%!

自分で作った味噌は特別においしい！
作った味噌は特別においしい！

プラス
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大豆

麹
こうじ

塩

大豆をゆでる

大豆をつぶす

P.39の雑貨ページもご覧ください

味噌 約3.5kg分

味噌 約2kg分

味噌 約1.8kg分

             λ無／平譯 優／北海道    θ大豆 

1191    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 

1205    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機煮大豆  

  1kg   1,230円  （税込1,328円） 
             λやさか共同農場（島根県弥栄町）  δお届け後
60日保証  θ大豆 

             λヤマキ（埼玉
県神川町）  δお
届け後45日保証   
1663    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     白米こうじ  

  1kg   1,700円  （税込1,836円） 

             λやさか共同農
場（島根県浜田
市）  δお届け後
76日保証   
1666    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機乾燥白米こうじ  
  500g   1,185円  （税込1,280円） 

             λヤマキ（埼玉
県神川町）  δお
届け後45日保証   
1664    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     玄米こうじ  

  1kg   1,700円  （税込1,836円） 

             λやさか共同農
場（島根県浜田
市）  δお届け後
10日保証   
1665    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機麦こうじ  

  1kg   1,590円  （税込1,717円） 

1004    υυ   NN 1/29お届け週    
     簡単 有機大豆と有機白米こうじの味噌作りセット（小）  

  1セット   3,380円  （税込3,650円） 
     ※白米こうじの賞味期限が短いので、味噌作りはお早めに。※2月頃までの取
り扱い予定。    ■セット内容／有機大豆の水煮1kg、有機白米こうじ800g、塩
200g、レシピ    λやさか共同農場（島根県浜田市）  δお届け後10日保証  θ大豆 

             λイカリ商事（鳥
取県米子市）     
1642    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おふくろの塩  

  1kg   424円  （税込458円） 

             λ海の精（東京
都大島町）     
1643    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     漬物塩（海の精）  
  1.5kg   3,000円  （税込3,240円） 

             λ一の塩（佐賀
県唐津市）     
1644    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     海んまんま一の塩
（しっとりタイプ）1kg  
  1kg   1,200円  （税込1,296円） 

2216    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ほうろうラウンドストッカー24cm  

  1コ   5,000円  （税込5,400円） 
   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤ
マト便）では注文できません。    ※端は釉薬
がのりにくいため、特有の黒い筋が残りま
す。また焼成の際に生じる針穴が数カ所
開いています。  ■サイズ／内径24×深さ
24cm、高さ24.5cm（ふた含）、重さ2.2kg、
容量10Ｌ    λ野田琺瑯（東京都江東区）     

     〔1667〕※商品名を「はじめての味噌づくりセット」から変更しました。〔1668〕※商品名を「はじめての
味噌づくりセット（小）」から変更しました。        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

   簡単 味噌作りセット            
 1667      

   1セット    4,580円    （税込4,946円）      
 1668      

 小   1セット    2,950円    （税込3,186円）                                                                                               

1667

1668

平譯 優さん

北海道の十勝平野で、20年以上農薬や化学
肥料を使わずに大豆を作っている平譯さん。
栽培期間中農薬不
使用の希少な大豆
を、自然乾燥して仕
上げました。炊き上
げたあとのふっくら
感とうまみの深さが
自慢。味噌の仕上が
りが違います！

5～6時間

おいしい味噌を作るには「おいしい大豆」選びから

一晩水に漬けた大豆を、
やわらかくなるまで
しっかりゆでる

ゆでた大豆を
ザルに上げて、
熱いうちにつぶす

大豆に塩と麹を混ぜる

初めてでもおいしく作れるこつを、「や
さかみそ」でおなじみ、やさか共同農
場の佐藤大輔さんに教えていただき
ました。安心してはじめられますよ！

作り方 ステップ

農薬不使用・自然乾燥
平譯さん自慢の味噌用大豆！

煮る手間が省ける
便利な煮大豆。
5～6時間の
時短に♪

自分好みの味や香りに仕上げます ～増やせば甘口、減らせば辛口に～

くせがなく
マイルドに
仕上がります

初めての方に
おすすめの
少量規格

こくの深さと
豊かな香りが
生まれます

香ばしくも
あっさりとした
味わいに

大豆や麹のうまみを引き出す大事な脇役

昔ながらの製法で
ミネラルを
含みます

結晶が大きく、
うまみを
感じます

低温で結晶化低温で結晶化
させることでさせることで
まろやかにまろやかに

味噌 約4～4.5kg分

味噌作り体験談をご紹介

水煮大豆だったのですぐに作れてよかったです。
2歳の娘は「納豆を踏んでるの！」と楽しそうにつぶして
いました。でき上がりが楽しみ♪ （S.Sさん）

扱いやすく、すっきりおしゃれ
においや汚れが
移りにくい、

ほうろうがおすすめ

安心・おいしい、手作り味噌

材料は　つだけ！

作る量に合わせて選べる
2種類をご用意

家族そろってお味噌汁が大
好きで、今は昨年仕込んだ味噌の
お味噌汁を飲んでいます。また1年
後、どんな味噌に出会えるか楽し
みです。 （M.Hさん）

ゆでる つぶすす まぜる
だけ！だけ！

味噌味噌
作りに作りに

● ポリ袋1枚 ● 輪ゴム1コ ●レシピ共通

●大豆の水煮1kg×2袋
●白米こうじ1kg ● 塩400g

1667

● 大豆の水煮1kg
●白米こうじ500g ● 塩200g

1668

［セット内容］※容器は付いていません。

保存容器で
約半年熟成させたら
味噌が完成！

来週以降も
このマークが目印です

味噌作りのプロが教える成功のコツ

同時配布
チラシ

ゆで大豆付きだから届いたその日に仕込めます

農薬不使用 自然乾燥

大豆に塩と麹を
混ぜて味噌を丸め、
容器に詰める

有機の大豆と麹で
ワンランクアップ！
有機有機有機の大の大の大豆と豆と豆と麹で麹で麹で簡単♪ 味噌作りセット

※容器は付いていません。

2 104号 ● 焼く、ゆでる、揚げるなど調理が必要なもの  大地を守る会の配送とは別に、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

お買い物サイト
「味噌作り」
特設ページは
こちらからどうぞ

味噌の活用レシピも公開中
クックパッド「大地を守る会のキッチ
ン」では、手作り味噌を使って作る味
噌炒めの素、味噌煮の素などおいしく
楽しむレシピを公開しています。

表紙、2ページから味噌作りに必要な商品を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します！

味噌作りアイテム3点以上で＋3％ポイントまとめて
お得！

プラス
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イメージイメージ

     ※３月頃までの取り扱い予定。        λ信州有
機農法研究会（長野県飯田市）  δお届け
後30日保証   

1706    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     信州名産・市田柿（無くん蒸干し柿）  

  170g   848円  （税込916円） 

限定 2000

1480    υυ   NN 1/29お届け週    
     レンコンのはさみ揚げ  

  200g(5枚)   499円  （税込539円） 
     ※3月頃までの取り扱い予定。        λ遠藤蒲
鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

     ※3月頃までの
取り扱い予定。
    ■漁場／宮城県
    λ丸壽阿部商店
（宮城県南三陸
町）  εお届け後2
日保証   

1323    υυ   NN 1/29お届け週    
     ＡＳＣ認証南三陸戸倉っこかき（加熱用）  

  150g   945円  （税込1,021円） 

     ※３月頃までの
取り扱い予定。
        λ飛鳥食品（東
京都江戸川区）
  δお届け後30
日保証  θえび・
小麦・卵・大豆 

1535    ττ   NN 2/5お届け週    
     飛鳥の海鮮水餃子  

  250g(15コ)   680円  （税込734円） 

     ※3月頃までの
取り扱い予定。
        λサンレイ（香
川県坂出市）
    θ小麦・大豆 

1586    ττ   NN 1/29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

     ※３月頃までの
取り扱い予定。
        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 

1553    υυ   NN 1/29お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   554円  （税込598円） 

           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   

   合挽（短角牛：豚＝1：1）            
 1249    υυб б   

   200g    669円    （税込723円）   毎週 9055      

 1250    υυ     
徳用   300g    973円    （税込1,051円）                                                                                               

1249

     ※３月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ（埼玉県神川
町）  δお届け後45日保証   

1493    υυ       
  $$   べったら漬（2パック）  

  150g×2パック   850円  （税込918円） 

1720    NN 1/29お届け週    
     エクストラチョコレート（カカオ71％）  

  100g   650円  （税込702円） 
     ※２月頃までの取り扱い予定。    ■原産国／スイス    λ第３世界ショップ（プ
レス・オールターナティブ）（東京都目黒区）  δお届け後60日保証  θ乳              λ無、減／早藤 義則、望月 美秀／神奈川県、静岡県     

1028              青島温州みかん  
  800g   488円  （税込527円） 

今だけのまろやかな甘みとこく口に広がるカカオの香り麹のやさしい風味が美味あったか煮込みハンバーグに

この時季だけ取り扱っている商品や寒い季節にうれしい一品など、冬ならではの「おいしいもの」をご紹介します。

宮
城
県
産
カ
キ

ぷりぷりの身と
クリーミーな甘みを満喫

希少な無くん蒸の干し柿。
和菓子のような自然の甘さを召し上がれ

シャキシャキ感がくせになります。
さっと炙ると風味がアップ

植物性プランクトンが豊富な志
津川湾で育った「戸倉っこかき」。
1年ものの若ガキなので渋味もな
く、ぷりぷりに締まった身とクリー
ミーな甘さが楽しめます。

冷凍うどんとかき揚げ、つゆの
セット。讃岐うどんならではのコ
シとのどごしの良さ、国産のオキ
アミ（アミエビ）入りのかき揚げ
の香ばしさがたまりません。だし
のきいたつゆも美味です。

国産エビとホタテに、豚肉や大地
を守る会の生産者の白菜を加え
たあん、国産の干し貝柱、オイス
ターソースなどでうまみをプラス。
皮にはほうれんそうの粉末を混ぜ
ほのかな緑色に仕上げました。

神山鶏やしいたけ、天然エビの
他、国産ぎんなん、無リンすり身
のかまぼこなどを具材に入れま
した。だしにはイワシやカツオ、
昆布を使っているので、うまみが
たっぷりです。

40年以上の経験を誇る生産者がていねいに作
りました。カビや傷みを防ぐ硫黄くん蒸はせず、
農薬も一般的な栽培よりも抑えています。その
ぶん、樹を観察し最適な栽培を行うことで蜜の
ような甘み、繊細な味わいを生み出しています。

冬
限定限定

冬
限定限定

麹麹冬
限定限定

口口冬
限定限定

今今冬
限定

う
ど
ん

香ばしいかき揚げ付き。
本格派讃岐うどんをお届け

水
餃
子

魚介のうまみが
ギュッと詰まっています

秋から春先まで採れる大地を守る会の生
産者のれんこんで、魚肉すり身をはさみま
した。れんこんのシャキシャキ感とぷりっと
した食感がくせになります。甘めの味付け
が絶妙なカツオ昆布だしをきかせました。

茶
碗
蒸
し

合わせだしがきいた深い味。
鶏肉入りで食べごたえも◎

市
田
柿

れ
ん
こ
ん
は
さ
み
揚
げ

冬
限定

冬
限定

このこのの時季時季季時 だけだけだけ取り取り取取 扱っ扱っ扱っていていていている商る商る商る商品や品や品や品や寒い寒い寒い寒い季節季節季節季節にうにうに れれれしれしれしれしいいい 品な品などど 冬な冬ならでらではのはの「お「お「「 いしいしいしいししいもいもの」の」の をごをごごご紹介紹介しましますすすすすすす節節節節 うにうにうれれれ

冬ののののののののののののお楽しみののののののののののののののののののの今だけ

あああ冬に
食べたい

冬に
食べたい

冬
限定

3104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
大地を守る会自慢の品を

お届けします。

今週の

イチオシ

                      

伊予柑の本場、愛媛県の無茶々園の畑の多
くは海岸線に面した急こう配の段々畑。日
当たりが良く、水はけの良い畑からは、濃厚
な味わいの伊予柑が生まれます。みずみず
しい果汁たっぷりのおいしさをお楽しみく
ださい。

伊予柑やぽんかんなどが続々登場伊予柑やぽんかんなどが続々登場

             λ無、減／無茶々園、ブレス、南伊豆太陽苑生産者
グループ／愛媛県、熊本県、静岡県     

1031        
     伊予柑  

  800g   598円  （税込646円） 

ひと足早く、春を感じる一皿にひと足早く、春を感じる一皿に

             λ減／澤島 一弘、野菜くらぶ／静岡県     

1103        
     芽キャベツ  

  200g   398円  （税込430円） 

いち早く春の訪れを感じさせてく
れる芽キャベツ。この季節は、温
かなシチューやスープに入れて。

イメージイメージ

ニュージーランドの雄大な自然が広がる自
社養蜂地で採蜜したマヌカはちみつと、プ
ロポリスを凝縮したドロップです。ハーブの
ようなさわやかな香りと、
こくのある濃厚な甘みがの
どをやさしく潤します。寒
い日や体調が気になるとき
などに、こまめに摂取して。

いつでも手軽にマヌカはちみつをいつでも手軽にマヌカはちみつを

     ※1歳未満の乳児には食べさせないでください。※溶
けやすいため20℃以下で保存を。※５月頃までの取
り扱い予定。    ■原産国／ニュージーランド    λおもち
ゃ箱（東京都大田区）     

1682    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     マヌカロゼンジ（はちみつ凝縮ドロップ）ＭＧ110＋  

  22.4g(8コ)   2,000円  （税込2,160円） 

プレーンのスポンジ生地に、さつまいもあん
入りのクリームをのせました。さらにその上
に、大地を守る会の生産者が栽培したさつ
まいも（紅はるか）と北海道産手亡豆の白あ
んなどで作った特製
クリームを絞って仕
上げたモンブランで
す。やさしい甘みが
調和したリッチな味
わい。

紅はるかたっぷりのリッチなケーキ紅はるかたっぷりのリッチなケーキ

             λ丸きんまんじゅう（佐賀県佐賀市）    θ小麦・卵・乳 

1691    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ロンドーレ さつま芋（紅はるか）のモンブラン  

  300g(4コ)   980円  （税込1,058円） 

ハーブをきかせたさわやかな風味ハーブをきかせたさわやかな風味

             λウインナークラブ（徳島県石井町）    θ乳 

1225    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳島の阿波美豚 バイスブルスト  

  180g   470円  （税込508円） 

ドイツの伝統的な白いソーセー
ジ。レモンやパセリ、ハーブをき
かせたさわやかな一品です。

イメージイメージ

お弁当にぴったりのサイズお弁当にぴったりのサイズ

         ■原産国／ロシア    λ桃屋食品（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証  θ大豆 

1354    ττ       
     弁当用紅鮭西京焼き  

  140g(4切)   737円  （税込796円） 

鮮度と脂のりの良いロシア産紅
鮭を使用。お弁当サイズにカット
し、西京味噌に漬け込みました。

イメージイメージ

豚丼がふわっと仕上がる絶妙な厚さ豚丼がふわっと仕上がる絶妙な厚さ

           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       
     大地うまみこい豚 豚丼用うす切り  

  200g   530円  （税込572円） 

おいしい豚丼のために、絶妙な
厚さにスライス。タレが肉にしみ
込みやすく、仕上がりやわらか。

イメージイメージ

貴重な知床産真ホッケの一夜干し貴重な知床産真ホッケの一夜干し

         ■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   

1330    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     北海道産 開きほっけ  

  320g(2枚)   820円  （税込886円） 

ジューシーな北海道知床・羅臼
沖産真ホッケの一夜干し。サイズ
は小さめでも、うまみぎっしり。

イメージイメージ

カット済みだから時短料理に便利です
使いやすいサイズにカットしてからバラ凍結しまし
た。必要な分だけさっと使えるので、「あと一品」と
いうときや、お弁当の隙間にも大活躍！

おいしいひみつ おいしいひみつ 33

大地を守る会の生産者の北海道産栗かぼちゃ
原料のかぼちゃは、北海道の大地を守る会の生産者
のもの。丹精込めて育てました。冷凍とは思えない
甘みとほくほく感が魅力です。

おいしいひみつ おいしいひみつ 11

急速凍結で旬の甘みをぎゅっと閉じ込めました
かぼちゃは収穫後、糖度が増す10月まで貯蔵してか
ら加工しています。－30℃で急速凍結することで、
旬の甘みを損なうことなくお届けします。

おいしいひみつ おいしいひみつ 22

1197    ττ   NN 1/29お届け週    
  $$   北海道産 冷凍栗かぼちゃ  

  500g   448円  （税込484円） 
             λマルマス（北海道森町）     

限定 1000

新物でました。新物でました。
やさしい甘みとほくほくの食感ですやさしい甘みとほくほくの食感です

イメージイメージ
マルマス
北海道産 冷凍栗かぼちゃ

イチオシ

約1年半、何度も改良を重ねて完成させま
した。アミノ酸も酵母エキスなどの食品添
加物は不使用。コリアンダー、ガラムマサラ
などの香辛料とカレー
粉で仕上げたルウに、
玉ねぎと生クリームの
甘み、香味野菜と鶏の
うまみをきかせた、こく
深い味わい。辛さは控
えめです。

ルウにしみわたる鶏肉の豊かな滋味ルウにしみわたる鶏肉の豊かな滋味

イメージイメージ 限定 1000              λ宮島醤油（佐賀県唐津市）    θ小麦・乳・大豆 

1541    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   平飼い鶏モモ肉のチキンカレー  

  160g   398円  （税込430円） 

         ■セット内容／ラー油鍋の素、まほろば鶏手羽先、
中華麺、白菜、長ねぎ、しめじ、えのき、ニラ、まいた
け    λタイヘイ（千葉県松戸市）  εお届け後2日保証
  θ卵・小麦・えび・大豆 

予約の取りにくい日本料理店「賛否両論」
の笠原将弘さんが監修した大地を守る会
の野菜や鶏肉を使ったラー油鍋セットが新
登場。

   笠原シェフ監修 やみつきラー油鍋セット       
      1006    υυ     2人前
   1セット（約２人前）  2,280円    （税込2,462円）      
 1007    υυ     4人前
   1セット（約4人前）  4,180円    （税込4,514円）                                                                               

有名店の味が20分で再現できます有名店の味が20分で再現できます

限定各500イメージイメージ

4 104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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春雨と卵でスープにしま
しょう。さっぱりした味わい
ですが、うまみはたっぷり。
溶き卵をまわし入れて浮か
んでから火を止めると、卵が
ふんわりと仕上がります。

小松菜と春雨の
かきたまスープ

ゆでた小松菜をハム、すり
ごまと和えるだけ。仕上げ
にごま油を入れるとふわっ
と香り、箸が止まらないおい
しさに。忙しいときにもさっ
と作れるので重宝します。

小松菜とハムの
ナムル

ヒジキとざく切りの小松
菜、短冊切りの油揚げ、チ
リメンジャコを炒め、醤油
で味付け。カルシウムも取
れる一品です。炒める際に
タカノツメを入れればピリ
辛にも。

小松菜とヒジキの
炒め物

             λ有機、無／福島わかば会、小野寺 孝一、三
里塚酵素の会、他／福島県、茨城県、千葉県、
埼玉県、東京都、島根県、長崎県、鹿児島県     

1076    υυ             小松菜  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9031 1372    υυбб   NN 1/29お届け週    
     平飼卵  

  10コ   518円  （税込559円） 
     ※卵の総重量は550g以上です。※生産者は「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）です。          δお届け後6日保証  θ卵 

毎週 9066

             λ金正食品（奈良県御所市）     

1658    NN 1/29お届け週    
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   240円  （税込259円） 

         ■漁場／九州    λむつ
み（東京都八王子市）
  δお届け後30日保証   

1349    υυ   NN 2/5お届け週    
     戻しひじき2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 

1461    υυбб   NN 1/29お届け週    
  $$   国産大豆のふんわり油揚げ  

  3枚   188円  （税込203円） 

   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

             λ益子手づくりハム
工房（栃木県益子町）
  δお届け後6日保証   

1215    υυ   NN 2/5お届け週    
     ボンレスハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  100g   509円  （税込550円） 

             λ今井製油（千葉県
千葉市）     

1633   б б   NN 1/29お届け週    
     今井のごま油465g  
  465g   1,200円  （税込1,296円） 

収穫後に貯蔵し、じっくり熟成。収穫後に貯蔵し、じっくり熟成。
酸味が和らぎ、甘みはまろやかに酸味が和らぎ、甘みはまろやかに

青島温州みかんは、温州みかんの
晩生品種です。色付きと熟度が増
す12月に収穫後、いったん貯蔵。
熟成期間を長くすることで酸味が
和らぎ、まろやかな甘みを引き立
たせました。

             λ無、減／早藤 義則、望月 美秀／神奈川
県、静岡県     

   青島温州みかん            
 1027       400g    278円    （税込300円）      
 1028       800g    488円    （税込527円）      
 1029       2kg    1,100円    （税込1,188円）                                                             

1027

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

                      

 最初にふじと名付けられたふじです。現在のふ
じに比べると赤く色づきにくいのが特徴です。
    ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／おきた
ま興農舎、新農業研究会／山形県、青森県     

1018              はじめの ふじ（りんご）  
  1kg   880円  （税込950円） 

甘酸っぱい果汁たっぷり、ジューシー。甘酸っぱい果汁たっぷり、ジューシー。
ぷりぷりのやわらかな果肉も自慢ですぷりぷりのやわらかな果肉も自慢です

つやのある濃い橙色が印象的な、
中晩柑の代表格である伊予柑。風
味が良く、やわらかな果肉と、甘酸
っぱくジューシーな果汁が魅力で
す。日差しを浴びて、甘みと酸味
をしっかり蓄えました。

             λ無、減／無茶々園、ブレス、南伊豆太陽苑
生産者グループ／愛媛県、熊本県、静岡県     

   伊予柑            
 1030       450g    368円    （税込397円）      
 1031       800g    598円    （税込646円）      
 1032       1.5kg    948円    （税込1,024円）                                                             

1030

   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。  ※保存する場合
は冷蔵庫へ。        λ減／新農業研究会／青森県     

1021              徳用・青森新農業研究会のふじ（りんご）  
  徳用大箱5kg   3,680円  （税込3,974円） 

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／農事組
合法人増野、おきたま興農舎、他／長野県、
山形県、青森県     

1024              シナノゴールド（りんご）  
  800g   698円  （税込754円） 

シャキッとした歯ごたえが魅力ですシャキッとした歯ごたえが魅力です

りんごの定番ふじは、甘くて果汁
が多く、歯ごたえも良い品種。さっ
ぱりとした味で人気です。日光を
さんさんと浴び、糖分をたっぷり
蓄えて育ちました。

     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／おきた
ま興農舎、新農業研究会、羽山園芸組合、他
／山形県、青森県、福島県、長野県     

   ふじ（りんご）            
 1019       450g（2コ）    458円    （税込495円）      
 1020       800g(2コ以上)    698円    （税込754円）                                                                               

1019

イメージイメージ

旬ならではの豊かな香り。旬ならではの豊かな香り。
糖度が高く、大粒の品種です糖度が高く、大粒の品種です

濃厚な甘み、やさしい酸味、豊か
な香りと三拍子そろった「とちお
とめ」。粒の先端の方が甘みが濃
いので、ヘタ側から先端に向けて
食べると、甘みの余韻をお楽しみ
いただけます。

     ※お届け後、なるべくお早めにお召し上がりく
ださい。        λ減／戸村 弘一／栃木県     

1017    υυ            栃木のとちおとめ（いちご）  
  200g   758円  （税込819円） 

寒さが深まるこれからの時季は、葉がやわらかくなり、一層甘みを増す小松菜。スープに炒め物、和え物に
とさまざまな料理で食卓に出し、おいしさを満喫してください。

小松菜小松菜でで旬旬をを堪能堪能
イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

甘みが
ぐんと増して
います！

5104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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   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。  ※保存する場合は
冷蔵庫へ。    ■セット内容／ふじ、王林、シナノゴ
ールド、他のなかから2種以上お届けします。         

1026              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

 甘露煮はもちろん、甘辛く肉と煮付けるの
も美味。皮ごと食べられるのでビタミンＣ
も豊富です。お菓子作りにも活躍します。
            λ無／宮崎アグリアート、高生連／宮崎県、高知県     

1034              きんかん  
  250g   368円  （税込397円） 

イメージイメージ

少しずついろいろ試したい方に少しずついろいろ試したい方に

少量ずつ数種類の柑橘をセットで
お届けします。味・香り・色など、
品種ごとの個性を感じながら楽し
んでいただけるセットです。ぜひ、
お気に入りを見つけてください。

   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。  ※品種を紹介した
リーフレット付き。    ■セット内容／伊予柑、ぽ
んかん、きんかんなどのなかから2～4種類。         

1036              柑橘食べ比べセット   
  1セット(2種以上)   上限 658円  （税込711円） 

イメージイメージ

 水はけの良い段々畑
で太陽の恵みをさん
さんと受け育ちまし
た。豊かな香りと甘み
をお楽しみください。
            λ減／ブレス・波村郁
夫／熊本県     

1033              達人生産者 熊本・波村さんのぽんかん  
  500g   398円  （税込430円） 

達人・波村さんお気に入りの柑橘達人・波村さんお気に入りの柑橘

             λ有機、無、減／南伊豆太陽苑生産者グル
ープ、愛媛有機、川端 敬グループ、他／静岡
県、長崎県、和歌山県、愛媛県、広島県     

1035              レモン  
  300g   378円  （税込408円） 

     ※かたい場合は室温に置き、肩が少しやわら
かくなれば食べごろです。        λ減／佐藤果樹園
／山形県     

   達人生産者・佐藤さんのラ・フランス            
 1037         300g    458円    （税込495円）      
 1038         600g    898円    （税込970円）                                                                                               

1037

             λ減／王隠堂農園／奈良県     

1039    υυ             富有柿（個装）  
  800g   848円  （税込916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有機、無／松永 
剛行、舘野 文雄 、甘楽町有機農業研究会、他
／静岡県、栃木県、群馬県、山梨県、和歌山県     

   キウイフルーツ            
 1040         180g    258円    （税込279円）      
 1041         500g    548円    （税込592円）                                                                                               

1040

1047              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

   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。      ■セット内容／り
んご、梨、みかんなどのなかから2種以上をお
届けします。         

     ※検疫所でくん蒸処理を受ける場合がありま
す。        λ無／カラボ農園、ギャビン農園／メキシコ     

1042              アボカド  
  1コ(160g)   458円  （税込495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当たり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            
 1043         500g   

408円    （税込441円）   毎週 9018      

 1044         1kg   

698円    （税込754円）   毎週 9019                                                                                               

1043

 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            
 1045         500g   

388円    （税込419円）   毎週 9020      

 1046         1kg   

668円    （税込721円）   毎週 9021                                                                                               

1045

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

                      

イメージイメージ

 香りと甘みの豊かな大
地を守る会の人参。千切
りにして塩で炒めるだけ
で大満足の一品に。
    ※小さいもの、一部傷の
あるものをお届けする
場合があります。また、
洗い人参でお届けする
場合があります。        λ有
機／さんぶ野菜ネット
ワーク、堀田 信宏、吉沢 
重造、他／千葉県、茨城
県、埼玉県、広島県、熊
本県、宮崎県、鹿児島県     

1048              有機人参  
  800g   368円  （税込397円） 

有機栽培でていねいに育てました有機栽培でていねいに育てました

     ※小さいもの、一部傷のあるものをお届けする場
合があります。また、洗い人参でお届けする場合が
あります。        λ有機、無、減／さんぶ野菜ネットワー
ク、堀田 信宏、吉沢 重造、他／千葉県、茨城県、埼
玉県、広島県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県     

1049              人参  
  800g   338円  （税込365円） 

毎週 9023

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

1050              北海道のじゃがいも  
  800g   338円  （税込365円） 

毎週 9025

1051             北海道の有機じゃがいも  
  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。また、いろいろな
品種をお届けします。        λ有機／早坂 清彦／
北海道     

1052              北海道・金井さんのメークイン  
  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無／金井 修
一／北海道     

     ※小さいもの、皮荒れ、一部傷のあるものを
お届けする場合があります。        λ無／金井 修
一／北海道     

1053              達人生産者・金井さんの男爵  
  800g   358円  （税込387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無／金井 修
一／北海道     

1054              北海道・金井さんのとうや（じゃがいも）  
  800g   368円  （税込397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／金
井 修一、他／北海道     

1055              北海道のキタアカリ（じゃがいも）  
  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／モグラ会、剣淵・生命を育てる大地
の会／北海道     

1056              有機玉ねぎ  
  800g   408円  （税込441円） 

     ※一部、小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無、減／大作 幸一、モグラ会、どらご
んふらい、他／北海道     

1057              北海道の玉ねぎ  
  1kg   398円  （税込430円） 

毎週 9027

     ※小さめ玉ねぎのお届けが7～8割となりま
す。※注文数によっては、小さめ玉ねぎのみと
なります。        λ減／大作 幸一／北海道     

1058              もったいナイ・北海道の小さな玉ねぎ  
  500g   148円  （税込160円）    送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ

ト便）では注文できません。  ※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         

1059              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

   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。  ※規格外品や、余
剰となった正規品をお得にお届けします（果
物が入る場合もあります）。             

1060              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

 香り高く、甘い王林は、酸味
も少なめ。そのまま食べるの
はもちろん、さわやかな風味
は薄切りにしてサラダにす
るのもおすすめです。
    ※保存する場合は冷蔵庫へ。
        λ減／おきたま興農舎、農事
組合法人増野、羽山園芸組合、
他／山形県、長野県、福島県、
青森県     

   王林（りんご）            
 1022       450g（2コ）    398円    （税込430円）      
 1023       800g（2コ以上）    658円    （税込711円）                                                                               

「りんごの王様」の格別の香り「りんごの王様」の格別の香り

1022

 酸味が少なく、香りが
良いりんごで、蜜が入
ることもあります。収
穫後の日持ちが良い
のも特徴です。
    ※保存する場合は冷蔵
庫へ。        λ減／新農業研
究会／青森県     

1025              こうこう（りんご）  
  800g   748円  （税込808円） 

香りの良い黄色のりんご香りの良い黄色のりんご

6 104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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栗峰園四万十の主な商品

春の味覚をいち早く味わって

ほっと
Story

産地の

栗峰園四万十
（高知県高岡郡四万十町）

 みずみずしくとっても甘い三浦大根。煮
くずれしにくいので、ブリ大根などの煮
物やおでんにぴったり。
            λ減／黒崎研究会／神奈川県     

1062              三浦大根  
  1本   328円  （税込354円） 

     ※泥付き、葉をカットしてお届けする場合が
あります。        λ有機、無、減／三枝 晃男、岡村グ
ループ、小野寺 孝一、他／埼玉県、茨城県、
福島県、神奈川県     

1063              かぶ  
  400g   218円  （税込235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、常総
センター、酒井 久和、他／茨城県、千葉県、鹿
児島県     

1064              さつまいも  
  800g   378円  （税込408円）  麦芽糖の比率が高く、後味のすっきりとした

上品な甘さが特徴です。加熱するとしっとり
した食感で、焼いてもふかしても、大変美味。
    ※泥付きでお届けする場合があります。        λ無、減／堀
田 信宏、酒井 久和、他／茨城県、千葉県、鹿児島県     

1065              濃厚あま蜜さつまいも・紅はるか  
  800g   408円  （税込441円） 

 他のさつまいもにはない強い甘み、クリ
ームのようななめらかな食感が特徴。
    ※皮目の赤い「紅」または白い「黄金」のいずれかをお届
けします。        λ有機／かごしま有機生産組合／鹿児島県     

1067              鹿児島の安納芋（紅または黄金）  
  600g   488円  （税込527円） 

             λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、吉沢 
重造、深田 友章、他／千葉県、埼玉県、茨城
県、宮崎県、鹿児島県、熊本県     

1068              里芋  
  600g   408円  （税込441円） 

             λ無／常総センター／茨城県     

1069              長芋（脱気パック）  
  250g   328円  （税込354円）              λ無／福島わかば会、常総センター／福島

県、茨城県     

1070              長芋  
  500g   488円  （税込527円） 

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

1071              ねばトロ大和芋  
  500g   498円  （税込538円） 

             λ有機、無／常総センター、農事組合法人 
丸和／茨城県、千葉県     

   ごぼう            
 1072         少量150g    208円    （税込225円）      
 1073         300g    298円    （税込322円）                                                                                               

1072

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

1074              れんこん  
  350g   388円  （税込419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     

1075              加賀れんこん  
  350g   538円  （税込581円） 

             λ有機、無／小野寺 孝一、吉沢 重造、深田 
友章、他／茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、島根県、長崎県、鹿児島県、福島県     

1077    υυ             ほうれんそう  
  200g   268円  （税込289円） 

毎週 9032

             λ有機、無／福島わかば会、小野寺 孝一、三
里塚酵素の会、他／福島県、茨城県、千葉県、
埼玉県、東京都、島根県、長崎県、鹿児島県     

1076    υυ             小松菜  
  200g   228円  （税込246円） 

毎週 9031

             λ有機、無／つくばの風、福島わかば会、他
／茨城県、福島県     

1078    υυ             寒ちぢみほうれんそう  
  200g   248円  （税込268円） 

イメージイメージ

ひと足早く春の味覚を先取り。ひと足早く春の味覚を先取り。
ほのかな苦味がくせになりますほのかな苦味がくせになります

寒さが厳しいこの時季に、ひと足
早く春を感じさせてくれる菜花。
若いつぼみや茎葉ならではの、ほ
んのりとした苦味がくせになる、
上品な大人の味わいです。スープ
やおひたし、炒め物に。

             λ有機、無／栗峰園四万十、南伊豆太陽苑
生産者グループ、ケレスファーム、弥生ファー
ム、他／高知県、静岡県     

1082    υυ             菜花  
  150g   248円  （税込268円） 

             λ有機／大和田 忠、寺岡有機／茨城県、広
島県     

1079    υυ             有機ベビーリーフ  
  40g   228円  （税込246円） 

             λ有機、無／福島わかば会、さんぶ野菜ネッ
トワーク、いわみ地方有機野菜の会、他／福
島県、千葉県、島根県、茨城県、東京都     

1081    υυ             水菜  
  200g   228円  （税込246円） 

             λ有機、無／栗峰園四万十、南伊豆太陽苑
生産者グループ、ケレスファーム、弥生ファー
ム、他／高知県、静岡県     

1082    υυ             菜花  
  150g   248円  （税込268円） 

             λ有機、無、減／黒崎研究会、天恵グループ、
大中農友会／神奈川県、愛知県、滋賀県     

1061              大根  
  1本   260円  （税込281円） 

毎週 9030

イメージイメージ

土作りからこだわった土作りからこだわった
有機栽培のベビーケールです有機栽培のベビーケールです

ベビーケールはサイズが小さくて
食べやすく、普段使いにもってこ
い。サラダはもちろん、ソテーや天
ぷら、スープ、ジュースなど、さま
ざまな料理に活用いただけます。

             λ有機／寺岡有機／広島県     

1080    υυ             有機ベビーケール  
  20g   208円  （税込225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減／高生連／香川県     

1066              坂
さかいできんとき

出金時（さつまいも）  
  600g   598円  （税込646円） 

高知県、四万十町から
自然の贈り物をお届けします。
高知県の西部を流れる四万十川。大きなダムがないため、「最後の
清流」とも呼ばれています。この豊かな自然の四万十川周辺で菜花、
いんげん、栗、ゆずなどを栽培しているのが栗峰園四万十の皆さん
です。代表の谷脇和道さんが中心となり、農薬を使用しない栽培方
針を掲げ、その思いに賛同したメンバーで構成されています。平均
年齢はなんと77才ほどにもなるベテランメンバーではありますが、
元気においしい野菜作りに取り組んでいます。

春の訪れを告げる早春の香り
今年の菜花の栽培は一苦労でした。何よりも苦しんだのが、10月に
続いた長雨、追い打ちをかけるように続いた低温です。例年、12月
から出荷スタートする菜花ですが、今年は1月からとなりました。し
かし、じっくりと低温のもとで育った菜花は滋味あふれる味を蓄えて
います。おひたしやお吸い物の具材などで、ちょっぴりほろ苦い大人
の味を楽しんでいただければと思います。
 農産担当：大熊 俊之

中山間地で菜花を栽培する栗峰園
四万十・田辺 絹子さん（写真上）

菜花からしびたし（写真下）

7104号毎週 0000 毎週お届け登録対象の青果品は、季節により商品名や品種、価格の変更がある場合があります。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。
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キレイにうれしい野菜力キレイにうれしい野菜力

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

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

イメージイメージ

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

● 大地を守る会の農産物は、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
旬の果物を
お得にお届け

日本各地に伝わる
珍しい在来品種豊作の野菜を

お得にお届け

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

  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

  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

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

毎週 9006 1013

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録

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

毎週 9003 1010

                                    

              
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
              
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

                     送料お得便（自社便）限定
日時ご指定便（ヤマト便）で
は注文できません。               

              
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

                     送料お得便（自社便）
限定日時ご指定便（ヤ
マト便）では注文でき
ません。               

                      

     ※一部、小さめのものが入る場合があります。
        λ有機、無、減／大作 幸一、モグラ会、どらご
んふらい、他／北海道     

1057              北海道の玉ねぎ  
  1kg   398円  （税込430円） 

毎週 9027

 有機栽培されたイタ
リア産トマトを使用。
酸味と甘みのバラン
スが良く、料理に使用
しやすいです。    ※輸入
缶詰のため、缶やラベ
ルのキズ・汚れはご容
赦ください。        λファー
ムランドトレーディン
グ（東京都港区）     

1676    NN 1/29お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

                      

寒さの厳しい冬は、野菜のおいしい
季節。野菜は自らが凍らないよう身
を守るため体内の糖度を増し、甘く
なります。寒くて気が滅入るような日
も、「こんな日が葉物やねぎをおい
しくするんだなあ」と思うと、何だ
か温かい気持ちで過ごせるのでは
ないでしょうか。

産地
だ よ り

農産担当：井口 拓

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

畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めてある日の「ベジタ」は

単品で購入するよりも 
5％（※1）お得になることも！

【材料（2人分）】
グリーンセロリ ………1本
油揚げ ………………1/2枚
だし汁 …………… 150cc
薄口醤油 ………………5cc
黒こしょう ……………少々

セロリと油揚げのさっと煮ベジタレシピ

❸再び沸いたら火を止め、
器に盛り付けて黒こしょうを
振る。

【作り方】
❶セロリは細い千切りにし、
油揚げも同じ太さ・大きさに
切る。
❷鍋にだし汁と薄口醤油、
油揚げを入れて火にかけ、
沸騰したらセロリも入れる。

レシピ提供：堀 知佐子さん

※※
λ
ん

丸ごと玉ねぎ煮込み
切り込みを入れ、電子レンジか蒸し
器でやわらかくした玉ねぎを、赤ワ
イン、トマト水煮缶、鶏ガラスープと
ベーコン、しいたけと弱火で煮込み、
塩・こしょうで味を調えたらでき上が
りです。玉ねぎの皮を茶がらパック
に入れて一緒に煮込むと、より味わ
い深くなります。

玉ねぎには独特のにおいのもとになる、
イソアリインと呼ばれるファイトケミカル
が含まれています。イソアリインには抗
酸化機能があります。また、玉ねぎの皮
の黄色や茶色の色素のもとになっている
ファイトケミカルが、ポリフェノールの一
種であるケルセチンで、抗酸化機能や血

小板の凝集を抑制する機能があります。
皮をよく洗って煮出すと、煮汁にケルセ
チンがとけ出します。皮も捨てずに利用
しましょう。
※髙橋先生の連載は、今回で終了となり
ます。これまでご覧いただき、ありがとう
ございました。

抗酸化機能のファイトケミカルを含む玉ねぎ

8 104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

tsuci18_104_p08_04.indd   8 2017/12/25   12:04:33



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

送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）では注文でき
ません。■セット内容／（予定）トマト、長ねぎ、レタス、葉物など

送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）では注
文できません。■セット内容／（予定）人参など根菜から
2品、小松菜などの葉物から2品、ニラ・葉ねぎなどから
1品、ピーマンなどの果菜から2品の合計7品をお届け。

             λ有機、無／福島わかば会、瀬山 明グルー
プ、つくば中根グループ、他／福島県、埼玉
県、茨城県、宮城県、鹿児島県     

1083              春菊  
  150g   228円  （税込246円） 

             λ有機、無／仙台みどり会、ユニオンファー
ム／宮城県、茨城県     

1084    υυ             チンゲンサイ  
  200g   218円  （税込235円） 

 ほうれんそうや小松菜など、旬の葉物をお
得にお届け。                 

1085              葉物セット   
  1セット   上限 500円  （税込540円） 

イメージイメージ

             λ無、減／黒沢グループ、岡村グループ、他
／埼玉県、茨城県、千葉県     

1086              長ねぎ  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9034

 群馬県西部地方で栽培されている下仁
田ねぎ。甘くてやわらかく、トロリとした
食感で大変美味。
            λ有機／甘楽町有機農業研究会／群馬県     

1088              下仁田ねぎ  
  400g   478円  （税込516円） 

             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     

1089              有機葉ねぎ  
  100g   208円  （税込225円） 

             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連、天谷 
幸男、他／高知県、栃木県、福島県、宮城県     

1090    υυ             ニラ  
  100g   198円  （税込214円） 

毎週 9033

         ■セット内容／白菜1/4コ、ムキねぎ100g、
生しいたけ50g         

1091              鍋野菜きのこセット  
  1セット   528円  （税込570円） 

             λ無／福島わかば会／福島県     

1092    υυ             あさつき  
  130g   198円  （税込214円） 

             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連、肥
後あゆみの会／高知県、熊本県     

1093              生姜  
  200g   368円  （税込397円）      ※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／十和田ニンニク生産組合、他／青
森県     

1094              青森のにんにく  
  100g   388円  （税込419円） 

             λ有機／かごしま有機生産組合／鹿児島県     

1095              鹿児島の有機葉にんにく  
  100g   248円  （税込268円） 

             λ有機／矢澤園芸、ひさまつ農園／茨城県     

1096              有機青じそ  
  10枚   248円  （税込268円） 

             λ有機／大地と自然の恵み／高知県     

1097              有機パセリ  
  30g   188円  （税込203円） 

             λ無、減／黒沢グループ、天恵グループ、長
崎有機農業研究会、他／埼玉県、愛知県、長
崎県、神奈川県、静岡県     

1098    υυ             ブロッコリー  
  1コ   328円  （税込354円） 

             λ無、減／すけむねレタスグループ、長崎有
機農業研究会、他／静岡県、長崎県、茨城県     

1099    υυ             レタス  
  1コ   308円  （税込333円） 

毎週 9035

 赤い葉先にβ-カロテンが含まれ栄養満
点。肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ有機、無、減／小野寺 孝一、農事組合法人 
丸和、天恵グループ／茨城県、千葉県、愛知県     

1100              サニーレタス  
  1コ   228円  （税込246円） 

             λ減／澤島 一弘、野菜くらぶ／静岡県     

1103              芽キャベツ  
  200g   398円  （税込430円）              λ無、減／黒崎研究会、天恵グループ、他／

神奈川県、愛知県、茨城県     

   キャベツ            
 1101    υυ      1/2コ    
208円    （税込225円）   毎週 9037      

 1102       1コ    
298円    （税込322円）   毎週 9036                                                                               

1102

             λ有機、無、減／飯島 利巳智、石川農園、長崎
有機農業研究会、他／埼玉県、愛知県、長崎
県、群馬県、千葉県、徳島県、沖縄県、熊本県     

   トマト            
 1109       400g    
488円    （税込527円）   毎週 9038      

 1110       800g    928円    （税込1,002円）                                                                               

1109

             λ有機、無、減／長崎有機農業研究会、真南
風の会、他／長崎県、沖縄県、熊本県     

1111              九州・沖縄のトマト  
  400g   558円  （税込603円） 

             λ減／天恵グループ、石川農園／愛知県     

1106    υυ             カリフラワー  
  1コ   358円  （税込387円）              λ減／天恵グループ、鳥越農園ネットワーク

／愛知県、福岡県     

1107              グリーンセロリ  
  200g   328円  （税込354円） 

     ※丸い品種か細長い品種のどちらかをお届け
します。        λ有機、無、減／大地と自然の恵み、
高生連、肥後あゆみの会、他／高知県、徳島
県、熊本県、群馬県、千葉県、長崎県     

1112              ミニトマト  
  200g   398円  （税込430円） 

毎週 9039

             λ減／高生連／徳島県     

1113              ミディトマト  
  300g   468円  （税込505円）              λ有機、無、減／宮崎アグリアート、真南風の

会、沖縄畑人村、他／宮崎県、沖縄県     

1115              ピーマン  
  150g   258円  （税込279円） 

             λ無、減／黒沢グループ、岡村グループ、他
／埼玉県、茨城県、千葉県     

1087              ムキねぎ  
  200g   278円  （税込300円） 

 寒さでたっぷり甘みを蓄えた白
菜。スープにすればまろやかな
味わいに。中華風、ブイヨン、和
風、どんな料理にも合います。
    ※中の葉が黄色のオレンジクイ
ーンという品種をお届けする場
合があります。        λ無、減／小野
寺 孝一、岡村グループ、長崎有
機農業研究会、他／茨城県、埼
玉県、長崎県、栃木県、千葉県     

   白菜            
 1104       1/2コ    238円    （税込257円）      
 1105       1コ    368円    （税込397円）                                                                               

豚肉と重ねてミルフィーユ仕立てに豚肉と重ねてミルフィーユ仕立てに

イメージイメージ

1104

 台風の影響で畑が水没し、葉に斑点が広がる病気が
蔓延しました。そのため、葉をカットしてお届けします。
    ※程度が軽微なものはカットせずお届けいた
します。        λ減／天恵グループ／愛知県     

1108              もったいナイ・台風被害グリーンセロリ  
  500g   412円  （税込445円） 

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

毎週 9008

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

毎週 9007

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

毎週 9009

 パリッとみずみずしく、香り豊か。シンプルな塩もみでもお
いしさ抜群。サラダはもちろん、酢の物やオイキムチなどに。
    ※四葉きゅうりを代用でお届けする場合があります。        λ無、減／高生連、
宮崎アグリアート、真南風の会、他／高知県、宮崎県、沖縄県、福島県     

1114    υυ             きゅうり  
  300g   328円  （税込354円） 

毎週 9040

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

9104号毎週 0000 毎週お届け登録対象の青果品は、季節により商品名や品種、価格の変更がある場合があります。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。
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美味
レシピ

                      

     ※色は選べません。赤、黄、オレンジからお届
けします。        λ減／真南風の会、高生連／沖縄
県、高知県     

1116              パプリカ  
  150g   448円  （税込484円）      ※サイズは250g～450g・価格は359円～646

円（税込）の間でお届け。サイズのご指定はでき
ません。        λ有機、無、減／佐久ゆうきの会、かごし
ま有機生産組合、他／長野県、鹿児島県、熊本県     

1117              かぼちゃ  
  カット(1/4コ以上)   598円  （税込646円） 

 滑らかな食感と強い甘みが特徴です。 
   ※サイズは1,200g～2,000g・価格は713円
～1,188円（税込）の間でお届け。サイズのご
指定はできません。        λ減／高生連／高知県     

1118              万次郎かぼちゃ  
  1コ   1,100円  （税込1,188円） 

     ※島いんげんを代用でお届けする場合があり
ます。        λ有機、無、減／沖縄畑人村、真南風の
会、他／沖縄県     

1119              いんげん  
  100g   258円  （税込279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、常総
センター、酒井 久和、他／茨城県、千葉県、鹿
児島県     

1064              さつまいも  
  800g   378円  （税込408円） 

1479    
     もったいナイ魚・
冷凍さつま揚げ         

あわせてどうぞ

 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 

1121    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地を守る会の国産大豆もやし  

  200g   184円  （税込199円） 

1122    υυ   NN 2/5お届け週2/5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。  送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できません。  ※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   

   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便
（ヤマト便）では注文できません。  ※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   

1124    υυ   NN 1/29お届け週1/29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

1671    
     徳用天然真昆布         

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     

1125    υυ             生しいたけ（原木栽培）  
  100g   308円  （税込333円） 

毎週 9042

             λ無／菌興椎茸協同組合／鳥取県     

1126    υυ             肉厚食べごたえ生しいたけ（原木栽培）  
  150g   478円  （税込516円） 

                      

 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     

1128    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     

1129    υυ             まいたけ  
  100g   218円  （税込235円） 

毎週 9046

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

1130    υυ             えのきたけ（ブラウン）  
  200g   238円  （税込257円） 

毎週 9047

             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     

1127    υυ       
      西の生しいたけ（原木栽培）  

  100g   338円  （税込365円） 

毎週 9043
1285    ττ   NN 1/29お届け週1/29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）     

 やさしい味わいが特徴のおいしいきのこ。栽
培生産者が少なく貴重になってきました。
            λ無／マッシュハウス最上、秋田ふるさと農
協／山形県、秋田県     

1131    υυ             ひらたけ  
  100g   188円  （税込203円） 

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

1132    υυ             ぶなしめじ  
  100g   248円  （税込268円） 

毎週 9048

             λ無／キノコ村／長野県     

1133    υυ             エリンギ（きのこ）  
  100g   223円  （税込241円） 

毎週 9049

     ※舟形マッシュルームは売り上げ金の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     

1134    υυ             ホワイトマッシュルーム  
  100g   258円  （税込279円）          ■セット内容／生しいたけ、やなぎまつたけ、

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

1135    υυ             お楽しみ3種の香り・きのこ倶楽部  
  1セット(120g)   388円  （税込419円） 

イメージイメージ

2001      
     西の大根  

  1本   280円  （税込302円） 
             λ有機、無、減／天恵グループ、大中農
友会、他／愛知県、滋賀県、長野県     

2002      
     もったいナイ・小さな安納いも  

  600g   408円  （税込441円） 
             λ有機、無／かごしま有機生産組合／
鹿児島県     

2005    υυ     
     西のほうれんそう  

  200g   298円  （税込322円） 
             λ有機、無／やさか共同農場、はたちょく九州、かごしま
有機生産組合、他／島根県、長崎県、鹿児島県、広島県     

2006    υυ     
     ルコラ  

  50g   218円  （税込235円） 
             λ無／阪本 吉五郎、川里 弘／東京都     

2004      
     有機ヤーコン  
  300g   288円  （税込311円） 
             λ有機／北海道有機農協／北海道     

2008    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     

2009    υυ     
     西のブロッコリー  

  1コ   348円  （税込376円） 
             λ無、減／天恵グループ／愛知県     

2010      
     オレンジクイーン（白菜）  
  1/2コ   258円  （税込279円） 

             λ減／小野寺 孝一／茨城県     

             λ無、減／真南風の会／沖縄県     

1120              いんげん（びっくりジャンボ）  
  100g   298円  （税込322円） 

             λ無／高生連／高知県     

1123              ぎんなん  
  100g   398円  （税込430円） 

2003    υυ     
     もったいナイ・規格外りんご  
  900g   598円  （税込646円） 

             λ減／おきたま興農舎、農事組合法人増野、羽山園芸組合、他／山形県、長野県、福島県、青森県     

2007      
     達人生産者・
原俊朗・原明子さんのふじ  

  1kg(3～4コ)   880円  （税込950円） 
     ※保存する場合は冷蔵庫へ。        λ減／原 
俊朗、原 明子     

さ
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と
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り
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昆布とさつま揚げのうまみで昆布とさつま揚げのうまみで
だし要らずだし要らず

作り方
①さつまいもは輪切りにし、さつま揚
げは拍子木切りにする。
②鍋に水300ccと①、切り昆布を入
れて火にかける。
③さつまいもに火が通ったら醤油を
加え、水分がなくなるまで煮る。
④器に盛り付け、さっとゆでた三つ葉
をあしらう。
 （レシピ提供：堀 知佐子さん）

材料（2人分）
さつまいも ················1/2本（150g）
切り昆布 ··································· 3g
さつま揚げ ·······························2枚
醤油 ···································小さじ1
三つ葉 ·····································1本

原木栽培の味わい豊かなしいたけ。原木栽培の味わい豊かなしいたけ。
肉詰めであふれる滋味を満喫して肉詰めであふれる滋味を満喫して

イメージイメージ

10 104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／大塚 博久、
他／新潟県

白 米
1.5kg 1,180円（税込1,274円） 1136 毎週 9200 隔週 9201 ¼  週 9202    

3kg

2,290円（税込2,473円） 1163 毎週 9284 隔週 9285 ¼  週 9286  

  胚芽米 2,330円（税込2,516円） 1164 毎週 9287 隔週 9288 ¼  週 9289 

   玄  米 2,140円（税込2,311円） 1165 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

3,480円（税込3,758円） 1137 毎週 9275 隔週 9276 ¼  週 9277

  胚芽米 3,540円（税込3,823円） 1138 毎週 9278 隔週 9279 ¼  週 9280

   玄  米 3,280円（税込3,542円） 1139 毎週 9281 隔週 9282 ¼  週 9283

有機宮城ササニシキ 
λ有機／ライスネット仙台、
他／宮城県

白 米

5kg

3,380円（税込3,650円） 1140 毎週 9203 隔週 9204 ¼  週 9205

  胚芽米 3,440円（税込3,715円） 1141 毎週 9206 隔週 9207 ¼  週 9208

   玄  米 3,130円（税込3,380円） 1142 毎週 9209 隔週 9210 ¼  週 9211

有機山形つや姫
λ有機／おきたま興農舎、
他／山形県

白 米

5kg

3,580円（税込3,866円） 1146 毎週 9221 隔週 9222 ¼  週 9223

  胚芽米 3,660円（税込3,953円） 1147 毎週 9224 隔週 9225 ¼  週 9226

   玄  米 3,380円（税込3,650円） 1148 毎週 9227 隔週 9228 ¼  週 9229

有機西日本の米 
λ有機／清水 光男、他／
滋賀県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県、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） 1143 毎週 9212 隔週 9213 ¼  週 9214

  胚芽米 3,720円（税込4,018円） 1144 毎週 9215 隔週 9216 ¼  週 9217

   玄  米 3,450円（税込3,726円） 1145 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 870円    （税込940円） 1149 毎週 9233 隔週 9234 ¼  週 9235

5kg
2,780円（税込3,002円） 1150 毎週 9236 隔週 9237 ¼  週 9238

   玄  米 2,580円（税込2,786円） 1151 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

2,750円（税込2,970円） 1152 毎週 9242 隔週 9243 ¼  週 9244

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1153 毎週 9245 隔週 9246 ¼  週 9247

   玄  米 2,620円（税込2,830円） 1154 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） 1155 毎週 9251 隔週 9252 ¼  週 9253

  胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1156 毎週 9254 隔週 9255 ¼  週 9256

   玄  米 2,630円（税込2,840円） 1157 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 880円    （税込950円） 1158 毎週 9260 隔週 9261 ¼  週 9262

5kg

2,680円（税込2,894円） 1159 毎週 9263 隔週 9264 ¼  週 9265

  無洗米 2,730円（税込2,948円） 1160 毎週 9266 隔週 9267 ¼  週 9268

  胚芽米 2,760円（税込2,981円） 1161 毎週 9269 隔週 9270 ¼  週 9271

   玄  米 2,480円（税込2,678円） 1162 毎週 9272 隔週 9273 ¼  週 9274

お
い
し
さ
厳
選
米

人
気
の
産
地
と
品
種
を
撰
り
す
ぐ
り

にこまる、
コシヒカリなどを

滋賀県以西からお届け

甘み、うまみ、
粘りのバランスが良い
人気ブランド

人気上昇中の
注目品種

人気ブランドの
有機米

あっさりとしながら
味わい深く、
和食に最適

貴 重

コシヒカリと
人気を二分！

秋田県大潟村から
お届け

注目品種を
産地限定でお届け

環境に恵まれた
おきたま興農舎限定

粘り、甘みの
バランスが良い
北海道米

人気上昇中

注目品種

定期お届け
登録なら

 選んだ頻度
　　　　　
　　　 で
自動的に届く
ので便利

毎週 隔週
1/4週

 お届けごとに
　　  　    の
いずれかが
付いてお得！

米 全国のこだわり生産者からお届け。

■すべて2017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。

                      
   有機加賀ふゆみず田んぼコシヒカリ            
 1168    無洗米    白米 2kg    1,560円    （税込1,685円）          

 1169      胚芽米  2kg    1,580円    （税込1,706円）                                                                                                   
 白鳥が舞い降りる「ふゆみず田んぼ」を実践。自然と調和
した有機栽培を実践している橋詰さんのコシヒカリはつ
や、うまみがありおいしいお米です。            λ有機／橋詰 善庸
／石川県     

   有機茨城ミルキークイーン            
 1170     白米 5kg    3,500円    （税込3,780円）          

 1171     七分 5kg    3,500円    （税込3,780円）                                                                                                   
 冷めてもおいしいミルキークイーン。モチモチの食感が
子どもにも大人気。お弁当におすすめのお米です。            λ有
機／篠田 要、他／茨城県     

   有機おきたまコシヒカリ            
 1166     白米 5kg    3,600円    （税込3,888円）          

 1167     玄米 5kg    3,450円    （税込3,726円）                                                                                                   
 最上川の上流にあたる清流から水を引き、米作りをして
います。豊かな自然環境がおいしい米を作ります。            λ有
機／おきたま興農舎／山形県     

   有機北海道ゆめぴりか            
 1174     白米 5kg    3,680円    （税込3,974円）          

 1175     七分 5kg    3,680円    （税込3,974円）                                                                                                   
 やや強めの粘り、豊かな甘みとうまみで人気の「ゆめぴり
か」。「ぴりか」はアイヌ語の「美しい」の意味。見ためもき
れいです。            λ有機／当麻グリーンライフ、他／北海道     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1178     白米 2kg    1,400円    （税込1,512円）          

 1179     玄米 2kg    1,300円    （税込1,404円）                                                                                                   
 日本で2番目に大きな湖だった八郎潟を干拓し、広大な
稲作地帯となった大潟村からお届けします。            λ無／ライ
スロッヂ大潟／秋田県     

                         提携米大潟村あきたこまち            
 1182     白米 5kg    2,760円    （税込2,981円）                                                                                                                         
 日本で2番目に大きな湖だった八郎潟を干拓し、広大な
稲作地帯となった大潟村からお届けします。            λ減／ライ
スロッヂ大潟／秋田県     

   やまろくコシヒカリ            
 1180     白米 5kg    2,480円    （税込2,678円）          

 1181     玄米 5kg    2,280円    （税込2,462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     

   宮城ササニシキ            
 1183     白米 5kg    2,550円    （税込2,754円）          

 1184     七分 5kg    2,550円    （税込2,754円）          

 1185     玄米 5kg    2,350円    （税込2,538円）                                                                             
 淡泊であっさりとした味と食感。和食に代表される薄味
のおかずや酢めしにとてもよく合います。            λ減／ライス
ネット仙台、他／宮城県     

   宮城ミルキークイーン            
 1186     白米 5kg    2,650円    （税込2,862円）          

 1187     七分 5kg    2,650円    （税込2,862円）                                                                                                   
 粘りのとても強いお米。冷めてもかたくなりにくいので、
お弁当におすすめです。味の濃い洋風のおかずにもぴっ
たり。            λ減／ライスネット仙台／宮城県     

   北海道ゆめぴりか            
 1188     白米 5kg    2,880円    （税込3,110円）          

 1189     七分 5kg    2,880円    （税込3,110円）          

 1190     玄米 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                             
 やや強めの粘りと豊かな甘み、うまみで人気の「ゆめぴりか」。「ぴりか」はアイヌ語の
「美しい」の意味。見ためもきれい。    〔1188・1189〕※白い粒が入る場合があります。
品種の特性で食味には影響ありません。〔1190〕※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減／北斗会、他／北海道     

   有機北海道ななつぼし            
 1172     白米 5kg    3,580円    （税込3,866円）          

 1173     玄米 5kg    3,380円    （税込3,650円）                                                                                                   
 粘り、つや、うまみ、三拍子そろった上に大きな粒が特徴
のお米です。北海道の雄大な自然の恵みをお届けしま
す。    〔1173〕※葉緑素の残った緑色の玄米（活青米 いき
あおまい）が多く混じっている場合があります。        λ有機
／北斗会、他／北海道     

   島根コシヒカリ            
 1176    無洗米    白米 5kg    2,800円    （税込3,024円）        
 1177     玄米 5kg    2,570円    （税込2,776円）                                                                                                 
 川にはヤマメなどが泳ぐ水がきれいで空気も良い中山間
地で作っています。自然の恵みを受け丹精込めて作りま
した。            λ減／森の里工房生産組合／島根県     

今週の米（減）

今週の米（有機・無）

11104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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北斗会（北海道旭川市）の
生産者・石坂寿浩さんの
除草作業の様子

の産地

ほっと
Story
北斗会

（北海道東神楽町他）

北斗会の皆さんです

おいしさ「ななつぼし」！ 
北海道のイチオシのお米
米の収穫量全国1位の北海道のなかでも生
産量、消費量ともにトップクラスの「ななつぼし」。味、つや、粘りが
良く、どんな料理にも合うのが特徴です。生産者の北斗会は、北海
道の中心からやや北の旭川、美瑛周辺でお米作りに取り組んでいま
す。この地域は北海道でも有数の米どころ。田んぼには大雪山系か
らの豊かな水がもたらされますが、夏は暑く、米の品質や収量を落
とす雑草との戦いを強いられています。今シーズンは天候が不安定
でしたが、無事に良いお米が収穫できました。北海道のイチオシ米
をぜひお試しください。
 農産担当：大熊 俊之

詳細は同時配布のチラシをご覧ください。

野菜ごとにうまみが引き出される
温度・加熱時間を設定。

低温加工で野菜の水分やうまみを
ギュッと閉じ込めています。

雑穀類
豆類

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない原料を使用

国産契約栽培を優先

海外産の場合は
オーガニックを使用

                      

イメージイメージ

1191    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     北海道十勝 平譯さんの味噌用大豆  

  1kg   818円  （税込883円） 

 北海道十勝の大自然
の中で、しっかり自然
乾燥させた完熟の大
豆。            λ無／平譯 優／
北海道    θ大豆 

味噌味噌
作りに作りに ふくよかなうまみの完熟大豆ふくよかなうまみの完熟大豆

限定 500

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

1192    NN 1/29お届け週1/29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） 

 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 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   穀物満彩（穀物ブレンド）  

  500g   2,120円  （税込2,290円） 

イメージイメージ

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

1194    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     大袋でお得な熊本ゆのまえ産 十六種雑穀米  

  300g   1,200円  （税込1,296円） 

イメージイメージ

     〔1173〕※葉緑素の残った緑色の玄米（活青米 いきあおまい）が多
く混じっている場合があります。        λ有機／北斗会、他／北海道     

   有機北海道ななつぼし            
 1172         白米 5kg    3,580円    （税込3,866円）
       1173         玄米 5kg    3,380円    （税込3,650円）                                                                               

 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） イメージイメージ

1196        
     ハトムギ（北のはと）粒  

  200g   1,700円  （税込1,836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）     

サラダやスープに加えてサラダやスープに加えて

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   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   北海道産 冷凍栗かぼちゃ  

  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 1198    ττ   NN 1/29お届け週1/29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。            λグリンリーフ
（群馬県昭和村）     

限定 500

1199    ττ       
     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

1201    ττ       
  $$   冷凍有機いんげん  

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

限定 1000

イメージイメージ

1200    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     北海道産ミックスベジタブル  

  200g   311円  （税込336円） 

 北海道で栽培された
スイートコーン、人
参、いんげんのミック
スベジタブルです。
            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

赤、黄、緑の色合いが料理を華やかに赤、黄、緑の色合いが料理を華やかに

1202    ττ   NN 1/29お届け週1/29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）     

1203    ττ       
     有機北海こがねナチュラルカットポテト  

  350g   461円  （税込498円） 
 北海道産有機栽培じゃがいも（北海こ
がね）を、皮ごと三日月型にカットしまし
た。化学調味料・食塩不使用。            λ太田農
園（北海道中富良野町）     

限定 200

 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 

1204    ττ       
     おきたま興農舎の冷凍枝豆  

  250g   684円  （税込739円） 

限定 450
イメージイメージ

1205    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機煮大豆  

  1kg   1,230円  （税込1,328円） 

 圧力釜で蒸し煮した
国産有機大豆。袋のま
ま30分ほど温めるだ
けですぐに使えます。
手作り味噌にも。            λや
さか共同農場（島根県
弥栄町）  δお届け後
60日保証  θ大豆 

味噌味噌
作りに作りに

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 2/5お届け週2/5お届け週    
     むかし竹の子（水煮）   

  200g   600円  （税込648円） 

1207    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     オーガニックブルーベリー（冷凍）  

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

1208    ττ   NN 1/29お届け週1/29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）     

ヨーグルトのトッピングなどにヨーグルトのトッピングなどに

イメージイメージ

1209    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おやさいおもいｓｔｅａｍ 3種セットＡ  

  1セット   1,306円  （税込1,410円） 

 「かぼちゃブロック」と「ご
ぼうのささがき」はマヨ
ネーズで和えてサラダに、
「味噌汁ミックス」は具だ
くさんの味噌汁にどうぞ。
        ■セット内容／味噌汁ミ
ックス150g、かぼちゃブ
ロック150g、ごぼうのさ
さがき100g    λアイピー
オー（埼玉県さいたま市）
  δお届け後45日保証   

限定 500

賞味期間長めで常備におすすめ賞味期間長めで常備におすすめ

イメージイメージ

1210    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おやさいおもいｓｔｅａｍ 3種セットＢ  

  1セット   1,222円  （税込1,320円） 

 簡単な味付けで、きんぴ
らごぼうやポテトサラダ
など一品料理がすぐに完
成！ 賞味期間も長く、常
備品として大活躍。        ■セ
ット内容／豚汁ミックス
200g、きんぴらごぼうミ
ックス100g、サラダポ
テト100g    λアイピーオ
ー（埼玉県さいたま市）
  δお届け後45日保証   

限定 500

ソフトスチーム加工でうまみ凝縮！ソフトスチーム加工でうまみ凝縮！

12 104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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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

                      

 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 1/29お届け週1/29お届け週    
     ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

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

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

  100g   470円  （税込508円） 

 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   

1213    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 

 ボンレスの特徴である肉感と、直火でじ
っくりスモークをきかせた風味で、リッチ
な味わいです。            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   

1215    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ボンレスハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  100g   509円  （税込550円） 

イメージイメージ

1214    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     カナディアンロースハムスライス（益子手づくりハム工房）  

  80g   489円  （税込528円） 

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

レタスと一緒にパンにはさんでレタスと一緒にパンにはさんで

 ロース、ボンレス、スモークハムの形が整
っていないものや、端の部分を集めまし
た。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）     

1216    ττ       
     ハム切り落とし  

  100g   360円  （税込389円） 

限定 1500

 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 1/29お届け週1/29お届け週    
     皮なしベビーウインナー（中津）  

  120g   336円  （税込363円） 

毎週 9062

 人気のベビーウインナーの徳用規格で
す。たっぷり使えて、通常品を2パック買
うより13円（税込）お得です。            λ中津ミー
ト（神奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1218    υυ       
     徳用 皮なしベビーウインナー（中津）  

  240g   660円  （税込713円） 

イメージイメージ

1219    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 

 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   

毎日のお弁当作りに活躍します毎日のお弁当作りに活躍します

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

1220    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     粗挽ウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

イメージイメージ

北海道でのびのびと育った「放牧豚」のうまみ。北海道でのびのびと育った「放牧豚」のうまみ。
ぜひ厚切りで味わってくださいぜひ厚切りで味わってください

「放牧豚」は、北海道の広大な大地
で、のびのびと放牧されて育った
豚です。健康なので、放牧後は抗
生物質を一度も使いません。甘み
のある脂身を、厚く切ったベーコ
ンで存分にご堪能ください。
     ※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）     

1222    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     北海道放牧豚ベーコンブロック  

  180g   907円  （税込980円） 

 肉のうまみを感じるぷりっとした食感。
スモークや香辛料が強過ぎないので、
お料理の具材にもどうぞ。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1221    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

イメージイメージ

1223    υυ       
     世界が認めたファインのチョリソーソーセージ  

  110g   498円  （税込538円） 

 2013年にIFFA（ドイツ
国際食肉コンテスト）
で金賞受賞のチョリソ
ー。グリーンペッパー
とチリペッパー入り。
            λスモークハウスファ
イン（山形県高畠町）
  δお届け後7日保証   

2種のペッパーで仕上げたピリ辛風味2種のペッパーで仕上げたピリ辛風味

 ドイツ・バイエルン州の伝統的な白いソ
ーセージ「バイスブルスト」。新鮮な豚肉
にハーブをきかせた一品です。            λウイン
ナークラブ（徳島県石井町）    θ乳 

1225    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳島の阿波美豚 バイスブルスト  

  180g   470円  （税込508円） 

1226    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     短角牛豚バラカルビ焼用盛合せ  

  300g   1,627円  （税込1,757円） 
 こってり濃いめの焼肉ならこちら。塩・こしょうだけでも満
足の味に。牛脂付。        ■セット内容／牛バラカルビ・豚バラカ
ルビ各150g   約5mm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）  εお届け後2日保証   

 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 

1227    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

1228    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ナチュラルポークセット（自然養豚）  
  880g(5パック)   2,351円  （税込2,539円） 
 ハム・ソーセージでおなじみの、中津ミートの豚肉です。
        ■セット内容／ロースしゃぶしゃぶ用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・小間切・挽肉
各200g    λ中津ミート（神奈川県愛川町）  δお届け後60日保証   

1229    ττ   NN 1/29お届け週1/29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）     

イメージイメージ

北海道名物の山菜「行者にんにく」。北海道名物の山菜「行者にんにく」。
独特の香りが食欲をそそります独特の香りが食欲をそそります

北海道でのびのびと育った「放牧
豚」が主原料。粗挽き生地をベー
スにしたウインナーに、北海道名
物の山菜「行者にんにく」を練り込
みました。食欲を刺激する、独特
の香りが魅力です。

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

1224    ττ       
     北海道放牧豚行者にんにくウインナー  

  100g   460円  （税込497円） 

1230    ττбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     冷凍大地うまみこい豚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   イメージイメージ

1231    ττ       
     大地うまみこい豚ロース味噌漬  

  160g   600円  （税込648円） 

 大地うまみこい豚の
ロース肉を、甘辛風味
の味噌ダレに漬け込
みました。火の通りや
すい厚さで便利です。
          約3mm厚  λミートコ
ンパニオン（神奈川県
相模原市）    θ大豆 

ごはんにぴったりの甘辛い味付けごはんにぴったりの甘辛い味付け

 豚ロース肉を塩麹に漬け込んだ、人気
商品の徳用規格。通常品と比較して1枚
当たり約10円（税込）お得。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  εお届け後3日保証   

1232    υυ       
     徳用 豚ロース塩こうじ漬（中津）  
  300g(3枚)   1,020円  （税込1,102円） 

 ロースに６種類のハーブ、スパイスとパ
ン粉をまぶしました。少し多めの油で冷
凍のまま焼いてください。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）    θ小麦 

1233    ττ       
     豚ロースステーキ香味パン粉焼用  

  160g（2枚）   650円  （税込702円） 

イメージイメージ

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

1234    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     豚レバー焼肉用（味付）  

  200g   407円  （税込440円） 

イメージイメージ

セットもの・簡単調理

13104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

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会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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みじん切りにした玉ねぎと挽
肉に、塩・こしょうを少々。粘り
が出てくるまでこねたら、適度
な大きさに丸めて、「うずら卵
水煮」を包みます。薄力粉、溶
き卵、パン粉の順に衣を付け
て、油で揚げれば、ミニスコッ
チエッグの完成です。

ミニスコッチエッグ

卵とお肉を使った定番料理と
いえば、親子丼。プリプリの鶏
肉とふわとろ卵のハーモニー
を楽しみましょう。甘めの味
付けがごはんになじみ、どんど
ん箸がすすみます。忙しいと
きはめんつゆを使えば、すぐに
味が決まってらくちん。

親子丼

きめが細かく、さっぱりと
してうまみのある脂身が
特徴の大地うまみこい
豚。トマトと卵で炒め物に
すれば、彩り鮮やかな一
皿になります。火の通り
が早いので、さっとおかず
を用意したいときにもお
すすめのメニューです。

豚肉とトマトの
卵炒め

1252    υυбб   NN 1/29お届け週    
     大地うまみこい豚バラスライス  

  200g   560円  （税込605円） 

 脂身が多めでやわら
か。ボリュームのあ
る炒め物や煮物に
どうぞ。          約3mm厚
  λ仙台黒豚会（宮城
県大崎市他）  εお届
け後2日保証   

毎週 9054

1271    ττ   NN 1/29お届け週    
     冷凍大地うまみこい豚小間切れ・バラ凍結  

  400g   907円  （税込980円） 

 いろいろな料理に使え
て出番の多い豚小間
切をバラ凍結にしまし
た。チャック付き袋入
りで便利。          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   

           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 1/29お届け週    
     冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   1,017円  （税込1,098円） 

1273    υυ   NN 2/5お届け週    
     徳用大地うまみこい豚挽肉  

  400g   811円  （税込876円） 

           直 径 約 3 m m
  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市
他）  εお届け後2
日保証   

1276    ττбб   NN 1/29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

1283    ττ   NN 2/5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） 

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

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

                      

1235    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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    ττбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     冷凍短角牛切落し  

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

1237    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     短角牛バラスライス  

  180g   1,373円  （税込1,483円） 
 脂身が多め。炒め物や煮物に加えると
ボリュームのあるおかずに。          約3mm厚
  λ山形村短角牛肥育部会（岩手県久慈
市）  εお届け後2日保証   

1238    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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   

イメージイメージ

1239    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     短角牛モモしゃぶしゃぶ用  

  180g   1,458円  （税込1,575円） 

 脂身が少なく、きめが
細かい部位。あっさ
り味がお好みならこ
れ。          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   

主菜にもなるごちそうサラダにして主菜にもなるごちそうサラダにして

1240    υυ   NN 1/29お届け週1/29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、うまみが濃いモモ肉。
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   

1241    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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   

 程よい脂がきめ細かく入り、しっとりや
わらかな食感とこくのあるうまみが魅力
です。牛脂付。            λ山形村短角牛肥育部会
（岩手県久慈市）  εお届け後2日保証   

1242    υυ       
     短角牛カタロースステーキ用  
  180g(2枚)   1,740円  （税込1,879円） 

1243    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     短角牛焼肉用  

  180g   1,481円  （税込1,599円） 
 モモ肉が中心で脂身が少なめ。炒め物や
煮物にもどうぞ。牛脂付。          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   

1244    υυ   NN 1/29お届け週1/29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   

1245    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     短角牛小間切れ  

  150g   1,089円  （税込1,176円） 
 いろいろな部位が混ざってお得。煮物、
炒め物に便利です。          約3mm厚  λ山形村
短角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届
け後2日保証   

1246    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     短角牛上挽肉  

  180g   950円  （税込1,026円） 
 赤身の多い部位を中心に使用。脂身が気
になる方におすすめです。          直径約3mm
  λ山形村短角牛肥育部会（岩手県久慈
市）  εお届け後2日保証   

1247    ττ       
     冷凍徳用阿蘇あか牛カルビ焼用  

  250g   2,265円  （税込2,446円） 
 適度に脂ののったいろいろな部位を焼肉用にスラ
イスしました。たっぷり食べられるお徳用。    ※今週
は通常の2倍ポイントです。      約5mm厚  λうぶやま村
あか牛の会（熊本県産山村）  δお届け後60日保証   

1248    ττ       
     未来とかち牛挽肉・バラ凍結  

  200g   871円  （税込941円） 
 赤身主体の未来とかち牛の挽肉。使い
たい分だけ取り出せる、便利なバラ凍結
です。            λ大野ファーム（北海道芽室町）
  δお届け後60日保証   

1249    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     合挽（短角牛：豚＝1：1）  

  200g   669円  （税込723円） 
 山形村短角牛と大地うまみこい豚をブレンド。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

1250    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用合挽（短角牛：豚＝1：1）・300g  

  300g   973円  （税込1,051円） 
 うまみの濃い山形村短角牛とこくのある大地うまみこ
い豚を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   

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    ττ       
     冷凍少量パックセット・大地うまみこい豚バラスライス  

  100g×3パック   925円  （税込999円） 
 大地うまみこい豚のバラ肉を約3mm厚に
スライスし、使い勝手の良い100gずつ凍結。
「あと一品」に便利です。          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   

卵はP.19へ

身近な食材「卵」を、相性の良いお肉と合わせて。味もボリュームも満足のメニューにしていただきましょう。

イメージイメージ

イメージイメージ

1251 イメージイメージ

卵卵××お肉お肉をを使って使って
ボリュームたっぷり、元気いっぱい！

14 104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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薄めにスライスし、いろいろな部
位を混ぜてお届け。見ためは少
し不ぞろいですが、部位ごとに買
うよりボリュームがあってお得で
す。うまみの濃い赤身、口溶けの
良い脂身は、たっぷりの野菜と一
緒に蒸すと美味。火の通りが早い
ので、炒め物や肉巻きにもぴった
りです。

1254    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい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   

1255    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚モモスライス  

  200g   461円  （税込498円） 
 うまみが濃くてやわらか。炒め物やゆで
てサラダなどに。          約3mm厚  λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1256    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚ローススライス  

  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   

1257    υυ       
     大地うまみこい豚 豚丼用うす切り  

  200g   530円  （税込572円） 
 豚丼に合うよう、約1.8mmという薄さに
スライス。ふんわりやわらかな食感です。
          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       
     大地うまみこい豚カタロース生姜焼用（200g）  

  200g   593円  （税込640円） 
 こくのある生姜焼きが作れます。タレに
よくなじむ厚さです。          約5mm厚  λ仙台
黒豚会（宮城県大崎市他）  εお届け後2
日保証   

1259    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚ロースソテー・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   

1260    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚ロースソテー・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   

1261    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい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   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     冷凍大地うまみこい豚モモしゃぶしゃぶ用  

  200g   471円  （税込509円） 
 脂身が少なめ。しゃぶしゃぶ、サラダなど
あっさりメニューに。          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   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     冷凍大地うまみこい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   

1265    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用大地うまみこい豚すき焼用  

  400g   923円  （税込997円） 
 モモ・ウデ肉をふっくら厚めにスライス。
家族みんなで楽しめます。          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   

1267    ττ   NN 1/29お届け週1/29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   

 ハーブ入り飼料で育った豚のヒレ肉で、
あっさりやわらか。お好みの厚さに切
り、トンカツやソテーなどに。            λ江原養豚
（群馬県高崎市）  δお届け後60日保証   

1266    ττ       
     えばらハーブ豚ヒレブロック  

  180g   925円  （税込999円） 

1268    ττ       
     北海道放牧豚挽肉・バラ凍結  

  250g   635円  （税込686円） 
 少量でも使えるバラ凍結。放牧豚特有の赤
身のうまみがたっぷり。餃子の具にすれば、
一層ジューシー。          直径約3mm  λ希望農場
（北海道厚真町）  δお届け後60日保証   イメージイメージ

1270    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     冷凍少量パックセット・大地うまみこい豚小間切れ  

  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   

「もう一品」に便利な小分けパック「もう一品」に便利な小分けパック

1269    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚小間切れ  

  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

1272    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地うまみこい豚挽肉  

  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

 脂身が少ないモモ肉を挽きました。あっ
さりと仕上げたい料理に。          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   

1274    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     大地うまみこい豚モモ挽肉  

  200g   458円  （税込495円） 

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

1275    ττбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     冷凍大地うまみこい豚挽肉・バラ凍結  

  400g   878円  （税込948円） 

鶏肉

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

                      

1277    ττбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     鶏ムネ肉（まほろば）  

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

1278    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     チキンリブ手羽中・バラ凍結（まほろば）  

  300g   635円  （税込686円） 
 皮付きでゼラチン質が豊富。ぷりぷりの
食感が楽しめます。            λまほろばライブフ
ァーム（山形県高畠町）     

1279    ττ       
     うまか赤鶏モモ肉  

  200g   545円  （税込589円） 
 適度な歯ごたえがあり、ジューシーな部
位。            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     イメージイメージ

1280    ττ       
     うまか赤鶏ササミ  

  150g   389円  （税込420円） 

 やわらかく脂身の少
ないヘルシーなササ
ミ肉の少量パックで
す。            λ九州赤鶏の会
（大分県日田市他）     

人参と合わせてさっぱりとした一品に人参と合わせてさっぱりとした一品に

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

1281    ττ       
     うまか赤鶏手羽元  

  250g   516円  （税込557円） 

1282    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     鶏ムネ肉（秋川）200g  

  200g   460円  （税込497円） 
 非遺伝子組み換えの植物性飼料を主体
に、開放的な鶏舎で健康に飼育。飼育の
全期間中、薬剤不使用です。            λ秋川牧園
（山口県山口市）     

1284    ττ       
     包丁いらずの鶏ムネ薄切りコマ・バラ凍結  

  350g   680円  （税込734円） 
 鶏ムネ肉を薄くスライスしてバラ凍結。
解凍も火の通りも早いので便利です。          約
4mm厚  λまほろばライブファーム（山形
県高畠町）     

1285    ττ   NN 1/29お届け週1/29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       
     合鴨モモ肉（丼・そば用）  

  150g   781円  （税込843円） 
 薬剤を与えず放し飼いで育てられた合
鴨のぷりっとしたモモ肉です。            λ西崎フ
ァーム（茨城県かすみがうら市）  δお届
け後32日保証   

イメージイメージ

1262    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     徳用冷凍大地うまみこい豚しゃぶしゃぶ用  

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

好みの野菜と蒸してさっぱりと好みの野菜と蒸してさっぱりと

15104号●スライス厚・挽肉の直径は目安表示です。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。
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脂のりが良く、とろけるように濃厚。脂のりが良く、とろけるように濃厚。
天然の寒ブリならではのうまみを召し上がれ天然の寒ブリならではのうまみを召し上がれ

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

1310    ττ   NN 2/5お届け週    
     長崎産天然寒ぶり切身  

  160g(2切)   554円  （税込598円） 

 白身でくせがなく、塩
焼き、蒸し魚など、い
ろいろな料理にも合
います。        ■漁場／東
シナ海    λ魚中（東京
都足立区）  δお届け
後45日保証   

1305    ττ       
     さわら（さごし）切身  

  120g(2切)   548円  （税込592円） 

 身の引き締まった寒シ
ジミを砂抜きして冷凍。
手軽に味噌汁を。スタ
ンドパック入り。    ※2月
頃までの取り扱い予定。
    ■漁場／青森県    λ進
藤水産（青森県東北町）     

1321    ττ   NN 2/12お届け週    
     青森県産冷凍寒シジミ  

  150g   627円  （税込677円） 

 一般的な真サバの脂の
りは12％程度ですが、
本品は粗脂肪分15～
20％以上。脂ののった
国産サバを味わって。
        ■漁場／青森県八戸
    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証   

1302    ττ       
     八戸前沖さばフィレ（うす塩味）  

  180g(3枚)   538円  （税込581円） 

国産の水産物を優先

酸化・退色防止等の
薬剤不使用が原則
塩素系殺菌剤
不使用が原則

刺身・切身
エビ・カニ・貝

                      

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

1287    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

 日本船籍の船が漁獲した天然もののミナミマグ
ロです。程よい脂のり、きめ細かな身質、ほのかな
甘みが楽しめます。        ■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］   

1288    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     天然南まぐろ中トロ切落し（刺身用）  

  70g   1,380円  （税込1,490円） 
 日本船籍の遠洋はえ縄船で漁獲した天然ミナ
ミマグロの中トロ。きめ細かな脂と上品な甘み
を堪能して。        ■漁場／インド洋    λマストミ（徳
島県徳島市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1289    ττ       
     天然南まぐろ中トロ 不揃いサク（刺身用）  
  130g(2柵)   1,340円  （税込1,447円） 

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］   

1290    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   810円  （税込875円） 

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

1291    ττбб   NN 1/29お届け週1/29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

1292    ττ       
  $$   もったいナイ魚・日本海産小イカ（刺身用）  
  270g(3尾以上)   428円  （税込462円） 

 日本海で水揚げされたスルメイカを、使
いやすいよう1尾ずつ急速凍結。小さめ
サイズで、やわらかです。        ■漁場／日本
海    λまえた（新潟県新潟市）  ［生食可］   

限定 400
イメージイメージ

 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 

1293    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

 土佐沖で釣り上げた脂ののったカツオを特製
ダレに漬けました。少量サイズ。        ■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［生食可］  θ小麦・大豆 

1294    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     土佐近海一本釣りカツオ漬け丼用  

  40g×2パック   678円  （税込732円） 

イメージイメージ

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

1295    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     長崎風天然ぶり漬け丼  
  90g(固形量60g)   369円  （税込399円） 

イメージイメージ

 自社船「吉丸」が獲ったスルメイカを特製
ダレに漬け込みました。ごはんにのせて
丼に。        ■漁場／日本海    λ福栄（鳥取県境
港市）  ［生食可］  θ小麦・大豆 

1296    ττ       
     吉丸のいか醤油漬（生食用）ツインパック  

  70g×2パック   530円  （税込572円） 

イメージイメージ

 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］   

1297    ττ       
  $$   徳用・北海道産スモークサーモン  

  160g   980円  （税込1,058円） 
 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 1/29お届け週1/29お届け週    
     北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   780円  （税込842円） 
 沖獲り紅鮭を厚めのステーキカットにしました。鮮
やかな紅色が特徴で、華やかなメインディッシュ
に。        ■漁場／カムチャツカ■原産国／ロシア    λ桃
屋食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1299    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     紅鮭ステーキカット  

  200g(2枚)   754円  （税込814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。本品
はたくさん入った徳用品。        ■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 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用・知床産 うす塩味鮭切身  
  320g(4切)   1,169円  （税込1,263円） 

 食べやすく骨を取り除いた切身です。焼きは
もちろん、味噌煮にも。骨がないのでお子さん
やご年配にもおすすめ。        ■漁場／北海道    λ桃
屋食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1303    ττ       
     北海道産 骨取り真さば切身  

  150g(3枚)   468円  （税込505円） 

イメージイメージ

1306    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     稚内産子持ち浅羽カレイ切り身  
  300g（3切以上）   789円  （税込852円） 

 稚内近海の子持ちカレ
イを厳選して切身にしま
した。卵はつぶつぶの食
感がおいしく、身もしっか
り。ふっくらと炊き上げて
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   

卵のプチプチ感とふっくらした身が上品卵のプチプチ感とふっくらした身が上品

刺身・切身
エビ・カニ・貝

イメージイメージ

1304    ττ  NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     真いわし（下処理済）  
  250g(4尾以上)   398円  （税込430円） 

 脂ののった大きめのイ
ワシの頭と内臓を取り
除き、調理しやすいよ
う下処理しました。煮
付けや塩焼きに。        ■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   

そのまま焼いても煮ても丸ごとうましそのまま焼いても煮ても丸ごとうまし

切身

※1314は
除く

刺身

切身

ブリの塩麹漬
け

ブリの塩麹漬
け シジミの味噌

汁
シジミの味噌

汁

サワラの照り
焼き

サワラの照り
焼き

焼きサバ焼きサバ

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

今がおいしい！今がおいしい！
旬旬のの寒魚寒魚を食卓へを食卓へ

16 104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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 一般では流通しにく
いサイズの真ダラを、
新鮮なうちにフィーレ
に。ムニエル、鍋など
でどうぞ。        ■漁場／北
海道    λ中央水産（北
海道稚内市）  δお届
け後45日保証   

1308    ττ       
     もったいナイ魚・真だらフィーレ  
  300g(2枚以上)   424円  （税込458円） イメージイメージ

塩とこしょうだけ、ソテーでどうぞ塩とこしょうだけ、ソテーでどうぞ

 1匹のマグロからわずかしか取れない希少な腹身
を使用。市場にはあまり流通しませんが、魚通に
好まれるうまみのある部位です。        ■漁場／太平洋
    λマストミ（徳島県徳島市）  δお届け後15日保証   

1309    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     まぐろ腹身の切身  

  170g(2切)   510円  （税込551円） 
 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   

1311    ττ       
     お弁当用天然ぶり切身  
  200g（6切以上）   535円  （税込578円） 

 脂のり抜群の天然ブリのアラを調理しや
すいように切身にしました。ブリ大根やア
ラ汁などにどうぞ。        ■漁場／長崎県    λ大畑
食品（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1312    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     もったいナイ魚・長崎産天然寒ぶりアラ  

  300g   490円  （税込529円） 

 塩焼きや照り焼きはもちろん、バターとの
相性が良いので、バター焼きやムニエル、フ
ライなどにも。        ■漁場／太平洋    λ村田漁業
（宮城県気仙沼市）  δお届け後15日保証   

1313    ττ       
     骨なしまかじき切身  

  140g(2切)   508円  （税込549円） 
 自社船で獲ったムラサキイカを使いやす
いサイズにカットしバラ凍結。切れめ入
りで食べやすいです。        ■漁場／北西太平
洋    λ福栄（鳥取県境港市）     

1314    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     いか短冊（天ぷら・炒めもの用）  

  200g   505円  （税込545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 

1315    ττбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     エコシュリンプ（むきみ）  

  200g   1,060円  （税込1,144円） 
 調理しやすいように尾を残して、腹部に切れめを入れてバ
ラ凍結しました。    ※売り上げ金のうち7円は、「互恵のための
アジア民衆基金」として積み立てます。    ■原産国／インドネ
シア    λオルター・トレード・ジャパン（東京都新宿区）    θえび 

1316    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     下処理済エコシュリンプ（Ｌ）  
  140g(7尾以上)   957円  （税込1,033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 

1317    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 

 自社船で漁獲したカニを中心に新鮮なう
ちにボイル。鮮度抜群。本来の風味が味
わえます。        ■漁場／境港    λ福栄（鳥取県
境港市）  ［生食可］  θかに 

1318    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     紅ずわいかに肉（バラ身）  

  100g   690円  （税込745円） 

イメージイメージ

 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。  送料お得便（自社便）限定日時
ご指定便（ヤマト便）では注文できません。      ■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   

1319    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646円） 
 シジミの一大産地・島根県宍道湖産。砂
抜き処理したものをパックして冷凍しまし
た。凍ったままでご使用ください。        ■漁場
／宍道湖    λイトハラ水産（島根県松江市）     

1320    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 
 栄養豊富な海で育まれる広島県産カキを、鮮度を保ったまま塩水
でパックしてお届けします。  送料お得便（自社便）限定日時ご指定
便（ヤマト便）では注文できません。  ※3月頃までの取り扱い予定。
    ■漁場／広島県    λ倉橋島海産（広島県呉市）  εお届け後3日保証   

1322    υυ       
     広島産生かき（加熱用）  

  140g   700円  （税込756円） 
 環境や地域社会、人権に配慮した養殖業に与えら
れる国際的な認証「ASC認証」を取得したカキ。
    ※3月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／宮城県    λ丸
壽阿部商店（宮城県南三陸町）  εお届け後2日保証   

1323    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ＡＳＣ認証南三陸戸倉っこかき（加熱用）  

  150g   945円  （税込1,021円） 

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

1324    ττ       
     真あじ天日干し 2枚入（島源）  

  140g(2枚)   430円  （税込464円） 
 長崎県内で水揚げされた真アジを使用。ゲ
ランドの塩を振ることで、濃いうまみを引き
出しています。        ■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   

1325    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     旬の水揚げ 長崎産真あじの開き（3枚以上）  
  240g(3枚以上)   498円  （税込538円） 

 山陰沖で獲れた脂のりの良い中サイズの真
アジを、絶妙な塩加減で干し上げ、うまみを
引き出しました。        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水
産（島根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1326    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用山陰産真あじ開き  

  400g(5枚)   754円  （税込814円） 
 脂のりの良いノルウェー産のサバを、調理
しやすいよう三枚におろして一夜干しにし
ました。        ■原産国／ノルウェー    λ大畑食品
（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1328    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     さば半身一夜干し  

  200g   548円  （税込592円） 

 厚岸産のサンマを、島源商店が天日干し
に。かみしめるほど広がるうまみがくせに
なる逸品です。        ■漁場／厚岸沖    λ島源商
店（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1329    ττ       
     厚
あっけし

岸のさんま天日干し（島源）  
  150g(2枚)   409円  （税込442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   

1330    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     北海道産 開きほっけ  

  320g(2枚)   820円  （税込886円） 
1332    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     とろはた一夜干し  

  150g(3尾)   560円  （税込605円） 

 「とろはた」とは鳥取県
のブランド魚で、全長
20cm以上、脂質10％
以上のハタハタです。
        ■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   

 卵の入りの良いカラフトシシャモを厳選。
フライにしてもおいしいです。        ■漁場／バ
レンツ海■原産国／ノルウェー    λ札幌中
一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1333    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     カラフトししゃも（メス）  

  15尾   508円  （税込549円） 
 やわらかな銀ダラを、日高昆布のだしを配
合した上品な西京味噌に一晩じっくりと漬
け込みました。        ■原産国／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1334    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   銀だら西京漬（3切）  
  210g(3切)   1,400円  （税込1,512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 

1335    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   銀だら西京漬（2切）  

  140g(2切)   990円  （税込1,069円） 

 ほのかに甘く、西京味
噌の香り高い逸品。鮭
が一層おいしく食べ
られます。        ■漁場／北
海道    λ魚中（東京都
足立区）  δお届け後
45日保証  θ大豆 

1336    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ごはんがすすむ・北海道産 鮭西京漬  

  120g(2切)   620円  （税込670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。    ※3月頃ま
での取り扱い予定。    ■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 

1338    ττ       
     八戸前沖さば味噌漬  

  120g(2枚)   518円  （税込559円） 
 こくとうまみたっぷりのブリを、みりん醤
油に漬けました。        ■漁場／東シナ海    λ一
翠（千葉県千葉市）  δお届け後45日保
証  θ小麦・大豆 

1339    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   天然ぶりみりん醤油漬  

  160g(2切)   638円  （税込689円） 

1340    ττ       
     さわら（さごし）香味漬  

  120g(2切)   648円  （税込700円） 
 くせのないサワラを香味野菜と味噌床
に漬けました。        ■漁場／東シナ海    λ魚中
（東京都足立区）  δお届け後45日保証
  θ小麦・大豆 イメージイメージ

1341    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
  $$   銀ダラ柚庵漬  
  140g（2切）   1,020円  （税込1,102円） 

 脂ののった銀ダラを、
醤油ベースにゆずを
加えたタレに漬け込
みました。さっぱりと
した仕上がり。        ■漁場
／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届
け後45日保証  θ小
麦・大豆 

さわやかなゆずの香りがアクセントさわやかなゆずの香りがアクセント

エビ・カニ・貝

干物

漬込魚

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

1331    ττ       
     天日干し開きほっけ  

  200g（1枚）   545円  （税込589円） 

イメージイメージ

脂ののったハタハタを和の食卓に脂ののったハタハタを和の食卓に

イメージイメージ

西京味噌がやさしい味わいです西京味噌がやさしい味わいです

干物・漬込魚

「簡単調理」は18ページに
移動しました。

17104号●水揚げ状況により、漁場が変更になる場合があります。 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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魚卵・シラス
海藻

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

海藻：すべて国産

                      

 食品添加物不使用の特製調味液に漬け込みまし
た。袋に破れがある切子のため、ボリュームがあり
お買い得。        ■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 

1342    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     辛子明太子切子  

  120g   865円  （税込934円） 
 良質なロシア産のタラコを使用。鮮度が良い
ので一粒一粒がしっかりと際立ち、口の中でぷ
ちぷち弾けます。        ■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］   

1343    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     塩たらこ  

  70g   653円  （税込705円） 
 添加物不使用のイクラのうまみを羅臼昆布で
引き出しました。昆布もおいしくいただけま
す。        ■漁場／北海道    λ西昆（福岡県古賀市）
  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1344    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   いくら醤油漬け  

  70g   1,575円  （税込1,701円） 
 やわらかくボイルし、程よい塩味に仕上げたシラスを
使いやすい小分けパックにしました。  2点以上注文する
と1点あたり5ポイント付与します。      ■漁場／愛媛県    λカ
ネモ（愛媛県松山市）  δお届け後15日保証［生食可］   

1345    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     釜あげしらすツインパック（カネモ）  

  25g×2パック   247円  （税込267円） 

毎週 9060

 新鮮なシラスを食塩不使
用で炊き上げてバラ凍結
しました。塩分制限のあ
る方に。離乳食にもどう
ぞ。    ※今週は通常の2倍
ポイントです。    ■漁場／
愛媛県    λ朝日共販（愛媛
県伊方町）  ［生食可］   

1346    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     食塩不使用 パラパラしらす  

  80g   415円  （税込448円） 限定400

 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］   

1347    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     無
むち ゃ ち ゃ え ん

茶々園のちりめん  
  80g   600円  （税込648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］   

1348    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     重
お も え

茂産 天然わかめ（塩蔵）  
  90g   559円  （税込604円） 

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

1349    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     戻しひじき2パック  
  100g×2パック   490円  （税込529円） 

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

1350    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   かんたん白和えひじき  

  20g×3パック   450円  （税込486円） 

イメージイメージ

 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 

1351    ττ       
  $$   ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）100g  
  1尾(100g)   2,330円  （税込2,512円） 

イメージイメージ

 四万十川のシラス（ウナギの稚魚）を、じっくり育てた健
康なウナギ。わさび醤油や塩などでさっぱりと。    ※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 

1352    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） 

イメージイメージ

 適度な脂のりのサワラを西京味噌に漬け込み、家庭
では難しい絶妙な加減で焼いてから冷凍しました。
    ※電子レンジ専用品です。    ■漁場／長崎県    λ大商
水産（大阪府大阪市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1353    ττ       
     レンジで簡単 さわら西京焼  

  140g(2切)   718円  （税込775円） 

1354    ττ       
     弁当用紅鮭西京焼き  

  140g(4切)   737円  （税込796円） 
 お弁当サイズの紅鮭を西京味噌に漬け込み、焼き
ました。塩分を抑えて紅鮭のうまみを引き出し、お
子さんにも食べやすく。        ■原産国／ロシア    λ桃屋
食品（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 石川県能登で獲れた真サバの南蛮漬けで
す。純米酢の程よい酸味がサバのうまみ、
玉ねぎの甘みとマッチ。            λ金沢錦（石川県
金沢市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1355    ττ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     能登さば南蛮漬け  
  180g(固形量140g)   505円  （税込545円） 

 脂のりの良いノルウェー産サバを、新潟県
産のまろやかな麦味噌で煮付けました。
忙しい日の夕食にどうぞ。        ■原産国／ノル
ウェー    λまえた（新潟県新潟市）    θ大豆 

1356    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   580円  （税込626円） 
1358    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     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生姜をきかせたあっさり味

 さっぱりとした梅煮で、おいしく食べられ
ます。解凍してそのままでもOK。            λ小
倉水産食品（鳥取県境港市）  δお届け後
45日保証  θ小麦・大豆 

1357    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     真いわしの梅煮  

  100g（3尾）   398円  （税込430円） 
1359    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     骨まで食べられる焼きさんま  

  150g   490円  （税込529円） 

 北海道産の脂ののった秋
獲れのサンマを、缶詰など
とは違う独自の製法で骨
まで食べられるように仕
上げました。        ■漁場／北
海道    λ知床ジャニー（北
海道斜里町）  δお届け後
30日保証  θ小麦・大豆 

北海道産サンマをやわらかな蒲焼きで北海道産サンマをやわらかな蒲焼きで

 うろこと内臓を除去した北海道産サンマを、
昆布だしを中心とした調味料で、香りの良
い生姜煮にしました。            λ札幌中一（北海道
札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1360    ττ       
     さんましょうが煮  

  70g(2枚)   429円  （税込463円） 
 とろけるようなゼラチン質の皮、程よく締まった身、あっ
さりとしながらもかむほどに広がるうまみをどうぞ。    ※今
週は通常の2倍ポイントです。    ■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   

1361    ττ       
     うつぼ唐揚げ用  

  60g   490円  （税込529円） 

限定 650
イメージイメージ

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

                      

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

1362    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     しょうがの佃煮  

  100g   522円  （税込564円） 
 シンプルな味付けでしっとり仕上げた長崎
県産ヒジキ。ごはんに振りかけたり、パス
タや卵焼きに混ぜても。            λハヤシ食品工業
（広島県広島市）  δお届け後45日保証   

1363        
  $$   味付けひじき  

  40g   373円  （税込403円） 

1364    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     新のり・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） 
 秋芽一番摘みの新海苔をおにぎりを1つ
巻ける大きさに切りました。小袋のまま
お弁当のおともに。    ※2月頃までの取り扱
い予定。        λ成清海苔店（福岡県柳川市）     

1365    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     新のり・徳用 成清さんの有明一番摘み おにぎり用焼海苔  
  2切50枚   1,198円  （税込1,294円） 

 有明海産の秋芽一番
摘みの海苔。おにぎり
に巻きやすいように
カットした徳用サイズ
です。    ※2月頃までの
取り扱い予定。        λ成
清海苔店（福岡県柳
川市）     

 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。    ※2月
頃までの取り扱い予
定。        λ成清海苔店（福
岡県柳川市）     

1366    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     新のり・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） 

 新海苔を食品添加物
不使用の調味液で味
付けしました。    ※2月
頃までの取り扱い予
定。        λ成清海苔店（福
岡県柳川市）    θえび・
小麦・大豆 

1367    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     新のり・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） 

 色・つや・味の三拍子
がそろった上質な海
苔のおいしさを、あつ
あつのごはんと一緒
にどうぞ。    ※2月頃ま
での取り扱い予定。
        λ成清海苔店（福岡
県柳川市）     

1368    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     新のり・成清さんの有明一番摘み 優等・焼海苔  
  全形10枚   1,518円  （税込1,639円） 

 網走で水揚げした大型の鮭を加工する際の、
残った骨に付着している身を無駄なく使用し
たフレークです。        ■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   

1369    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   もったいナイ魚・オホーツク産鮭フレーク  

  80g×3パック   800円  （税込864円） 

簡単調理

魚の惣菜
簡単調理

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

食塩不使用のおいしいシラス食塩不使用のおいしいシラス

 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。            λプロスペリティ
（大阪府大阪市）     

1370    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産ごまひじきふりかけ  

  45g   474円  （税込512円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

魚の惣菜

18 104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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大地を守る会の

牛 乳定番

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

1319    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     活あさり（真空パック）  

  300g   598円  （税込646円） 

1447    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の絹豆腐  

  300g   188円  （税込203円） 
 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。食べ飽きな
いおいしさです。            λむつみ（東京都八王
子市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9105

 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 

1529    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週        
  $$   横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  
  60g×5コ   1,580円  （税込1,706円） 

限定 300

 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 

1530    ττ   NN 1/29お届け週    
  $$   海老ニラまんじゅう  

  160g（4コ）   580円  （税込626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 

1533    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週        
     パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   598円  （税込646円） 

限定 500

 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 

1536    ττ       
  $$   大地を守る会の肉ワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

 国産小麦の生地にだしを加え、大地を
守る会の生産者のニラ、人参、玉ねぎを
入れた食感の楽しいチヂミ。            λ韓国食品
（千葉県匝瑳市）    θ小麦・卵 

1550    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週        
  $$   ミンさんの4種のだし香るニラチヂミ  

  200g   554円  （税込598円）  豚肉やアサリ、豆腐、卵など、
お好みの具材を入れるだけ
で、本格的な味わいが楽し
めます。    ※３月頃までの取り
扱い予定。        λ韓国食品（千
葉県匝瑳市）  δお届け後45
日保証  θ小麦・大豆 

1551    ττ   NN 1/29お届け週    
  $$   スンドゥブチゲの素  
  180g(2～3人前)   388円  （税込419円） 

 大地を守る会の生産者が育てたもち米に鶏肉や野
菜を加え、カツオだしと醤油を合わせて蒸し上げまし
た。    ※電子レンジ専用品です。※５月頃までの取り扱
い予定。        λ名古屋食糧（愛知県一宮市）    θ小麦・大豆 

1572    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     鶏ごぼうおこわ  

  100g×2コ   398円  （税込430円） 
1372    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週        
     平飼卵  

  10コ   518円  （税込559円） 

毎週 9066

                      

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。  送料お得便（自社便）限定日
時ご指定便（ヤマト便）では注文できま
せん。          λタカハシ乳業（群馬県前橋市）
  εお届け後4日保証  θ乳 

1377    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会のびん牛乳（ノンホモ）  

  720ml   265円  （税込286円） 

毎週 9070

 非遺伝子組み換えの飼料を与え、長野県中部で健康
に育った牛の生乳を、ホモジナイズ、65℃ 30分で低
温殺菌した部分脱脂乳です。  送料お得便（自社便）限
定日時ご指定便（ヤマト便）では注文できません。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 

1378    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

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

卵・乳製品

卵：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

毎週 9073

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

1375    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 

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 

1376    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

毎週 9074

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

1379    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   307円  （税込332円） 

毎週 9075

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

1380    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   那須のおいしい低温殺菌牛乳  

  1000ml   273円  （税込295円） 

毎週 9076

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

1381    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     パスチャライズ飛騨牛乳  

  1000ml   351円  （税込379円） 

 非遺伝子組み換え飼料で育
てた牛の生乳を使用。65℃
30分で低温殺菌しました。
飲み切りサイズの500mlで
す。  2点以上注文すると1点あた
り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 

1382    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

1383    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
      木
きすき

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

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

1384    υυ   NN 1/29お届け週1/29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） 

1385    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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軒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

イメージイメージ

イメージ

1374    υυбб  NN 1/29お届け週    
     西の産地限定平飼卵（10コ）  

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

毎週 9068    平飼卵        
 1372    υυб б      10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1373    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）     

1371    υυбб  NN 1/29お届け週1/29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

イメージイメージイメージイメージ

韓国韓国＆＆中華惣菜中華惣菜

魚介のうまみと辛みがきいた魚介のうまみと辛みがきいた
本格派の韓国鍋をご家庭でどうぞ本格派の韓国鍋をご家庭でどうぞ

お正月
明けに

「あと一品」には、簡単調理品を活用して

こちらもどうぞ

生乳の風味を生かしたすっきりとした味わい
低脂肪乳

お得
2本で……
10ポイント
3本で……
15ポイント

19104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。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会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

もちもちして、なんともい
えない味があります。焼く

とサクッとして、でも中はしっとり
しています。このパンはやわらか
いのにかみごたえもあります。何
も付けずにいただきましたが、次
はハムチーズのトーストサンドに
して食べたいと考えています。

（たまくろままさん）

やわらかいのにかみごたえ◎やわらかいのにかみごたえ◎
そのままでも、サンドイッチにもそのままでも、サンドイッチにも

イメージイメージ

 三重県鈴鹿山麓の5
軒の酪農家が育てた
乳牛の生乳に、静岡県
産いちごで作ったピュ
ーレを合わせました。
            λ四日市酪農（三重
県菰野町）  δお届け
後8日保証  θ乳 

1386    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     鈴鹿山麓 ストロベリーのむヨーグルト  

  500ml   384円  （税込415円） 

毎週 9077

 丹那の牛乳を原料に、
砂糖で甘みを付け、
乳酸菌で発酵させた
ヨーグルトドリンク。
            λ函南東部農協（静
岡県函南町）  δお届
け後11日保証  θ乳 

1387    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 

1388    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1389    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   那須のおいしいプロバイオティクスヨーグルト  

  405g   265円  （税込286円） 

毎週 9081

 丹那の新鮮な牛乳を
デンマークの乳酸菌
で発酵。お好みのフル
ーツを入れて。            λ函
南東部農協（静岡県
函南町）  δお届け後
11日保証  θ乳 

1390    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1391    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1392    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     南信州のおいしい低脂肪ヨーグルト  

  405g   227円  （税込245円） 

毎週 9086

 「ケフィール菌」で発
酵させたヨーグルト。
チーズのような香り
と、なめらかな口当た
りが特徴。            λタカハ
シ乳業（群馬県前橋
市）  δお届け後9日保
証  θ乳 

1393    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1394    υυ   NN 2/5お届け週2/5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 

1395    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1396    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     たべるデンマークヨーグルト  

  500g   393円  （税込424円） 

1397    υυ   NN 1/29お届け週1/29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

1398    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

1399    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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11日保証  θ乳 

毎週 9085

 こくのある本格的な味わい。スライスしてサンドイッチや
サラダ、トーストやピザなどにどうぞ。    ※外側を赤いロウで
コーティングしています。はがしてお召し上がりください。
        λ木次乳業（島根県雲南市）  δお届け後30日保証  θ乳 

1400    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地を守る会のゴーダチーズ  

  180g   998円  （税込1,078円） 

限定 360

 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 

1401    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 

1402    υυ       
     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 

1403    ττ   NN 2/5お届け週2/5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） 
 とろけるような食感の、濃厚でクリーミ
ーな味わい。熟成段階による味の変化も
お楽しみください。            λ木次乳業（島根県
雲南市）  δお届け後17日保証  θ乳 

1404    υυ       
     木
き す き

次カマンベールチーズ  
  120g   900円  （税込972円） 

限定 350

 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 

1405    υυ   NN 2/5お届け週2/5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

                      

1408   б б   NN 1/29お届け週1/29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

1409    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     胚芽食パン（スライス）  

  6枚   399円  （税込431円） 
 北海道・九州産小麦にローストした国産
の小麦胚芽とフスマを混ぜました。香ば
しくやわらかい仕上がり。            λザクセン（東
京都板橋区）  εお届け後4日保証  θ小麦 

1410   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ザクセンの食パン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   329円  （税込355円） 
 原材料は国産小麦、天然酵母、塩のみ。砂糖と油脂は不使用で
す。かむほどに小麦のうまみが広がり、美味。  2点以上注文すると
1点あたり6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4日保証  θ小麦 

毎週 9096

1407   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ザクセンのブランパン 砂糖・油脂不使用（6枚切）  

  6枚   462円  （税込499円） 
 「国産全粒粉」にブランを加え、砂糖不使用で焼き
上げました。小麦本来の豊かな風味がしっかり楽し
めます。    ※焼型になたね油を塗布しています。        λザ
クセン（東京都板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦 

毎週 9099

1411   б б   NN 1/29お届け週1/29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

1412   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 
 北海道産小麦粉と、ホップ種の酸味とレーズ
ン種の甘みのバランスが良い、自社製酵母を
使った食パンです。            λル・ウィズ（ウィル）（千
葉県流山市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 2000 毎週 9093

1413   б б   NN 1/29お届け週1/29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

     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
1406

  б б   NN 1/29お届け週1/29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。             

バジルパンバジルパン

オニオンパンオニオンパン

白神ブレッド白神ブレッド

オートミールオートミール
全粒粉パン全粒粉パン

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

パン
セット

今週は今週はサラ秋田白神サラ秋田白神

今週のセット内容
●  白神ブレッド（1コ）：白神こだま酵母
使用のしっとりとしたパン。いろいろ
な食材に合わせて

●  バジルパン（1コ）：オーガニックバジ
ルを練り込んだ風味豊かなパン

●  オートミール全粒粉パン（1コ）：生
地にもトッピングにも、香ばしいオー
トミールがたっぷり

●  オニオンパン（1コ）：ソテーしたオニ
オンと黒こしょうの香りが魅力

20 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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チキンカツをはさんでチキンカツをはさんで
ボリュームのあるチキンサンドにボリュームのあるチキンサンドに

イメージイメージ

1414   б б   NN 1/29お届け週1/29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

1415   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     サラの白神ソフトフランス  

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

毎週 9098

1417    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ザクセンのクロワッサン（国産バター使用）  

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

1418        
     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 

1419    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   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 

1420        
  $$   ル・ウィズのパーネトスカーナと黒糖レーズン  

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

限定 1000

1416        
     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 

 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 

1511    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 

1421    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     シナモンレーズンベーグル 3コ入り  

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

1422    NN 2/5お届け週2/5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

1423    NN 2/5お届け週2/5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 

1424    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     サラのレザンノアクリームチーズ  

  2コ   499円  （税込539円） 

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

レーズンとクルミ、チーズが好相性レーズンとクルミ、チーズが好相性

1425        
  $$   ザクセンの北海道産小豆あんデニッシュ  

  2コ   479円  （税込517円） 
 大地を守る会定番の「クロワッサン」の生
地で、国産の小豆から作った甘さ控えめ
のあんを包みました。            λザクセン（東京都
板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

1426        
     ル・ウィズのかぼちゃレーズンブレッド  

  1コ   359円  （税込388円） 
 大地を守る会の生産者のかぼちゃ、「ノヴ
ァの有機レーズン」を練り込みました。やさ
しい甘みはお子さんにも。            λル・ウィズ（千
葉県流山市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

限定 1000

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

1427    ττ       
     ふくらむ魔法のバターボール（冷凍）  
  240g (60g×4コ)   524円  （税込566円） 

イメージイメージ

1428    ττ   NN 2/5お届け週2/5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 

 オーガニックコーング
リッツを使い、オーガ
ニックシュガーと塩を
ほんのりきかせまし
た。            λムソー（大阪府
大阪市）     

1429        
     有機コーンフレーク・プレーン（微糖）  

  150g   380円  （税込410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 

1430    NN 1/29お届け週1/29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。    ※はちみつを
使用していますので、
1歳未満の乳児には
食べさせないでくだ
さい。        λノヴァ（埼玉
県北本市）    θ小麦 

1431        
     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） 

1432    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

1433    υυ       
     鈴鹿山麓 白いバター（無塩）  

  200g   600円  （税込648円） 
 鈴鹿山麓の5軒の特定酪農家が、非遺伝子
組み換え飼料で育てた乳牛から搾った生乳
を使い、手作りしました。            λ四日市酪農（三
重県菰野町）  δお届け後30日保証  θ乳 

1434    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

1435    NN 2/5お届け週2/5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）     

1436        
  $$   温

うんしゅう

州みかんジャム  
  140g   479円  （税込517円） 

 みかんそのものの風味が豊かに広がりま
す。フルーツソースとしてホットケーキ
やクレープなどにかけるのもおすすめ。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1437        
  $$   すももジャム（ガラリ）  

  140g   489円  （税込528円） 
 奄美大島のすもも（ガラリ）を原材料に
使った、酸味さわやか、甘さ控えめのジャ
ムです。    ※３月頃までの取り扱い予定。
        λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1438    υυ       
     北海道小林牧場物語 ぬって食べるヨーグルト～ギリシャ風～  

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

限定200

 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）     

1439        
     近藤養蜂場の国産アカシア蜂蜜（120g）  

  120g   950円  （税込1,026円） 

1440    NN 2/5お届け週2/5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） 

 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）     

みつばち保護区でユーカリを中心に採蜜みつばち保護区でユーカリを中心に採蜜
 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）     

1441    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

2011   б  б     
     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） 
               εお届け後4日保証  θ小麦 

毎週 9095 2014        
  $$   巨峰ジャム  
  140g   719円  （税込777円） 

                  

2012        
  $$   いちごジャム（有機いちご使用）  
  140g   499円  （税込539円） 

                  

2015      
     近藤養蜂場の百彩蜂蜜 485g  
  485g   2,490円  （税込2,689円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2013        
  $$   マーマレード  
  140g   299円  （税込323円） 

                  

2016      
     イタリア産オレンジの有機ハチミツ400g  
  400g   1,659円  （税込1,792円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

冷凍パン シリアル

バター・ジャムなど

21104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。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会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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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

大地を守る会の

油揚げ定番

豆腐
納豆

にがり以外の
食品添加物は不使用

豆腐：消泡剤（グリセリン脂
肪酸エステル等）は不使用

すべて非遺伝子組み換えの
国産丸大豆を使用

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

                      

1444    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉豆腐  
  300g   276円  （税込298円） 

 神泉の湧水と国産契
約栽培の大豆、にがり
だけで作ったソフトな
木綿豆腐。  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 毎週 9102

1446    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の木綿豆腐  

  300g   198円  （税込214円） 
 水分、かたさ、大豆の風味のバランスがとれた
豆腐。北海道の大地を守る会の生産者が農
薬不使用で育てた大豆を使用。            λむつみ（東
京都八王子市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9104

イメージイメージ

濃い大豆の味とほんのりとした甘み。濃い大豆の味とほんのりとした甘み。
この時季はシンプルに湯豆腐がおすすめこの時季はシンプルに湯豆腐がおすすめ

契約栽培の国産大豆と、ミネラル
分を含む秩父山系の名水「神泉
水」で作りました。温かいままの豆
乳ににがりを加える独自の「温豆
乳一発寄せ」製法で、こくのある
仕上がりに。なめらかな舌ざわり
を楽しんで。
             λヤマキ（埼玉県神川町）  εお届け後4
日保証  θ大豆 

1445    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   神

かみいずみ

泉絹豆腐
  300g   267円  （税込288円） 

毎週 9103

1447    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の絹豆腐  

  300g   188円  （税込203円） 
 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。食べ飽きな
いおいしさです。            λむつみ（東京都八王
子市）  εお届け後5日保証  θ大豆 

毎週 9105

1448    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

1449    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

1450    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。            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

1451    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。            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

1452    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 

1453    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 

 国産大豆の甘みを生
かした、長期間おい
しさが変わらない便
利な豆腐です。            λむ
つみ（茨城県下妻市）
  δお届け後13日保
証  θ大豆 

毎週 9110

充てん豆腐のイメージが変わるおいしさ充てん豆腐のイメージが変わるおいしさ
 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 

1454    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     音
おとふけおおそでふり

更大袖振大豆のミニ絹豆腐（日持ち・小分け）  
  75g×4コ   248円  （税込268円） 

1455    υυ       
     おぼろ豆腐（音おとふけおおそでふり更大袖振大豆使用）  

  300g   228円  （税込246円） 

 北海道の音更大袖振
大豆で作った寄せ豆
腐。大豆の甘みと香
りが豊かで、ふるふる
とやわらかです。            λお
かべや（神奈川県相
模原市）  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 

1456    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

1457    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

1458   б б   NN 1/29お届け週1/29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 

1459    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。            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

1462    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。            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

1460    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 
 大地を守る会の北海道の生産者が農薬不使用で育て
た大豆で作った豆腐を、職人がふっくら肉厚に手揚げ。
  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

イメージイメージ

1463    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   369円  （税込399円） 

 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 

すぐに使えるカット済みタイプすぐに使えるカット済みタイプ

1464    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   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。            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 

1461    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

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
1442

   υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。             

1443    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

豆庵やわらか豆腐（きぬ）豆庵やわらか豆腐（きぬ）

野菜豆腐（ニンジン）野菜豆腐（ニンジン）

ごまるくんごまるくん

今週のセット内容
●  豆庵やわらか豆腐（きぬ）（200g）：
豆の風味を感じる、やわらかく仕上
げた絹豆腐

●  ごまるくん（5コ）：自社製の味噌と醤
油で調味したがんもどき

●  野菜豆腐（ニンジン）（1コ）：ほのか
に香る人参の風味と甘みがおいしい
豆腐

週
替

わり
のお楽しみ

♪週
替

わり
のお楽しみ

♪

豆腐
セット

今週は今週はヤマキヤマキ

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

22 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

小粒なのに豆の味がしっ
かりしていて、とてもおい

しいです。タレなしで、その時の
気分で味を変えられるのが良い
です。

（うみさん）

小粒でも味はしっかり。小粒でも味はしっかり。
その時の気分で味を変えてその時の気分で味を変えて

イメージイメージ

○○○○○○○○○●

イメージイメージ

この時季の定番メニュー、ほかほ
かおでん。大きなお鍋に、お好みの
具材をたくさん入れていただきま
しょう。家族みんなでわいわいお
鍋を囲めば、おいしさもひとしお。

ほかほかのおでんを家族みんなで。ほかほかのおでんを家族みんなで。
具だくさんにして楽しみましょう具だくさんにして楽しみましょう

【お届けする商品例】
ポークソーセージ（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、鈴鹿山麓 ストロベリー
のむヨーグルトなど
【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）

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

1465    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

 おでんや煮物などにぴったり。人参、ごぼう、昆
布、しいたけ、ごまの５種類の具材が入ってい
ます。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ島田食品
（埼玉県富士見市）  εお届け後4日保証  θ大豆 

1466    υυ       
  $$   島田さんのふっくらがんも  

  25g×10コ   198円  （税込214円） 

イメージイメージ

 庄内協同ファームの杵つきもちをふっくらお揚げ
で包みました。おでん、煮物、鍋物などに入れてど
うぞ。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ丸和食品
（東京都練馬区）  δお届け後30日保証  θ大豆 

1468    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   杵つき・もち入りきんちゃく（冷凍）  

  3コ   415円  （税込448円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1467    υυ       
  $$   きつねで包んだ味付けがんも  

  4コ   388円  （税込419円） 

 がんもの具を油揚げ
で包んで揚げたきつ
ねがんも。特製の合わ
せだしで味付けしまし
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 

特製の合わせだしがしみています特製の合わせだしがしみています

1470    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。  2点以上注文すると1点あたり4ポイント付与
します。  ※作柄により黒く変色した大豆が入る場合があります。
        λまるだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ小麦・大豆 

毎週 9120

1471    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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。
  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 9124

1472    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

1473    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   一徹もん小粒納豆  

  40g×3コ   193円  （税込208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。          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

1469    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   211円  （税込228円） 
 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 

毎週 9119

1474    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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

1475    υυ   NN 2/5お届け週2/5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 

しっかりとした味と食感が特徴しっかりとした味と食感が特徴

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：大地を守る会の生産基準
に合致した野菜を優先

                      

 食べ切りサイズのセット。少人数の家族におすすめです。    ※3月
頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／ミニさつま揚げ2枚、タ
コボール・ごぼうの短冊揚げ・蒸しボール（白）・蒸しボール（紅）
各2コ    λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

1478    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   ミニおでん種セット  

  180g（5種）   480円  （税込518円） 
 製造途中で切れたり曲がったりして形が
ふぞろいになったさつま揚げ。おいしさ
は通常品と同じです。            λ遠藤蒲鉾店（宮
城県塩釜市）  δお届け後45日保証   

1479    ττ       
     もったいナイ魚・冷凍さつま揚げ  

  200g   362円  （税込391円） 

 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。    ※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   

1476    υυ   NN 1/29お届け週1/29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） 

1480    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     レンコンのはさみ揚げ  

  200g(5枚)   499円  （税込539円） 
 れんこんに魚肉すり身をはさみ、カツオ昆布だし
をきかせた、少し甘めの味わいに仕上げて香ばし
く揚げました。    ※3月頃までの取り扱い予定。        λ遠
藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお届け後3日保証   

 食物繊維がたっぷり入っているごぼう
に、だし入りのすり身を付けて1本ずつ
揚げました。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜
市）  δお届け後3日保証   

1481    υυ       
  $$   ごぼうの棒揚げ  

  150g   454円  （税込490円） 
 キャベツ、人参、ごぼう、玉ねぎをたっぷ
り練り込みました。煮物にもおすすめで
す。            λ遠藤蒲鉾店（宮城県塩釜市）  δお
届け後3日保証   

1482    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   野菜がたっぷり さつま揚げ  

  200g(5枚)   480円  （税込518円） 

 添加物不使用で作り上げ、魚の味
がしっかりするおでん種セット。だ
し付きです。    ※3月頃までの取り
扱い予定。    ■セット内容／出雲の
ちくわ・いか天・いかつみれ各2コ、
おじいちゃんの天ぷら・白つみれ
各4コ、おでんだし30g    λ別所蒲
鉾店（島根県出雲市）  δお届け後
30日保証  θ小麦・大豆 

1477    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週        
     別所蒲鉾自慢のおでん種セット（だし付き）  

  1セット   1,230円  （税込1,328円） 

 うずらの卵を包んで揚げました。お子さんに
人気の一品で、お弁当のおかずにもぴった
り。おでんにもおすすめです。            λいちうろこ
（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証  θ卵 

1483    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     うずら天  

  180g（6コ）   505円  （税込545円） 
 徳島県、香川県産の新鮮なタチウオやエ
ソ、グチなどを使い、厳選した原料で作り
ました。            λ四宮蒲鉾店（徳島県徳島市）
  δお届け後3日保証   

1484    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     じゃこ天  

  180g(6枚入)   495円  （税込535円） 
 原料の魚は地元徳島県や香川県産のも
のを毎朝市場で仕入れています。食べ
やすいスティックタイプ。            λ四宮蒲鉾店
（徳島県徳島市）  δお届け後3日保証   

1485    υυ   NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     じゃこスティック  
  180g(12本入)   495円  （税込535円） 

 国産小麦粉で作った
ちくわぶ。もっちりと
して煮くずれしにくい
ので、鍋に最初から入
れてどうぞ。    ※2月頃
までの取り扱い予定。
        λ瀬間商店（東京都
世田谷区）  δお届け
後15日保証  θ小麦 

1491    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週        
     瀬間商店のちくわぶ  

  220g(2本)   371円  （税込401円） 

23104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。

大地を守る会の加工食品は国産・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

tsuci18_104_p23M_04.indd   23 2017/12/25   12:11:14



 山形県特産の「青菜（せい
さい）」の漬物です。ごは
んのおともやお茶漬け、納
豆に混ぜても美味。    ※３月
頃までの取り扱い予定。
        λ月山パイロットファーム
（山形県鶴岡市）  δお届
け後10日保証  θ小麦 

1496    υυ   NN 2/5お届け週    
  $$   近江漬  

  150g   322円  （税込348円） 

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

1486    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おとうふ揚げ  

  175g(5コ)   352円  （税込380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   

1487    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9125

 スケトウダラのすり身にヨシキリザメを
加えてこくを出し、卵白と山芋でソフトに
仕上げました。            λ高橋徳治商店（宮城県
東松島市）    θ卵 

1488    ττ       
     ソフトはんぺん  

  200g(4枚)   470円  （税込508円） 

 白菜を下漬けしてからり
んごのすりおろしを加えま
した。りんごの甘さが程よ
く溶け込んだ、まろやかな
仕上がり。    ※次回取り扱
いは１１月頃予定。        λしら
たかノラの会（山形県白鷹
町）  εお届け後3日保証   

1498    υυ       
     いい菜漬（白菜漬）  

  200g   318円  （税込343円） 

限定 800

 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   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     黒こんにゃく  

  250g   248円  （税込268円） 
 群馬県南牧村のこんにゃく粉で作りまし
た。下ゆでせず、そのままでも使えます。
            λ工藤蒟蒻店（群馬県南牧村）  δお届
け後31日保証   

1490    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     黒滝  

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

1492    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   たくあん  

  150g   378円  （税込408円） 

イメージイメージ

 庄内地方特産の小なすは
自社で農薬不使用で栽
培。酒粕の風味とツーンと
くる国産からしのおいしさ
が魅力。    ※６月頃までの取
り扱い予定。        λ月山パイロ
ットファーム（山形県鶴岡
市）  δお届け後30日保証   

1497    υυ   NN 2/5お届け週    
     月山の民田茄子からし漬  

  200g   480円  （税込518円） 
 甘いだけではない、麹の風味が生きたお
いしさ。    ※３月頃までの取り扱い予定。
        λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45
日保証   

1493    υυ       
  $$   べったら漬（2パック）  
  150g×2パック   850円  （税込918円） 

イメージイメージ

 滋賀県産の紅大かぶらの千枚漬です。食品添
加物は不使用。すぐに召し上がっていただける
カットタイプ。    ※５月頃までの取り扱い予定。
        λ東明（静岡県熱海市）  δお届け後7日保証   

1494    υυ       
     紅かぶら千枚漬（カップ入り）  

  160g   398円  （税込430円） 
 黒沢グループの大根などを使った、醤
油、味噌と甘酒の風味豊かなお漬物。歯
切れの良さが特徴。            λヤマキ（埼玉県神
川町）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1495    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   香味べったら漬  

  150g   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 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）     

1499    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     王
おういんどう

隠堂農園の梅ぼし  
  300g   1,000円  （税込1,080円） 

 王隠堂農園の白梅干しを砂糖・純粋はちみつ・醸造
酢で漬けました。やわらかな酸味とまろやかな甘さ。
    ※1歳未満の乳児には食べさせないでください。        λ王
隠堂農園（奈良県五條市）  δお届け後15日保証   

1500    υυ       
     はちみつ梅干  

  200g   924円  （税込998円） 
 辛さは控えめの白菜キムチです。食べや
すいサイズにカットしてあります。            λ韓
国食品（千葉県匝瑳市）  δお届け後10
日保証   

1501    υυ   NN 1/29お届け週1/29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。            λ韓国食品（千葉県匝瑳市）  δお届
け後10日保証   

1502    υυ   NN 2/5お届け週2/5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 

1503    υυ       
     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

                      

 良質な北海道産の鮭で、くせが少なくこくのあ
るチェダーチーズを巻きました。2つの食材が
絶妙にマッチ。      ※価格変更します。      λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ乳 

1504    ττ       
     サーモンチーズロール（12コ入り）  

  96g(12コ)   820円  （税込886円） 
 自社および契約養鶏農家が育てた鶏肉
を、化学調味料や保存料不使用で仕上
げました。            λ秋川牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

1505    ττ       
  $$   徳用とりのからあげ  

  400g   998円  （税込1,078円） 

新商品

イメージイメージ

ハム・ソーセージでおなじみの中津
ミートから、健康に育てた豚のモツ
煮をお届け。国産の味噌や醤油など
でじっくり煮込み、やわらかく仕上
げました。食品添加物や化学調味料
は不使用。そのままでも十分おいし
いですが、豆腐やお好みの野菜と鍋
で煮込むとさらにおいしくなります。

         ■原材料／豚腸、味噌、純米酒、粗糖、発酵
調味料、生姜ペースト、醤油、にんにくペース
ト、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）    λ中
津ミート（神奈川県愛川町）    θ小麦・大豆 

1001    ττ   NN 2/5お届け週    
     モツ煮込み（味噌味）  

  250g   460円  （税込497円） 

うまみ濃厚な豚のモツを
じっくり煮込んでやわらかく

 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 

1506    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   998円  （税込1,078円）  食べやすいチューリップ形。独自にブ
レンドしたハーブやスパイスが、鶏肉の
うまみを引き出しています。            λ秋川牧園
（山口県山口市）    θ小麦・大豆 

1507    ττ       
     フライドチキン（チューリップ）  
  350g(6本以上)   878円  （税込948円） 

 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 

1508    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   998円  （税込1,078円） 

 秋川牧園の鶏ササミを大地を守る会の
カレーパウダーなどで味付けしました。
お弁当やおつまみに。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵 

1509    ττ       
  $$   徳用スパイシーささみカツ  

  350g   998円  （税込1,078円） 
 ソースがかかっているので、とても便利。
自然解凍後、トースターなどで温めて
どうぞ。            λニッコー（神奈川県大和市）
    θ小麦 

1510    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     お弁当用ソースメンチカツ  

  120g(6コ)   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 秋川牧園の提携農場で育てた鶏肉を使
用。塩麹などに漬けて、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 

1511    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   しっとりやわらかチキンカツ  
  150g(6コ以上)   489円  （税込528円） 

イメージイメージ

 秋川牧園の提携農園で健康的に育てた
鶏の挽肉と鶏皮を入れて、しっとりやわ
らかく仕上げました。            λ秋川牧園（山口
県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1512    ττ   NN 2/5お届け週2/5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） 
 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   

1513    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     めひかり唐揚げ  

  110g   490円  （税込529円） 

イメージイメージ

イメージイメージ
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お気に入り
～会員さんより～

わたしの

短角牛そのものもファン
ですが、これはよりお肉の

おいしさが引き立っています。お
肉の量は少しなのだろうと思う
のですが、お肉を味わうコロッケ
として素晴らしいです。お値段的
にもうれしい！

 （やじまるさん）

 自社製クリームソースにズワイガニのむき身をたっぷ
り加えた、本格的な味わい。レンジで約1分半加熱す
るだけ。    ※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かに・小麦・卵・乳 

1515    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     レンジでカニクリームコロッケ  

  130g(5コ)   555円  （税込599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 

1516    ττ   NN 2/5お届け週2/5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） 
 どらごんふらいの有機かぼちゃを使用。北海道産の素
材で仕上げた一品です。ほくほくした食感と甘みをお
楽しみください。    ※電子レンジ専用品です。        λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

1517    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   レンジでカボチャクリームコロッケ  

  130g(5コ)   559円  （税込604円） 

 大地を守る会の生産者のじゃがいもと玉ねぎ
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 

1514    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 

 大地を守る会の生産者のじゃがいもを、
バターでシンプルに味付けしました。
    ※電子レンジ専用品です。        λ総合農舎
山形村（岩手県久慈市）    θ小麦・乳・大豆 

1518    ττ       
  $$   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） 
1520    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ごぼうとひじきのふんわり鶏肉団子  

  144g（8コ）   461円  （税込498円） 

 大地を守る会の生産
者のごぼう、ヒジキ、
豆腐を使った鶏肉団
子。お弁当にもぴった
りです。    ※電子レンジ
専用品です。        λニッ
コー（神奈川県大和
市）    θ小麦・卵・大豆 

限定 500

シャキッ＆ふんわりの食感が美味シャキッ＆ふんわりの食感が美味

 ふわふわの肉団子に、甘酢ダレを絡めました。温め
るだけですぐできます。    ※写真は新パッケージで
すが、旧デザインの商品をお届けする場合があり
ます。        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1519    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   498円  （税込538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 

1521    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

 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 

1522    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 
 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 

1523    ττ   NN 2/5お届け週2/5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

 食感の良い国産ごぼうを、牛肉で巻き
上げました。「あと一品」に重宝します。
            λムソー（大阪府大阪市）    θ小麦・大豆 

1524    ττ       
     牛肉のごぼう巻き  

  1本   1,185円  （税込1,280円） 

限定 300
イメージイメージ

 大地を守る会の生産者の豚肉を使用。小ぶ
りなのでお弁当にもぴったり。電子レンジ
でも調理できます。            λ飛鳥食品（東京都江
戸川区）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

1525    ττбб   NN 1/29お届け週1/29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） 
 大地を守る会の生産者の玉ねぎをたっ
ぷり使用。ふわっとした食感が好評です。
            λ日本セントラルキッチン（東京都荒川
区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1526    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   ふわふわシュウマイ  

  204g（12コ）   588円  （税込635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 

1527    ττ       
     エビ香る海鮮シュウマイ  

  170g（10コ）   718円  （税込775円） 
 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 

1528    ττ       
  $$   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 

1529    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  
  60g×5コ   1,580円  （税込1,706円） 

限定 300

 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 

1530    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   海老ニラまんじゅう  

  160g（4コ）   580円  （税込626円） 

イメージイメージ

 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 

1531    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 
 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 

1532    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

 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 

1533    ττ   NN 1/29お届け週1/29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 

1534    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  
  480g(30コ)   1,017円  （税込1,098円） 

 国産エビやホタテが入ったあんにオイスターソースなどでう
まみをプラス。大地を守る会の生産者の白菜を使った季節
限定品です。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ飛鳥食品（東
京都江戸川区）  δお届け後30日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1535    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     飛鳥の海鮮水餃子  

  250g(15コ)   680円  （税込734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 

1536    ττ       
  $$   大地を守る会の肉ワンタン（スープ付き）  

  204g   739円  （税込798円） 

イメージイメージ

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

1537    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   798円  （税込862円） 

イメージイメージ

1538    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     中華丼の具（醤油味）  
  160g×2パック   646円  （税込698円） 

 じっくりと作った鶏が
らスープをベースに、
大地を守る会の生産
者の白菜などを合わ
せました。    ※４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 

限定 500

ごはんにのせるだけで中華丼にごはんにのせるだけで中華丼に

 エコシュリンプのエビチリ。自社製のチュー
ニャンや鶏ガラスープで、本格的な味付けに
仕上げました。            λマストミ（徳島県徳島市）
  δお届け後45日保証  θえび・小麦・卵・大豆 

1539    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     エビのチリソース  

  210g   1,198円  （税込1,294円） 
 鶏肉を全重量の35％以上使用した、肉
感たっぷりのキーマカレー。スパイスが
きいた本格的な味わい。            λ総合農舎山
形村（岩手県久慈市）     

1540    ττ   NN 1/29お届け週1/29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） 
 宮島醤油が持つスパイスのノウハウと、
大地を守る会の素材の良さを生かした、
辛さ控えめで奥深い味わい。            λ宮島醤油
（佐賀県唐津市）    θ小麦・乳・大豆 

1541    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   平飼い鶏モモ肉のチキンカレー  

  160g   398円  （税込430円） 

限定 1000
イメージイメージ

 有機ハーブやスパイスで作ったペーストに、秋川牧園の鶏肉
やココナッツミルクを加えました。    ※イワシを主原料としたナ
ンプラーを使用していますが、他の魚介類（特にエビ、カニ）も
含む場合があります。        λキャニオンスパイス（大阪府泉南市）     

1542    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     タイ・グリーンカレー  

  170g   486円  （税込525円） 
 3種の野菜（大豆、玉ねぎ、人参）と鶏モ
モ肉を具材に、トマト風味のシチューに
仕上げました。約5分湯せんして。            λ誠
晃産業（東京都新宿区）    θ小麦・大豆 

1543    NN 1/29お届け週1/29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

お肉を味わうコロッケ。お肉を味わうコロッケ。
お値段もうれしい！お値段もうれしい！

25104号毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会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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λオイシックスドット大地（神奈川
県海老名市）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。

No.104

お問い合わせ：大地を守る会サポートセンター

ご注文方法

「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.104にて
ご注文ください

1/22(月）～1/26(金）
お届け週

1/15(月）～1/19(金）
ご注文期間

「おやさいdeli kit（デリキット）」のおすすめポイント

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。

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

写真入りレシピ
リーフレット付き
※二次元コードより「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しています。

多彩な商品ラインナップ

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 副菜冷蔵
キット

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

イメージ

● 「低温でじっくり蒸している」からおいしい！
野菜の種類に合わせて「時間」や「温度」を設定。
50℃～70℃の低温※でやさしく蒸すことで、野菜の
水分やうまみをとじ込めています。 
※一般的なスチーム野菜は100℃以上の高火力加熱。

● 「袋から出して、すぐ一品」になるから便利！
そのままでも野菜の甘みでおいしく食べられる他、
簡単な味付けですぐに一品料理が完成します。賞味
期限も長いので、家庭の常備品として活躍します。

「おいしさ」も「便利さ」もかなえたソフトスチーム加工野菜
イメージ

じゃがいもの
アーリオ
オーリオ風
「サラダポテト」使用

春雨味噌汁 　
「味噌汁ミックス」使用

 　かぼちゃdeliサラダ
「かぼちゃブロック」使用

クリーミー
ごまごぼうサラダ
「ごぼうのささがき」使用

 　3分でできる！
定番きんぴらごぼう
「きんぴらごぼうミックス」使用

ピリ辛
豆腐チゲ風 
豚汁 　
「豚汁ミックス」使用

■セット内容／味噌汁ミックス（150g）、かぼちゃブ
ロック（150ｇ）、ごぼうのささがき（100g）δお届け
後45日保証λアイピーオー（埼玉県さいたま市）

1209  υ
おやさいおもいｓｔｅａｍ 3種セットＡ
 1セット 1,306円（税込1,410円）

限定 500

■セット内容／豚汁ミックス（200g）、きん
ぴらごぼうミックス（100g）、サラダポテト
（100g）δお届け後45日保証λアイピー
オー（埼玉県さいたま市）

1210  υ
おやさいおもいｓｔｅａｍ 
3種セットＢ
 1セット 1,222円（税込1,320円）

限定 500

ていねいに育てた野菜を
おいしくいただく、豊かな時間

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

今週の
新商品

イメージ（1人前）

調理時間

家庭準備

約20分

牛乳、ブラックペッパー、酢、醤油

食べ応えたっぷりのクリームシチューが主菜。じゃがいも、ブロッコ
リー、マッシュルームなど野菜をたっぷり使い、さらにエビ、イカ、ホ
タテも加えました。一緒に煮込んであつあつシチューをどうぞ。

   たっぷり野菜と
シーフードのクリームシチュー  

刻み玉ねぎのドレッシングを手作りし
て、ベビーリーフをおいしくいただくサラ
ダが副菜です。香ばしく炒めたにんにくチ
ップがアクセント。

 ベビーリーフの
グリーンサラダ 

 ※冷蔵品と冷凍品を分けてお届けします。  ■セット内容／主菜：シーフー
ドミックス、じゃがいも、玉ねぎ、クリームシチュールー、ブロッコリー、マッ
シュルーム　副菜：レタス、玉ねぎ、ベビーリーフ、乾燥にんにく  εお届け後
2日保証  θえび・乳・小麦  λオイシックスドット大地（神奈川県海老名市） 

1005    τ
 キット・たっぷり野菜と
シーフードのクリームシチューセット 
  1セット(約3人前)   1,556 円（税込 1,680 円）  

限定 1000

 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 

1544    NN 1/29お届け週1/29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）     

1545    NN 2/5お届け週2/5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 

1546    ττ   NN 2/5お届け週2/5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

 大分県産バジルにオリーブオイルやにんにく、玉ねぎなど
を加えました。パスタと和えたり、肉や魚料理のアクセント
に。    ※はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には
食べさせないでください。        λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

1547        
     バジルペースト  

  95g   898円  （税込970円） 

イメージイメージ

 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 

1548    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 

1549    ττ   NN 2/5お届け週2/5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

 国産小麦の生地にだしを加え、大地を
守る会の生産者のニラ、人参、玉ねぎを
入れた食感の楽しいチヂミ。            λ韓国食品
（千葉県匝瑳市）    θ小麦・卵 

1550    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   ミンさんの4種のだし香るニラチヂミ  

  200g   554円  （税込598円） 

イメージイメージ

 豚肉やアサリ、豆腐、卵など、お好みの具材を入
れるだけで、本格的な味わいが楽しめます。    ※３
月頃までの取り扱い予定。        λ韓国食品（千葉県
匝瑳市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1551    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   スンドゥブチゲの素  
  180g(2～3人前)   388円  （税込419円） 

イメージイメージ

 国産の春雨を使用し甘辛く仕上げまし
た。冷凍のまま5分ほど湯せんするか、解
凍後フライパンで温めてどうぞ。            λ韓国
食品（千葉県匝瑳市）    θ小麦・大豆 

1552    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   国産春雨で作ったチャプチェ  

  200g   454円  （税込490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。    ※３月頃までの取り扱い予定。        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 

1553    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     だし香る茶碗蒸し  

  150g×2コ   554円  （税込598円） 

 平飼卵の濃厚な風味に上品なカツオだしを合わせたやさ
しい味わい。そのままはもちろん、お吸い物の具にも。  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 

1554    υυ   NN 1/29お届け週1/29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。    ※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 

1555    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   大地を守る会の黒豆煮  

  120g   498円  （税込538円） 
 素材の味を生かした程よい甘辛さで、ご
はんとよく合います。使いやすい食べ切
りサイズ。            λ遠忠食品（東京都中央区）
  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1556    υυ   NN 2/5お届け週2/5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

 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 

1557    υυ   NN 2/5お届け週2/5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） 

イメージイメージ

 大地を守る会の生産者のじゃがいもや
玉ねぎ、人参で作りました。開封後その
まま召し上がれます。            λ大海老食品（東
京都世田谷区）  δお届け後5日保証  θ卵 

1558    υυ   NN 2/5お届け週2/5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

 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 

1559    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

 石川県能登半島のカキを国産丸大豆醤油
や昆布だしなどで味付けしました。お米2合
と合わせて炊くだけです。            λ金沢錦（石川県
金沢市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1560    ττ       
     能登産かき飯の素  

  160g(2合用)   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

 電子レンジで約５分加熱するだけ。キャベツ
の甘みとカリッと焼いた豚バラ肉のうまみ
を味わって。    ※電子レンジ専用品です。        λト
ップヒル（静岡県焼津市）    θ小麦・卵・大豆 

1561    ττ   NN 1/29お届け週1/29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 

1562    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   飛鳥の豚肉まん  

  270g(3コ)   598円  （税込646円） 
 国産小麦粉とホシノ天然酵母で作った生
地で濃厚なごまあんを包みました。    ※５月
頃までの取り扱い予定。        λ飛鳥食品（東京
都江戸川区）  δお届け後60日保証  θ小麦 

1563    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     飛鳥のあんまん（黒糖入りごまあん）  

  210g(3コ)   488円  （税込527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       
  $$   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 2/5お届け週2/5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

 バジルの鮮烈な香りに3種のチーズが調
和した小さめサイズのピザ。        ■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       
     バンビーノピザ（ジェノバ風ミニピザ）  

  1枚   1,190円  （税込1,285円） 
 化学調味料を使用せず、トマトのうまみ
を生かしたチキンライス。バラ凍結なの
で、使いたい分だけ使えて便利です。            λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1567    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地宅配のチキンライス  

  450g(2食分)   553円  （税込597円） 

限定 1000
イメージイメージ

 大地を守る会の生産者のお米を100％
使用。醤油を塗って、香ばしく焼き上げま
した。    ※電子レンジ専用品です。        λ全国
農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1568    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   焼おにぎり  

  360g(6コ)   498円  （税込538円） 

限定 1000

1005    ττ       
     キット・たっぷり野菜とシーフードの
クリームシチューセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：ベビーリーフのグリーンサラダ    ※冷蔵品と冷凍品を分けて
お届けします。    ■セット内容／主菜：シーフードミックス、じゃがい
も、玉ねぎ、クリームシチュールー、ブロッコリー、マッシュルーム 
副菜：レタス、玉ねぎ、ベビーリーフ、乾燥にんにく        θ乳・小麦・えび 

限定1000

1594    υυ       
     キット・茨城県 小野寺さんの白菜を
使ったおっきな白菜シュウマイセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：しゃきしゃき白菜シーザーサラダ
    ※1月頃までの取り扱い予定。    ■セット内
容／主菜：白菜、豚肉、生姜、たれ、葉ねぎ 
副菜：白菜、ベーコン、人参        θ小麦・大豆 

限定 500
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1595    υυ       
     キット・旨とろ茄子のひき肉味噌炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：じゃがいもとおかかの和風ポテサラ
        ■セット内容／主菜：なす、豚肉、玉ねぎ、
タレ、長ねぎ 副菜：じゃがいも、玉ねぎ、カ
ツオ節        θ小麦・大豆 

限定 1000 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1596    υυ       
     キット・ネギたっぷり！ いなか豚の旨塩豚丼セット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：茄子のさっぱりマリネ      ■セット内容
／主菜：温泉卵、豚肉、長ねぎ、キャベツ、
タレ、人参 副菜：なす、長ねぎ          θ小麦・卵・
大豆 

限定 1000 イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1597    υυ       
     キット・鶏肉団子と4種のお豆の
トマトソース煮込みセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：ほくほくじゃがいも粒マスタードサラダ        ■セッ
ト内容／主菜：鶏肉団子、ミックスビーンズ水煮、な
す、玉ねぎ、ミニトマト、タレ、ブイヨン 副菜：じゃがい
も、人参、ミニトマト、粒マスタード        θ小麦・卵・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

1598    υυ       
     キット・国産筍と彩り野菜のチンジャオロースセット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：もやしとわかめのナムル        ■セット内
容／主菜：豚肉、ピーマン、パプリカ、セロ
リ、たけのこ水煮、タレ 副菜：もやし、人
参、乾燥ワカメ        θ小麦・大豆 

限定 1000 イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1599    υυ       
     キット・シャキシャキ蓮根と
大山鶏の酢鶏セット  
  1セット(約3人前)   1,741円  （税込1,880円） 
 副菜：ニラと豆腐の中華スープ        ■セット
内容／主菜：鶏肉、れんこん水煮、玉ねぎ、
タレ、ミニトマト、ピーマン、パプリカ、人参 
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） 1600    υυ       

     キット・豆板醤ピリリ！鶏とキャベツの
甘辛タッカルビ風セット  
  1セット(約3人前)   1,370円  （税込1,480円） 
 副菜：青梗菜の卵あんかけ        ■セット内容
／主菜：じゃがいも、キャベツ、鶏肉、長ね
ぎ、タレ、ピーマン 副菜：チンゲンサイ、ブ
イヨン        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前） 1601    υυ       

     キット・ナンプラー香る！ 青梗菜と
厚揚げのエスニック炒めセット  
  1セット(約3人前)   1,556円  （税込1,680円） 
 副菜：トマトの爽やか春雨サラダ        ■セット
内容／主菜：絹生揚げ、豚肉、チンゲンサ
イ、なす、タレ、玉ねぎ、パプリカ 副菜：きゅ
うり、ミニトマト、春雨        θ小麦・大豆 

限定 1000
イメージ（1人前）イメージ（1人前）

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（1人前）イメージ（1人前）

26 104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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イメージイメージ

イメージイメージ

イメージイメージ

博多の屋台のような本格的な味わい博多の屋台のような本格的な味わい

イメージイメージ

国産小麦の太いもちもち平麺が美味国産小麦の太いもちもち平麺が美味

寒～い季節に恋しいあったか麺

 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。    ※写真は新パッケージですが、
旧デザインの商品をお届けする場合があります。※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 

1569    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産牛の焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   662円  （税込715円） 

限定 1000

 直火釜で炊き上げた白米をはじめ、タカエビや
厚焼卵など大地を守る会の具材を中心に作り
ました。    ※電子レンジ専用品です。        λポーラス
ター（石川県白山市）    θえび・小麦・卵・大豆 

1571    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   国産海老入り五目太巻き寿司（ハーフカット）  

  250g(2本)   598円  （税込646円） 

限定 1000

節
分
節
分

 大地を守る会の生産者が育てたもち米に鶏肉や野
菜を加え、カツオだしと醤油を合わせて蒸し上げまし
た。    ※電子レンジ専用品です。※５月頃までの取り扱
い予定。        λ名古屋食糧（愛知県一宮市）    θ小麦・大豆 

1572    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     鶏ごぼうおこわ  

  100g×2コ   398円  （税込430円） 

温めてお皿にもるだけの手軽さ。温めてお皿にもるだけの手軽さ。
節分の時季にもおすすめです節分の時季にもおすすめです

人気の太巻き寿司のカットタイ
プ。酢めしにしいたけや卵焼きを
入れ、焼き海苔で巻きました。電
子レンジで温めるだけ。軽食や忙
しい日のランチに最適です。

     ※電子レンジ専用品です。        λポーラスタ
ー（石川県白山市）    θ小麦・卵・大豆 

節
分
節
分

1570    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   カットしてある太巻き寿司  

  300g(8切)   551円  （税込595円） 

限定 1000

 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）     

1573        
     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。  送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト
便）では注文できません。          λ結わえる（東京都台東区）     

1574        
     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）     

1575    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   中華粥  
  200g×8パック   1,903円  （税込2,055円） 

限定 300

麺類
もち

麺：付属のスープは
食品添加物不使用
もち：国産のもち米
（有機～減農薬）が原料

麺：主原料（小麦・そば等）は
すべて国産

                      

1576    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   即席らーめん粋（醤油味）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）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

限定 1000 限定 1000

 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。    ※写真は旧パッケージです
が、新デザインの商品をお届けする場合があります。※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）  δお届け後60日保証  θ小麦 

1577    NN 1/29お届け週1/29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） 

1604    NN 2/5お届け週    
     徳用・庄内の杵つき有機栽培白切り餅  
  500g×2パック   1,600円  （税込1,728円） 

 コシが強く、煮崩れしにくい杵つきもち。    ※3月頃までの取り扱い
予定。        λ庄内協同ファーム（山形県鶴岡市）  δお届け後45日保証   

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 

1579    υυбб   NN 1/29お届け週1/29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） 

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かんすいで
作ったもちもちの麺に、厳選素材で作った甘めのソース
付き。        ■セット内容／（麺150g・ソース34g）×3食    λクリ
タ食品（群馬県館林市）  δお届け後5日保証  θ小麦・大豆 

1581    υυ   NN 1/29お届け週1/29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。        ■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 

1582    υυ   NN 1/29お届け週1/29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

 北海道産特別栽培小
豆100%使用。小豆
に煮えむらが出ない
ように炊き上げた、か
た練りタイプの粒あ
んです。            λ山清（香川
県綾川町）     

1705        
     北海道産小豆のつぶあん  

  500g   648円  （税込700円） 

1583    ττбб   NN 1/29お届け週1/29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 

1584    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産小麦のゆでうどん（もち角）3食  

  200g×3食   330円  （税込356円） 
 国産小麦と塩、岩手北上山系の伏流水の
みで作りました。コシの強い、もちもちの
食感です。保存料不使用。            λ川喜（岩手
県釜石市）  δお届け後5日保証  θ小麦 

 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。
    ※3月頃までの取り扱い予定。        λサンレイ
（香川県坂出市）    θ小麦・大豆 

1586    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

 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 

1403    ττ   NN 2/5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） 

1578    NN 1/29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。    ※写真は新パッケージですが、旧デザインの商品をお
届けする場合があります。※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）  δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 限定 1000

 麺は国産小麦粉や平飼卵
を、スープは老舗醤油店・
クルメキッコーの醤油を使
用。酵母エキス使用。        ■セ
ット内容／（麺120g・スー
プ40g）×2食    λ亀製麺（東
京都国立市）  δお届け後6
日保証  θ小麦・卵・大豆 

1580    υυ   NN 1/29お届け週    
  $$   お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   489円  （税込528円） 限定 2000

 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 

1585    ττ   NN 1/29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

 国産小麦を使用した亀製麺の生麺と、カクトウ醸造の豆味噌
をベースに仕上げた味噌スープのセットです。    ※３月頃までの
取り扱い予定。    ■セット内容／（麺120g･スープ32.2g）×2食
    λ亀製麺（東京都国立市）  δお届け後7日保証  θ小麦・大豆 

1587    υυ   NN 1/29お届け週    
  $$   ほうとう（味噌仕立てスープ付き）  

  2食   488円  （税込527円） 

限定 2000

イメージイメージ

ぜんざいにしたり、ピザ風にしたり。ぜんざいにしたり、ピザ風にしたり。
アレンジすれば楽しみが広がりますアレンジすれば楽しみが広がります

コシが自慢の「庄内の杵つき有機
栽培白切り餅」。磯辺焼きやきなこ
もちにする他、ぜんざいにしたり、
チーズやケチャップでピザ風にア
レンジしてもおいしくお召し上が
りいただけます。

本場のおいしさが約2分で完成！本場のおいしさが約2分で完成！

老舗醸造元の深みのある醤油スープ老舗醸造元の深みのある醤油スープ

27104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。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会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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大地を守る会の

調味料定番

 国産小麦を原料に、
コシがあってのどご
しの良いうどんに仕
上げました。            λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1588    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   讃岐うどん（乾麺）2パック  
  250g×2パック   369円  （税込399円） 

 香川県産小麦「さぬき
の夢」を使い、伝統の
手打ち・包丁切り製
法で仕上げました。か
けでもざるでも。    ※２
月頃までの取り扱い
予定。        λ石丸製麺（香
川県高松市）    θ小麦 

1589        
     さぬきの夢 讃

さぬき

岐うどん包丁切り500g  
  500g   580円  （税込626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 

1590    NN 1/29お届け週1/29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
1591   б б   NN 1/29お届け週1/29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 

1592    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   国産小麦もっちり餃子の皮  

  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。
            λキムラ（東京都青梅市）  δお届け後10
日保証  θ小麦 

1593    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

 自社収穫のもち米「ヒメノモチ」を100％
使い、杵つき製法で製造しました。    ※３
月頃までの取り扱い予定。        λ米沢郷牧場
（山形県高畠町）  δお届け後22日保証   

1602        
     米
よねざわごう

沢郷牧場の切りもち（白）  
  1kg   1,548円  （税込1,672円） 

 「杵つき玄米丸餅」の
徳用タイプ。コシの強
さ、玄米ならではの甘
みと香ばしさ、食感が
生きています。            λ庄
内協同ファーム（山形
県鶴岡市）  δお届け
後45日保証   

1603    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用・庄内の杵つき玄米丸餅（2パック）  
  500g×2パック   1,498円  （税込1,618円） 

1605    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     白鷹の香ばし玄米切り餅  
  500g(10枚入り)   880円  （税込950円） 
 玄米の粒が残った歯切れの良いもちです。白米
とはまた違ったおいしさを、お楽しみください。
    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ白鷹農産加工
研究会（山形県白鷹町）  δお届け後15日保証   

 もち米に味噌とごまと洗双糖を加えてついた、山形県
置賜地方の伝統の味。弱火で焦げないように焼いて
ください。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ白鷹農産加
工研究会（山形県白鷹町）  δお届け後15日保証  θ大豆 

1606        
     白鷹のゴマ入り香ばしみそ餅  
  500g(10枚入り)   924円  （税込998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。

                      

1609    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・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 

 国産丸大豆を使い、1
年以上熟成させた大
地を守る会オリジナ
ル醤油。扱いやすいペ
ットボトル入りです。
    ※商品名を「大地宅配
の国産丸大豆醤油」か
ら変更しました。        λ末
廣醤油（兵庫県たつの
市）    θ小麦・大豆 

1610    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会の国産丸大豆醤油  

  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。
        λヤマキ（埼玉県神
川町）    θ小麦・大豆 

1611    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     神
かみいずみすい

泉水仕込み生醤油  
  1Ｌ   998円  （税込1,078円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、神泉水などで
長期熟成。深みのあ
る香りとまろやかな
味わいの玄米味噌で
す。            λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ大豆 

1614    υυ   NN 1/29お届け週1/29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） 

1613    υυ   NN 1/29お届け週1/29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 

毎日の味噌汁をさらにおいしく毎日の味噌汁をさらにおいしく

 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 

1615    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかみそ（中辛）  

  750g   589円  （税込636円） 

1616    υυ       
     堀河屋野村の白みそ  

  500g   1,390円  （税込1,501円） 
 機械を使わず、人の手で麹を育てる方法「手麹」
で製造。あっさりとしながらも深みのある味。    ※次
回取り扱いは１２月頃予定。        λ堀河屋野村（和歌
山県御坊市）  δお届け後60日保証  θ大豆 

限定 200

1619        
     蔵の素  
  720ml   1,000円  （税込1,080円） 

 「種蒔人」でおなじみ
の大和川酒造店から
お届け。少し加える
だけで素材の味を引
き出す純米料理酒で
す。    ※酒類です。        λ大
和川酒造店（福島県
喜多方市）     

 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）     

1620   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     味の母・720ml  

  720ml   693円  （税込748円） 

 有機栽培米を使い、
静置発酵でじっくり
醸造。深みのある味
わいです。            λ庄分酢
（福岡県大川市）     

1622    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     有機純米酢（庄分酢）  

  500ml   460円  （税込497円） 

 国産レモン100％の
果汁です。酸味料不使
用。幅広い料理にどう
ぞ。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1624    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     れもんしぼり  

  100ml   480円  （税込518円） 

1625    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     じゃき払い 紀州産じゃばら果汁100ml  

  100ml   780円  （税込842円） 

 ゆずやすだちにはな
い、独特の香りとまろ
やかな酸味が特徴。
料理やスイーツにさ
わやかな風味を加え
て。            λ熊野鼓動（和
歌山県本宮町）     

節
分
節
分

邪気を払うといわれるじゃばらを食卓に邪気を払うといわれるじゃばらを食卓に

 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 

1626   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

 麺のつけ汁や煮物など
の味付けに使える、便
利な調味料。濃縮タイ
プなので薄めてどうぞ。
            λちば醤油（千葉県香
取市）    θ小麦・大豆 

1627    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   万能つゆ（3倍希釈）  

  300ml   400円  （税込432円） 

 ウルメ節、カツオ節が
ベース。2～3倍に薄
め、おでん種を入れる
だけなので便利。    ※３
月頃までの取り扱い
予定。        λせいふてい
（神奈川県横浜市）
    θ小麦・大豆 

1628    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おでんつゆ  

  500ml   646円  （税込698円） 

 純米酢に国産のきび
糖、醤油などを合わせ
ました。酢めしはごは
ん1合分に20ccが目
安。酢の物にもどうぞ。
            λ庄分酢（福岡県大
川市）    θ小麦・大豆 

1623    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   庄分酢のすし酢  

  360ml   515円  （税込556円） 

節
分
節
分

1617    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   玉ねぎと果実酢のクリーミィドレッシング  

  230ml   555円  （税込599円） 

 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 限定 1000

● 米酢は熊本県産の有機米を
じっくり発酵

● 伝統的な静置発酵の酢なの
で酸味がまろやか

● 塩味・甘みのバランスも良
く、他の料理にも

ここが違う！

節分の恵方巻き作りや、普段使いにも活躍
創業300年以上の老舗・庄分酢が伝統的な静置発酵法で、じっくり
発酵させた純米酢に、国産のきび糖や醤油、昆布だしなどを合わせ
ました。酢めしは、ごはん1合分に20ccを目安にどうぞ。節分の恵
方巻きやちらし寿司はもちろん、酢の物やピクルス、和風ドレッシン
グのビネガーなどにも使えます。

昔ながらの製法で昔ながらの製法で
老舗が造る老舗が造る
普段使いのすし酢普段使いのすし酢

28 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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お試し少量品

醤油・味噌・酢など

大地を守る会の

調味料定番

一部商品はこのページ右下で
｢お試し少量品｣をご紹介しています。

 大地を守る会の生産
者の大豆と国産小麦
を使用。仕込みから
熟成まで１年以上か
けた醤油です。            λち
ば醤油（千葉県香取
市）    θ小麦・大豆 

1607   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

 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 

1608   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   915円  （税込988円） 

 国産契約栽培の丸大
豆と米麹を使い、8カ
月以上かけて熟成さ
せました。香り高い
天然醸造味噌です。
            λ大津賀商店（鳥取
県伯耆町）  δお届け
後45日保証  θ大豆 

1612    υυбб   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   828円  （税込894円） 

 稲田稲作研究会のコ
シヒカリを使用し、大
和川酒造店が醸造し
た、大地を守る会オリ
ジナル料理酒。    ※酒類
です。        λ大和川酒造店
（福島県喜多方市）     

1618   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 料理がおいしくなる純米料理酒  

  720ml   915円  （税込988円） 

 京都・宮津の栽培期
間中農薬不使用の米
を100％原料に、静
置発酵でじっくり醸
造。濃厚な味わいが
特徴で、料理にこくを
与えます。            λ飯尾醸造
（京都府宮津市）     

1621   б б   NN 1/29お届け週1/29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）     

1640    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会の砂糖（種子島育ちのさとうきび粗糖）  

  1kg   488円  （税込527円） 

 遺伝子組み換えの心
配のないなたねを圧
搾法で搾った、一番
搾りサラダ油です。
            λ米澤製油（埼玉県
熊谷市）     

1631    NN 1/29お届け週1/29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）     

1638   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

 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）     

1629    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   とりがらスープ  
  50g×15本   1,239円  （税込1,338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）     

1632    NN 2/5お届け週2/5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）     

1633   б б   NN 1/29お届け週1/29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）     

1634    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 液体タイプの100％
ピュアココナッツオイ
ルです。冬場や冷蔵
庫に入れても0℃ま
で固まりません。ドレ
ッシングオイルなど
に。        ■原産国／フィリ
ピン    λココウェル（大
阪府大阪市）     

1636        
     リキッドココナッツオイル  

  280g   2,400円  （税込2,592円） 

 6種類の香辛料を一
番搾りごま油で煮出
した、辛みとうまみ
のあるラー油です。
            λ九鬼産業（三重県
四日市市）     

1637        
     香辛胡麻らー油  

  45g   450円  （税込486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）     

1639    NN 1/29お届け週1/29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）     

1641    NN 1/29お届け週1/29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） 

 メキシコ、オーストラ
リアの天日塩ににが
りを加えたものを、昔
ながらの平釜で煮詰
めて再結晶させまし
た。            λイカリ商事（鳥
取県米子市）     

1642    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     おふくろの塩  

  1kg   424円  （税込458円） 

味噌味噌
作りに作りに

 ミネラルを含み、溶け
にくい大きめの結晶
がそのまま。自家製の
ぬか床や梅干し、らっ
きょう、味噌作りに。
            λ海の精（東京都大
島町）     

1643    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     漬物塩（海の精）  

  1.5kg   3,000円  （税込3,240円） 

味噌味噌
作りに作りに

 対馬暖流の海水を60
℃の低温で結晶化さ
せて仕上げた塩です。
白菜漬けなどの漬物
作りにも。            λ一の塩
（佐賀県唐津市）     

1644    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     海んまんま一の塩（しっとりタイプ）1kg  

  1kg   1,200円  （税込1,296円） 

味噌味噌
作りに作りに

                      2023        
     純米本みりん 飛鳥山  
  500ml   900円  （税込972円） 
     ※酒類です。             

2029        
     富士ゆずぽん酢  
  360ml   800円  （税込864円） 
                 θ小麦・大豆 

2035      
     有機中濃ソース  
  250ml   389円  （税込420円） 
                 θ小麦・大豆 

2041      
     ネパール・シナモンパウダー  

  20g   319円  （税込345円） 
                  

2017        
  $$   納豆のたれ  
  200ml   306円  （税込330円） 
                 θ小麦・大豆 

2024        
     味の母・1.8L  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
     ※送料お得便限定             

2030        
     おいしいたれ 焼肉中辛  
  215g   600円  （税込648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        
     ねりからし（チューブタイプ）  

  40g   345円  （税込373円） 
                  

2019        
     かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2025      
     富士玄米黒酢  
  500ml   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2031        
  $$   大地を守る会の洋風ブイヨン  
  15g×10袋   478円  （税込516円） 
                 θ小麦・大豆 

2037    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 

2043    ττ      
     おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

2020    υυ     
     かめびしの減塩醤油  
  300ml   944円  （税込1,020円） 
       ※価格変更します。          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        
  $$   大地を守る会の中華風ブイヨン  
  15g×10袋   478円  （税込516円） 
                 θ小麦・大豆 

2038        
     大地を守る会のクリームシチュウ（ルウタイプ）  
  115g×2パック   488円  （税込527円） 
                 θ小麦・乳 

2044      
     オーガニック粒マスタード  

  90g   435円  （税込470円） 
                  

2021    υυ      
     やさかみそ（甘口）  
  750g   589円  （税込636円） 

                 θ大豆 

2027        
     有機バルサミコ酢  
  250ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2033        
     白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 
                 θ小麦 

2039        
  $$   カレールウ（辛口）  
  115g×2パック   538円  （税込581円） 
                 θ小麦・大豆 

2018        
  $$   特級 大地を守る会の木桶熟成醤油・300ml  
  300ml   488円  （税込527円） 
                 θ小麦・大豆 

2022        
     千代菊の純米料理酒（有機米使用）  
  720ml   1,200円  （税込1,296円） 
     ※酒類です。             

2028        
     有機ぽん酢しょうゆ  
  250ml   408円  （税込441円） 
                 θ小麦・大豆 

2034        
     パレスチナのオリーブオイル（無濾過）  
  273g   1,745円  （税込1,885円） 
                  

2040        
  $$   大地を守る会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 

軽くて注ぎやすい取って付き容器入り軽くて注ぎやすい取って付き容器入り

サラダなどにかけてオメガ3脂肪酸を摂取サラダなどにかけてオメガ3脂肪酸を摂取

 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）     

1630    NN 1/29お届け週1/29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） 

 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）     

1635    υυ   NN 2/5お届け週2/5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） 

29104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

大地を守る会の加工食品は国産・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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大地を守る会の

乾 物定番

 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）     

1645   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

 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。    ※商
品名を「特撰 大地を守
る会のマヨネーズ（純
米酢仕立て）」から変更
しました。        λ丸和油脂
（東京都品川区）    θ卵 

1646   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   特撰 平飼いたまごのマヨネーズ  

  300g   368円  （税込397円） 

限定 1000

 じっくり炒めた玉ね
ぎに国産有機醤油、
りんご酢などでこくと
うまみを加えました。
            λ寺岡有機醸造（広
島県福山市）    θ小麦・
大豆 

1647    NN 1/29お届け週1/29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 

1648    NN 1/29お届け週1/29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 

1649    NN 1/29お届け週1/29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

1650    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     大地を守る会のデミグラスソース（ルウタイプ）  

  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 

1651    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会のカレールウ（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 

1652    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会のカレールウ（甘口）  
  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。    ※写真は新
パッケージですが、旧デザインの商品をお届けする場合
があります。        λ大味研（鳥取県境港市）    θ小麦・乳・大豆 

1653    υυ       
     コチュジャン  

  220g   604円  （税込652円） 

 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。
            λ韓国食品（千葉県
匝瑳市）  δお届け後
60日保証  θ大豆 

 農薬や化学肥料を使
用せずに栽培したに
んにくをペースト状
に加工しました。料理
のアクセントに。            λベ
ストアメニティ（福岡
県久留米市）     

1654    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 

粉・乾物
だし・缶詰など

化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物不使用

原料は国産、または
海外産オーガニックが原則

たんぱく加水分解物不使用

                      新商品

1004    υυ   NN 1/29お届け週    
     簡単 有機大豆と有機白米こうじの味噌作りセット（小）  

  1セット   3,380円  （税込3,650円） 

     ※白米こうじの賞味期限が短いので、味噌作
りはお早めに。※2月頃までの取り扱い予定。
    ■原材料／有機煮大豆、有機米麹、食塩■セッ
ト内容／有機大豆の水煮1kg、有機白米こうじ
800g、塩200g、レシピ    λやさか共同農場（島
根県浜田市）  δお届け後10日保証  θ大豆 

味噌味噌
作りに作りに

世界に一つだけのオリジナル味噌作り世界に一つだけのオリジナル味噌作り
煮てある有機大豆と有機の米麹、塩の
3点セット。これ一つで約 2kgの味噌が
仕上がります。熟成用の容器を準備す
れば、ご家庭で大豆を一晩水に浸したり
数時間煮る手間が省け、すぐに味噌作り
ができます。作り方のレシピ付きです。

 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）     

1658    NN 1/29お届け週    
     はるさめ（国産でんぷん100％）  

  80g   240円  （税込259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。      ※価格変更し
ます。      λ江別製粉（北
海道江別市）    θ小麦 

1655    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パン用粉（準強力粉）  

  1kg   507円  （税込548円） 

 有機ＪＡＳ認証の黒
ごまを使用。長く風味
を楽しめるよう、職人
がていねいに焙煎し
ました。        ■原産国／
ボリビア、パラグアイ
    λ和田萬商店（大阪
府大阪市）     

1656        
     有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194円） 

1660    υυ   NN 1/29お届け週1/29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）     

 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 2/5お届け週    
     大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   761円  （税込822円） 

 有機純米酒天鷹の酒粕です。厚みや形
が不ぞろいですが、やわらかくしっとり
しています。            λ天鷹酒造（栃木県大田原
市）  δお届け後45日保証   

1661    υυ       
     天鷹酒造の有機酒粕  

  200g   420円  （税込454円） 

イメージイメージ

1662    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   大地を守る会の酒粕（板粕）  

  500g   450円  （税込486円） 

 「特撰 料理がおいしくなる
純米料理酒」の酒粕です。
うまみが十分に残った、濃
厚な味わい。粕汁や甘酒、
粕漬けなどに。    ※３月頃ま
での取り扱い予定。        λ大
和川酒造店（福島県喜多方
市）  δお届け後60日保証   

栄養と滋味を、粕汁や甘酒で栄養と滋味を、粕汁や甘酒で
 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   

1659    NN 1/29お届け週    
     切干し大根  

  50g   248円  （税込268円） 

2045        
     国内産薄力粉（契約栽培）  
  500g   486円  （税込525円） 

                 θ小麦 

2051      
     対馬華

はなたけ

茸（干ししいたけ香信）  
  40g   800円  （税込864円） 

                  

2057        
     和風だしパック（かつお）  
  8g×8袋   395円  （税込427円） 
                 θ小麦・大豆 

2046        
     九州パンケーキ（ミックス粉）  
  200g   406円  （税込438円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダーを使用。            θ小麦・卵・乳 

2052    υυ      
     ウエダ家のにおわないぬか床ミニサイズ（補充にも）  
  500g   990円  （税込1,069円） 
                  

2058        
  $$   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 

2047        
  $$   片栗粉  
  200g   230円  （税込248円） 

                  

2059        
  $$   さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

             λ井口食品（福岡県福岡市）    θ小麦・大豆 

1673    NN 1/29お届け週1/29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） 

2048        
     吉野葛  
  100g   646円  （税込698円） 

                  

2054      
     羅臼昆布（切り落とし）  

  80g   530円  （税込572円） 
                  

2060        
     もろこし畑 北海道産ホールコーンもろこし畑 北海道産ホールコーン    
  180g(固形量125g)×3缶  180g(固形量125g)×3缶      654654円  円  （（税税込込706706円）円）  
                  

2049        
     佐賀県産地ごま 白いりごま  

  30g   422円  （税込456円） 
                  

2055        
     花かつお  

  60g   490円  （税込529円） 
                  

2061      
     もろこし畑 北海道産コーン裏ごしもろこし畑 北海道産コーン裏ごし（なめらか）（なめらか）    
    230g×3缶 230g×3缶     678678円円    （（税税込込732732円）円）  
                  

2050        
     信州ごま すりごま黒  

  45g   500円  （税込540円） 
                  

限定 500 2056        
     削りぶしパック  
  5g×6袋   369円  （税込399円） 
                  

2062        
  $$   ゆで小豆  
  160g   267円  （税込288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

2053        
     有機白いりごま  

  50g   180円  （税込194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。
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 ご家庭での味噌作り
に。くせがなく、あっさ
り仕上がります。甘酒
作りなどにもどうぞ。
            λヤマキ（埼玉県神
川町）  δお届け後45
日保証   

1663    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     白米こうじ  

  1kg   1,700円  （税込1,836円） 

味噌味噌
作りに作りに

 お米の胚芽、ぬかなど
が含まれるため、味噌
作りに使うと独特の
風味に仕上がります。
            λヤマキ（埼玉県神
川町）  δお届け後45
日保証   

1664    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     玄米こうじ  

  1kg   1,700円  （税込1,836円） 

味噌味噌
作りに作りに

 国産の大麦を使用。味
噌作りに使うと、 麦特
有の芳香がある味噌
に仕上がります。            λや
さか共同農場（島根県
浜田市）  δお届け後
10日保証   

1665    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機麦こうじ  

  1kg   1,590円  （税込1,717円） 

味噌味噌
作りに作りに

 やさか共同農場が、
国産有機白米で造っ
た白米麹。塩麹や甘
酒が手軽に造れるレ
シピ付きです。            λや
さか共同農場（島根
県浜田市）  δお届け
後76日保証   

1666    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     やさかの有機乾燥白米こうじ  

  500g   1,185円  （税込1,280円） 

味噌味噌
作りに作りに

1667    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     簡単 味噌作りセット  

  1セット   4,580円  （税込4,946円） 
 煮てある大豆と塩、麹をセット。約3.5kgの味噌ができます。レシピ付き。
    ※商品名を「はじめての味噌づくりセット」から変更しました。    ■セット
内容／大豆の水煮1kg×2袋、白米こうじ1kg、塩400g、ポリ袋1枚、輪ゴ
ム1コ、レシピ    λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

味噌味噌
作りに作りに

1668    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     簡単 味噌作りセット（小）  

  1セット   2,950円  （税込3,186円） 
 大豆を煮る手間なしで味噌作り。約1.8kgの味噌ができます。レシピ付き。
    ※商品名を「はじめての味噌づくりセット（小）」から変更しました。    ■セッ
ト内容／大豆の水煮1kg、白米こうじ500g、塩200g、ポリ袋1枚、輪ゴム1
コ、レシピ    λヤマキ（埼玉県神川町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

味噌味噌
作りに作りに

 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］   

1669    NN 1/29お届け週1/29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） 

1670    NN 2/12お届け週2/12お届け週    
     利尻昆布  

  150g   1,254円  （税込1,354円） 

 香り高くしっかりとし
たうまみのある、澄ん
だだしが取れます。
鍋物や煮物にどうぞ。
            λ北連物産（北海道
浜中町）     

汁物や煮物に合う上品な風味汁物や煮物に合う上品な風味

 味と香りが良い天然
の真昆布。うまみたっ
ぷりの澄んだだしが
取れます。        ■漁場／
北海道    λかまだ商店
（北海道函館市）     

1671    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用天然真昆布  

  200g   1,100円  （税込1,188円） 

 早く煮えて味の良い
北海道東部産の昆布
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）     

1672    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   結び昆布（おでん・煮物用）  

  40g   364円  （税込393円） 

1674   б б   NN 1/29お届け週1/29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）     

1675   б б   NN 1/29お届け週1/29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）     

 有機栽培されたイタリ
ア産トマトを使用。酸
味と甘みのバランス
が良く、料理に使用し
やすいです。    ※輸入缶
詰のため、缶やラベル
のキズ・汚れはご容赦
ください。        λファーム
ランドトレーディング
（東京都港区）     

1676    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

健康応援
食品

トレースできる
主原料を原則使用

増量剤等の
余計な食品添加物不使用

主原料は国産・海外産
オーガニックを優先

登録すると
で

お得
週0000

                      

1677    NN 1/29お届け週1/29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

1678    NN 1/29お届け週1/29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）     

1679    NN 1/29お届け週1/29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）     

1680    NN 1/29お届け週1/29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 2/5お届け週2/5お届け週    
     のどにスプレーマヌカハニー＋アズレン オレンジ  

  25ml   1,400円  （税込1,512円） 

 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。    ※はちみつ
を使用していますので、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たかくら新産業（東京都港区）     

限定 1000

オーガニック食品の、のどスプレーで快適にオーガニック食品の、のどスプレーで快適に

 ニュージーランド産のマヌカはちみつとプロポリスのみを凝縮させた
ドロップ。のど飴や、口内ケアにも。    ※1歳未満の乳児には食べさせない
でください。※溶けやすいため20℃以下で保存を。※５月頃までの取り
扱い予定。    ■原産国／ニュージーランド    λおもちゃ箱（東京都大田区）     

1682    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     マヌカロゼンジ（はちみつ凝縮ドロップ）ＭＧ110＋  
  22.4g(8コ)   2,000円  （税込2,160円） 

2063      
     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）     

2069        
     国産ローヤルゼリー カプセル  
  16.2g(270mg×60粒)  
 6,382円  （税込6,893円） 
             λビジービーズ（兵庫県神
戸市）     

2064      
     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） 
             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

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）     

 マヌカの花から採取し
た、抗菌力の高いはち
みつ。ハーブのような
香り。    ※1歳未満の乳児
には食べさせないでく
ださい。    ■原産国／ニ
ュージーランド    λ藤井
養蜂場（福岡県朝倉市）     

1683        
     マヌカはちみつＮＰＡ7＋  

  180g   4,150円  （税込4,482円） 

 鹿児島県で栽培したさ
とうきびから作った粗
糖が原料。毎日の健康
管理に、砂糖と同じよう
に使ってください。    ※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）     

1684        
     鹿児島さとうきびオリゴ  

  500g   980円  （税込1,058円） 

 スギとヒノキを独自の製
法でじっくりと煮出した
エキスで作ったストレー
トタイプのドリンク。付属
のカップで1日2～3杯を
目安にどうぞ。    ※４月頃ま
での取り扱い予定。        λカ
ミナリヤ（静岡県静岡市）     

1685    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     すぎ・ひのきドリンク  
  500ml   5,537円  （税込5,980円） 

2065        
     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）     

2071      
     国産有機 温・感・生・姜
（生姜パウダー）  
  15g（500mg×30包）  
 1,886円  （税込2,037円） 
             λプロスペリティ（大阪府大
阪市）     

2066        
     コラーゲン粉末  
  90g  
 4,286円  （税込4,629円） 
             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2072        
     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）     

 国産有機紅茶と国産
有機生姜粉末をブレ
ンド。ティーバッグタ
イプなのでさっといた
だけます。            λエコワン
（神奈川県横浜市）     

1686    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産有機生姜紅茶「ホホホしょうが紅茶」  
  2.6g×24包   1,834円  （税込1,981円） 

 農薬を使わず育てた
島根県特産の「西条
柿」の葉を、ビタミン
Cを壊さないように加
工。500ccで1包を目
安に蒸らしてどうぞ。
            λ桜江町桑茶生産組
合（島根県江津市）     

1687        
     柿の葉茶  
  2g×30包   1,000円  （税込1,080円） 

 大麦、玄米、ハブ茶な
ど、 16種類すべて国
産原料を使用した、飲
みやすく食事にも合
う、ノンカフェインの
健康茶。            λ小川生薬
（徳島県東みよし町）     

1688    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     日本の恵みそのまま茶（16種ブレンド）  

  300g   500円  （税込540円） 

2067        
     16種の雑穀パウダー・つるりん粉（コラーゲン配合）  
  96g(3g×32本)  
 2,667円  （税込2,880円） 
             λベストアメニティ（福岡県
久留米市）    θ大豆 

2073        
     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 

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      
     有機梅干番茶ペースト
（スティックタイプ）  
  8g×20袋  
  1,5001,500円  円  （（税税込込1,6201,620円）円）  
             λ無双本舗（奈良県奈良市）
    θ小麦・大豆 

 手軽においしいだしが
取れると好評のだし
パック。パック数増量
のお徳用サイズです。
            λ井口食品（福岡県
福岡市）    θ小麦・大豆 

1673    NN 1/29お届け週1/29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） 

31104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。

大地を守る会オリジナル商品で、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を守る会独自の栽培基準をクリア、精肉は国産で非遺伝子組み換え穀物飼料使用、魚介は変色・酸化防止剤不使用です。
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洋菓子
和菓子

合成着色料・甘味料、乳化剤等の
食品添加物不使用

チョコレートはフェアトレード、
オーガニックを優先

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

生クリームはすべて
国産生乳使用

                      

1690    ττ       
  $$   アップルリッチケーキ  

  1コ   907円  （税込980円） 

 りんごのソテーを薄めのス
ポンジ生地にのせた、りんご
の香りと食感が主役のケー
キです。    ※６月頃までの取り
扱い予定。    ■サイズ／直径
約12.5cm    λナチュランド本
舗（東京都多摩市）  δお届け
後15日保証  θ小麦・卵・乳 

フレッシュな甘みとふっくらとした食感フレッシュな甘みとふっくらとした食感 新商品

栃木県壬生町の戸崎農園が有機
栽培したさつまいもを、太陽の光
と寒風で自然乾燥させた干し芋
です。「干し芋といえばタマユタカ
（玉豊）」と人気の品種で、素直
な味わいが特徴。かむごとに甘く
なり、粘り、味わいが増していき
ます。

     ※2月頃までの取り扱い予定。    ■原材料
／有機さつまいも    λ戸崎農園（栃木県壬
生町）  δお届け後45日保証   

1002        
     戸崎農園の天日干し有機干し芋（タマユタカ）  

  150g   739円  （税込798円） 

ついもう一枚と手が伸びる
昔懐かしいやさしい味わい

 さつまいもあんのクリームの上に、さらに
さつまいもに手亡豆の白あんなどをミッ
クスしたクリームをのせました。            λ丸きん
まんじゅう（佐賀県佐賀市）    θ小麦・卵・乳 

1691    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ロンドーレ さつま芋（紅はるか）のモンブラン  

  300g(4コ)   980円  （税込1,058円） 
 ベーキングパウダーを使わず、白神こだま酵
母で膨らませました。素材の風味が生きたや
さしい甘さです。            λサラ秋田白神（東京都八
王子市）  δお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

1692    υυ       
     サラのふんわり天然酵母マフィン（プレーン）  

  3コ   488円  （税込527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。大地を守る会
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 

1693    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 

1694    ττ       
     北海道黒豆大福  

  70g×5コ   536円  （税込579円） 
1695    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   宇治松屋の黒ごま大福  

  4コ   924円  （税込998円） 

 黒ごまのこくのある
香ばしさとやさしい
甘さが美味。冷蔵庫
で半日解凍後お召し
上がりください。            λ松
屋（京都府城陽市）
  δお届け後45日保証   

国産黒ごまペーストをたっぷり使用国産黒ごまペーストをたっぷり使用

1697    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     みたらし団子  

  300g(5本)   418円  （税込451円） 

 もちもちの団子に香
ばしく甘いタレがと
ろりと絡み、素朴で
やさしい味わいで
す。            λ丸きんまんじ
ゅう（佐賀県佐賀市）
    θ小麦・大豆 

香ばしい醤油ダレのやさしい甘み香ばしい醤油ダレのやさしい甘み

 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 

1696    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 
1698    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   串団子（くさあん）  

  45g×5本   678円  （税込732円） 

 上新粉とよもぎなど
で作ったもちもちの
団子に、やわらかな甘
みのあんをのせまし
た。            λ港製菓（新潟
県新潟市）  δお届け
後60日保証  θ小麦 

よもぎの風味とほっくり粒あんが絶妙よもぎの風味とほっくり粒あんが絶妙

 しっとりとやわらかな皮がくせになる、新感覚の生も
なか。抹茶あんと粒あんの2種をお届けします。        ■セッ
ト内容／宇治抹茶・粒あずき各2コ■サイズ／直径約
6cm    λアトレ（京都府木津川市）  δお届け後17日保証   

1699        
     茶師吟撰 生もなか（宇治抹茶と粒あん）  

  4コ   843円  （税込910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   

1700    υυ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     王
おういんどう

隠堂の完熟南高梅ゆずシロップ漬け  
  150g   582円  （税込629円） 

1701    ττ       
  $$   ミニたい焼き（豆乳ココアクリーム）  

  320g（8コ）   554円  （税込598円） 

 ココアと国産小麦の
生地に、豆乳ベース
のココアクリームがた
っぷり。ココアの香ば
しい風味です。    ※電
子レンジ専用品です。
        λ山﨑食品（熊本県
八代市）    θ小麦・大豆 

豆乳ベースのココアクリーム入り豆乳ベースのココアクリーム入り

 北海道産小麦粉とてんさい糖、卵、水あめ、
重曹で作った生地で、北海道産小豆の小倉
あんをはさみました。            λたんばや製菓（山形
県酒田市）  δお届け後7日保証  θ小麦・卵 

1702    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産小麦のどら焼（小倉あん）  

  4コ   398円  （税込430円） 
 和菓子店・平和堂が、あんの風味を引き立てるよ
うに仕上げました。大地を守る会の生産者の小豆
使用。    ※４月頃までの取り扱い予定。        λ平和堂（山
梨県甲府市）  δお届け後4日保証  θ小麦・卵・乳 

1703    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   和菓子屋さんのあんドーナツ（つぶあん）  

  5コ   630円  （税込680円） 
 さつまいもに砂糖のみを加え、しっとり
練り上げた上品な甘さの和菓子。    ※３月
頃までの取り扱い予定。        λ海老屋（山梨
県甲府市）  δお届け後45日保証   

1704    ττ       
     芋ようかん  

  200g   461円  （税込498円） 

サラダ油を使わず、生クリームでサラダ油を使わず、生クリームで
しっとり＆ふわふわの食感にしっとり＆ふわふわの食感に

一般的なシフォンケーキは生地に
サラダ油を加えますが、本品は生ク
リームを使用。さらにチョコレート
とココアを多く配合し、濃厚でこく

のある風味に仕上げ
ました。お好みで生ク
リームを添えても。

         ■サイズ／直径約13cm    λパスティーフ
ーズ（栃木県さくら市）  δお届け後30日
保証  θ小麦・卵・乳 

1689    ττ   NN 2/5お届け週    
     パスティーフーズのシフォンケーキ（濃厚チョコ）  

  1コ   1,080円  （税込1,166円） 

 北海道産特別栽培小豆100%使用。小
豆に煮えむらが出ないように炊き上げ
た、かた練りタイプの粒あんです。            λ山清
（香川県綾川町）     

1705        
     北海道産小豆のつぶあん  

  500g   648円  （税込700円） 

イメージイメージ

 表面に白く吹き出した粉が美しく、自然な甘さは和
菓子のよう。無くん蒸仕上げで、味の良い干し柿で
す。    ※３月頃までの取り扱い予定。        λ信州有機農
法研究会（長野県飯田市）  δお届け後30日保証   

1706    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     信州名産・市田柿（無くん蒸干し柿）  

  170g   848円  （税込916円） 

限定 2000
イメージイメージ

 生柿と干し柿の中間のソフトタイプの干し柿。
とろけるようなゼリー状のやわらか～い果肉
です。    ※２月頃までの取り扱い予定。        λ王隠
堂農園（奈良県五條市）  δお届け後7日保証   

1707        
     王
おういんどう

隠堂農園のあんぽ柿（無くん蒸干し柿）  
  200g(4玉以上)   739円  （税込798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）     

1708    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   528円  （税込570円） 1709        
     からいり落花生（千葉半立100％）  

  200g   1,100円  （税込1,188円） 

 小粒でも味わい深い千葉半立にこ
だわり、農薬を使わずに栽培。天
日乾燥後、注文のたびに焙煎して
います。    ※小さい殻やシミなど見
ための悪いものも入ります。※３月
頃までの取り扱い予定。        λさんぶ
野菜ネットワーク（千葉県山武市）
  δお届け後45日保証  θ落花生 

節
分
節
分

殻ごとていねいに焙煎。後を引く香ばしさ殻ごとていねいに焙煎。後を引く香ばしさ

パスティーフーズ
井戸 安二郎さん

今週の
おすすめ

32 104号 毎週 0000 毎週お届け登録ができる商品です。登録すると1点につき 1ポイント が付きます。登録方法は40ページをご覧ください。 ●商品のパッケージは予告なく変更する場合があります。
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注文書表面の特別注文欄、またはお買い物
サイトでご注文ください。

菓子・ドライフルーツなど

着色料や合成甘味料等の
食品添加物は原則不使用

原料は国産、海外産
オーガニックが原則

揚げ油は非遺伝子
組み換え原料を使用

菓子
ドライフルーツなど

                      

 酪農家を限定した低温殺菌牛乳と生クリーム、平飼卵、
寒天を使ったプリン。  2点以上注文すると1点あたり6ポイン
ト付与します。  ※カラメルソースは付いていません。        λ函南
東部農協（静岡県函南町）  δお届け後7日保証  θ卵・乳 

1710    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 

新商品

国内産大豆100％（遺伝子組換
えでない）を熱風焙煎し、香ばし
くサクサクの食感に仕上げました。
個包装（テトラパック）入りで、
節分の豆まきにそのまま撒けば、
豆が散らばらず後片付けも簡単で
す。鬼のお面入り。ご家族で節分
の豆まきをお楽しみください。

     ※今回のみの取り扱い予定。    ■原材料／
大豆    λサンコー（愛知県豊橋市）    θ大豆 

1003        
     福豆 ミニパック（お面つき）  

  5g×10包   248円  （税込268円） 

2月3日節分の豆まきに！
香ばしい福豆で無病息災を

 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）     

1712    NN 1/29お届け週1/29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。      ※価格変更します。      λ海老屋アイ
ス工房フェリーチェ（山梨県甲府市）    θ乳 

1713    ττ       
     アイスキャンディ（いちごミルク味）  

  60ml×4本   702円  （税込758円） 
 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 

1714    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   平飼卵のたまごボーロ（食べきりパック）7袋入り  

  20g×7袋   379円  （税込409円） 

1715        
     ナチュランドのソルトクッキー  

  60g   400円  （税込432円） 

 国産小麦の特徴を生かし
た歯ごたえのあるクッキ
ー。土佐の海水から作った
まろやかな塩が絶妙にマッ
チ。    ※形がひし形から変わ
ります。        λナチュランド本舗
（東京都多摩市）  δお届け
後20日保証  θ小麦・卵・乳 

国産小麦のクッキーにまろやかな塩がマッチ国産小麦のクッキーにまろやかな塩がマッチ

1716    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   福豆（煎り大豆）  

  100g   322円  （税込348円） 

 節分に欠かせない福豆。
大地を守る会の生産者
の大豆を煎って作りま
した。調味料は不使用。
大豆の味を楽しめます。
    ※２月頃までの取り扱い
予定。        λ川原製粉所（東
京都練馬区）    θ大豆 

節
分
節
分

表紙掲載の平譯さんの大豆のみ使用表紙掲載の平譯さんの大豆のみ使用

 北海道産大豆を煎って、てんさい糖を蜜
がけしました。緑色は国産抹茶、紫色は
クチナシの色です。    ※クチナシ色素使用。
        λ共成製菓（北海道旭川市）    θ小麦・大豆 

1717    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     三色福豆  

  80g   318円  （税込343円） 

節
分
節
分

 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。        ■原産国／カナダ
    λむそう商事（大阪府大阪市）    θ落花生 

1719        
     有機フルーツ＆ナッツバー・アーモンド  

  1本   298円  （税込322円） 
1720    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     エクストラチョコレート（カカオ71％）  

  100g   650円  （税込702円） 

 なめらかな口どけとカカオ
本来の香りと苦味が特徴。
大人の味わいです。    ※２月頃
までの取り扱い予定。    ■原
産国／スイス    λ第３世界シ
ョップ（プレス・オールター
ナティブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証  θ乳 

 なめらかな口どけとアーモ
ンドの小気味よい歯ざわ
りが楽しいチョコレートで
す。    ※２月頃までの取り扱
い予定。    ■原産国／スイ
ス    λ第３世界ショップ（プ
レス・オールターナティブ）
（東京都目黒区）    θ乳 

1721    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     第3世界ショップのアーモンドチョコレート  

  100g   650円  （税込702円） 

 クランベリーのさわやかな甘酸っぱさと、口どけのよいミ
ルクチョコレートが織りなす至福の味わいです。    ※３月頃
までの取り扱い予定。        λ第3世界ショップ（プレス・オール
ターナティブ）（東京都目黒区）  δお届け後60日保証  θ乳 

1722        
     クランベリーチョコ  

  40g   370円  （税込400円） 

1723        
     オーガニック パンプキンシード ダークチョコ  

  55g   500円  （税込540円） 

 油を使用せず温風だ
けでローストしたオー
ストリア産かぼちゃの
種にダークチョコレー
トをコーティングしま
した。        ■原産国／オ
ーストリア    λおもち
ゃ箱（東京都大田区）
    θ大豆 限定 150

 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）     

1724    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     梅肉エキス飴  

  80g   300円  （税込324円） 
 塩のみで味付けした玄米おかきに、2種類の大豆を別々にパッ
ク。醤油が香る大豆と黒大豆のカリッとした食感をお楽しみく
ださい。        ■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 

1725        
     富士見堂の塩玄米おかき（大豆＆黒豆）  

  30g×2種   498円  （税込538円） 

1726    NN 1/29お届け週1/29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） 
 種付き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。        ■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   

1727   б б   NN 1/29お届け週1/29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   

 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）     

1728        
     ノヴァの有機干しあんず  

  100g   690円  （税込745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   

1729    NN 1/29お届け週1/29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） 

2080      
     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） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

限定 1000 2086        
     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 

2081        
     マリーレンのクルミクッキー  

  80g   438円  （税込473円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦・卵・乳 

限定 1000 2087        
     ノヴァの有機干しいちじく（スミルナ）  
  150g   760円  （税込821円） 

               δお届け後60日保証   

2076    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        
     フルーツ・バー（ハードクッキー）  
  10枚   399円  （税込431円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2088        
     ドライフルーツナッツミックス  

  90g   569円  （税込615円） 
               δお届け後50日保証   

 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 1/29お届け週1/29お届け週    
    第三世界ショップの よくばりナッツミックス（油・食塩不使用）  

  80g   639円  （税込690円） 

 国産小麦と国産バター、食塩だけで432層に折り上
げたパイシート。パイ料理も簡単に。    ※３月頃まで
の取り扱い予定。    ■サイズ／約20cm角    λリボン食
品（大阪府大阪市）  δお届け後30日保証  θ小麦・乳 

1731    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地を守る会の冷凍パイシート  

  4枚   1,620円  （税込1,750円） 

限定 300
イメージイメージ

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        
     麩菓子  
  12本   279円  （税込301円） 

               δお届け後45日保証  θ小麦 

2089        
     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） 
                  

2078        
     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 

2084        
     黒米入りまるごと玄米クラッカー  
  3枚×4パック   417円  （税込450円） 
               δお届け後45日保証   

2090        
     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   

2079        
     豆乳ドーナツ（白蜜）  
  170g   280円  （税込302円） 

     ※アルミフリーのベーキングパウダー使用          δお届け後30日保証  θ小麦・乳・大豆 

2085        
     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 

2091        
     ノヴァの有機ローストカシューナッツ  

  80g   800円  （税込864円） 
               δお届け後60日保証   

ドライフルーツなど

1718    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     第3世界ショップのビターチョコレート  

  100g   650円  （税込702円） 

 カカオ分約55％。カカオ
本来のほろ苦い風味が楽
しめます。    ※2月頃までの
取り扱い予定。    ■原産国／
スイス    λ第3世界ショップ
（プレス・オールターナテ
ィブ）（東京都目黒区）  δお
届け後60日保証  θ乳 

 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 

1711    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     和らぎ濃厚豆乳プリン  

  100g×2コ   267円  （税込288円） 

2075        
     ナチュラルチョコレート・ミルク  

  60g   379円  （税込409円） 
                 θ乳 

節
分
節
分

33104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

大地を守る会の加工食品は国産・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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大地を守る会の

飲 料定番

注文忘れの心配もなくポイントも付
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！

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

                      

1732    NN 1/29お届け週1/29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） 
 大地を守る会の野菜と「日本デルモンテ
（株）」の技術を合わせた自信作。1缶当
たり約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

3週目

お試し
ポイント

4週連続

1733    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   箱売・野菜を飲もう！ジュースぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
 野菜本来の味わいを感じられる、あらごし感のある人参
とトマトのピューレが魅力。買い置きにどうぞ。  送料お
得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）では注文で
きません。          λ日本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

¼  週 9335

3週目

お試し
ポイント

4週連続

1734    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     野菜を飲もう！まいにち有機ベジタブル10缶  
  160g×10缶   1,530円  （税込1,652円） 
 海外産オーガニックの人参、トマト、りん
ごと、大地を守る会の生産者の野菜をミ
ックス。甘さは控えめ。            λ日本デルモン
テ株式会社（長野県千曲市）     

毎週 9363 隔週 9364

1736    NN 1/29お届け週1/29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

1737    NN 1/29お届け週1/29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。  送料
お得便（自社便）限定日時
ご指定便（ヤマト便）では注
文できません。          λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

¼  週 9344

くせがなく、飲みやすいすっきり味くせがなく、飲みやすいすっきり味

1735    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     箱売・野菜を飲もう！まいにち有機ベジタブル30缶  
  160g×30缶   4,480円  （税込4,838円） 
   送料お得便（自社便）限定日時ご指定便
（ヤマト便）では注文できません。          λ日
本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

¼  週 9362

1738    NN 1/29お届け週1/29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）     

 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。  送
料お得便（自社便）限定日時
ご指定便（ヤマト便）では注
文できません。          λフルーツ
バスケット（静岡県函南町）     

1739    NN 2/5お届け週2/5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） 

 りんごの華やかな香り
と甘みが詰まった、果汁
100％ストレートジュー
ス。  送料お得便（自社便）
限定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できませ
ん。          λフルーツバスケッ
ト（静岡県函南町）     

1740    NN 1/29お届け週1/29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 1/29お届け週1/29お届け週    
     紀州・熊野じゃばらドリンク（3倍希釈）  
  275ml   1,150円  （税込1,242円） 

 じゃばらの果汁とビー
トグラニュー糖だけで
作った希釈タイプのド
リンク。さわやかでま
ろやかな風味。    ※３月
頃までの取り扱い予
定。        λ熊野鼓動（和
歌山県本宮町）     

節
分
節
分

さわやかな酸味で邪気払い！さわやかな酸味で邪気払い！

メチル化カテキンが豊富。メチル化カテキンが豊富。
むずむずシーズンが始まる前にどうぞむずむずシーズンが始まる前にどうぞ

農薬や化学肥料を使わずに栽培
した「べにふうき」の茶葉を丸ごと
粉末に加工。暖かくなるとやって
くる春先の不快感をやわらげると
いわれている、メチル化カテキン
を豊富に含んでいます。

             λ北村製茶（長崎県佐々町）     

1747    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     べにふうき茶（粉末スティックタイプ）  
  0.5g×30包   1,000円  （税込1,080円） 

 イタリア産レモンの香り
と風味が楽しめます。す
っきりした甘みで後味も
爽快です。  送料お得便（自
社便）限定日時ご指定便
（ヤマト便）では注文で
きません。          λフルーツバ
スケット（静岡県函南町）     

1742    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     箱売・スカットれもん（炭酸飲料）30本  
  200ml×30本   4,680円  （税込5,054円） 

 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 1/29お届け週1/29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。            λいりえ
茶園（福岡県八女市）     

1744    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     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 1/29お届け週1/29お届け週    
     宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   600円  （税込648円） 

 静岡県春野町の緑茶
をこんがり焙煎した、
香ばしいお茶。山間
部の気候が生み出す
香りと、さっぱりした
後味が特徴のお茶で
す。            λ中山商店（静岡
県御前崎市）     

1746        
  $$   ほうじ茶（春番）  

  200g   600円  （税込648円） 

1748        
     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）     

 スリランカの高地で有
機栽培された紅茶で
す。豊かな甘みと花の
ような香りがふわりと
広がります。ミルクティ
ーにもおすすめ。        ■原
産国／スリランカ    λノ
ヴァ（埼玉県北本市）     

1749    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ノヴァの有機フェアトレードセイロン紅茶ティーバッグ  

  2g×50包   820円  （税込886円） 

 栽培期間中農薬不使
用の国産六条大麦を
使用。強火で二度焙
煎し、香ばしく仕上げ
ました。水出しもでき
ます。            λ川原製粉所
（東京都練馬区）     

1750        
  $$   徳用・特撰 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） 

 口当たりやさしくほの
かな甘みがあるハーブ
ティーです。ミネラル豊
富で後味すっきり。    ※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。    ■原産国／
南アフリカ    λルイボス
製茶（香川県三豊市）     

1751   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

2092        
  $$   原さんのりんごジュース  
  1000ml   832円  （税込899円） 
                  

2098        
     水車むらのせとやみどり（煎茶）  
  100g   750円  （税込810円） 

                  

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） 
     ※送料お得便限定             

2100      
     緑茶べにふうき粉末  

  50g   655円  （税込707円） 
                  

1752        
     みどりのルイボス茶（有機栽培）  
  3.5g×50包   2,350円  （税込2,538円） 

 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。    ■原産国／南アフ
リカ    λルイボス製茶（香川県三豊市）     

マイルドな味わいで飲みやすいマイルドな味わいで飲みやすい
 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
◎。    ※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）     

1753    NN 2/5お届け週2/5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） 

2095        
  $$   松田さんのやすらぎ一番茶  
  100g   949円  （税込1,025円） 
                  

2101        
  $$   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） 
                  

2096        
  $$   松田さんの煎茶  
  100g   628円  （税込678円） 

                  

2102      
     しょうが湯  
  20g×5袋   379円  （税込409円） 
                  

2097        
     樽井さんの有機緑茶ティーパック  
  60g（3g×20パック）   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2103   б  б     
     箱売・神泉水（2L×6本）  
  2L×6本   1,560円  （税込1,685円） 
     ※送料お得便限定             

定期登録なら
　200ポイント付！

定期登録なら
　1000ポイント付！

34 104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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豊かな香り、マイルドな口当たり豊かな香り、マイルドな口当たり黒糖のやさしい甘みにほっと一息黒糖のやさしい甘みにほっと一息

ホットドリンクでほっこり、ぽかぽか♪

 オーガニックココア、沖縄県産のさとうき
びで作った加工黒糖「きび太郎」にサン
ゴカルシウムを加えました。            λ海邦商事
（沖縄県うるま市）     

1759        
     黒糖ココア  

  190g   648円  （税込700円） 

1758        
     有機カフェインレスインスタントコーヒー  

  100g   1,280円  （税込1,382円） 

 森を守る森林農法で育ったメキシコ産有機
栽培コーヒー豆を使用。化学薬品を使わず
カフェインを除去しました。        ■原産国／メ
キシコ    λウインドファーム（福岡県水巻町）     

 大麦、玄米、ハブ茶な
ど、 16種類すべて国
産原料を使用した、
飲みやすく食事にも
合う、ノンカフェイン
の健康茶。            λ小川生薬
（徳島県東みよし町）     

1688    NN 2/5お届け週    
     日本の恵みそのまま茶（16種ブレンド）  

  300g   500円  （税込540円） 

 国産有機紅茶と国産
有機生姜粉末をブレ
ンド。ティーバッグタ
イプなのでさっといた
だけます。            λエコワン
（神奈川県横浜市）     

1686    NN 1/29お届け週    
     国産有機生姜紅茶「ホホホしょうが紅茶」  
  2.6g×24包   1,834円  （税込1,981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 1/29お届け週1/29お届け週    
     有機玄米甘酒  

  250g   350円  （税込378円） 

1755    υυ   NN 1/29お届け週1/29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   

甘味料不使用の自然な甘さが人気甘味料不使用の自然な甘さが人気
 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 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（粉）  

  400g   1,278円  （税込1,380円） 

 ペルー豆とメキシコ
豆を7：3でブレンド。
シティローストとフル
シティローストの中
間くらい。挽きたての
香りを楽しみたい方
に。            λオルター・トレ
ード・ジャパン（東京
都新宿区）     

1757    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   ＡＴＪオリジナルブレンド（豆）  

  400g   1,278円  （税込1,380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。  送
料お得便（自社便）限
定日時ご指定便（ヤマ
ト便）では注文できま
せん。          λ山崎本店酒
造場（長崎県島原市）     

1760   б б   NN 1/29お届け週1/29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） 

隔週 9349
毎週 9348

 国内随一のカルシウ
ム含有量を誇る、弱ア
ルカリ（pH7.6）で非
加熱のミネラルウォ
ーターです。            λ岩泉
産業開発（岩手県岩
泉町）     

1761    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     龍泉洞の水（2Ｌ）  

  2L   247円  （税込267円） 

隔週 9352
毎週 9351

 国内随一のカルシウム
含有量を誇る、弱アルカリ
（pH7.6）で非加熱のミネ
ラルウォーターです。  送料
お得便（自社便）限定日時
ご指定便（ヤマト便）では
注文できません。          λ岩泉
産業開発（岩手県岩泉町）     

1762   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     箱売・龍泉洞の水（2Ｌ×6本）  
  2L×6本   1,429円  （税込1,543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。  送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）
では注文できません。          λ富士麗水（山梨県富士吉田市）     

1763   б б   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9354 隔週 9355

1764    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     箱売・蛍の郷の天然水（炭酸水）500ml×24本  
  500ml×24本   2,160円  （税込2,333円） 
 自然環境で磨かれた天然水をろ過し、キレのある炭
酸を加えました。そのまま飲んでも、割り材にしても。
  送料お得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）で
は注文できません。          λ友桝飲料（佐賀県小城市）     

¼  週 9359

酒類
醸造アルコールや酸味料等の
食品添加物不使用
国産ワイン：酸化防止剤
不使用を優先
海外産ワイン：
オーガニックを優先

20歳以上の年齢であることを確認でき
ない場合には酒類を販売しません。

                      

 大地を守る会オリジナルの
純米吟醸。濃醇でどっしりと
した辛口タイプ。    ※２月頃ま
での取り扱い予定。    ■原料
米／美山錦■日本酒度／＋
4.5■アルコール度数／16
度以上17度未満    λ大和川
酒造店（福島県喜多方市）     

1765    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   種

たねまきびと

蒔人 純米吟醸（冷やおろし）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円） 

 山廃仕込みの酒を蔵
で1年熟成。まろやか
な甘みとキレの良さ
が特徴。お燗上がりの
するお酒です。    ※商品
名を「金寳自然酒 燗
誂」から変更しました。
    ■原料米／夢の香、ト
ヨニシキ■アルコール
度数／14度    λ仁井田
本家（福島県郡山市）     

1766        
     にいだしぜんしゅ 燗誂  
  720ml   1,100円  （税込1,188円） 

 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）     

1767    NN 1/29お届け週1/29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）     

1768    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     五一わいん 竜眼（白辛口）  
  720ml   1,279円  （税込1,381円） 

 トロピカルフルーツを思わせ
る香り、ライムのような余韻
が特徴。ほのかな樽香も魅
力。辛口。    ※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／13.5％    λプロ
スペリティ（大阪府大阪市）     

1769    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     南アフリカＯＲＧＡＮＩＣワイン・シャルドネ（白）  

  750ml   1,800円  （税込1,944円） 

限定 200

 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。※商品名が「アタマ
イビレッジ ソーヴィニヨ
ンブラン（白）」から変更に
なりました。    ■アルコール
度数／12.5％    λサザン
クロス（東京都西東京市）     

1770    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     グリーンソングス ソーヴィニヨンブラン（白）  

  750ml   3,300円  （税込3,564円） 

 有機麦芽と富士箱根山系
の伏流水で、チェコ共和国
伝統のピルスナーを再現。
自然発酵による、きめ細か
な泡立ちも楽しめます。  送
料お得便（自社便）限定日時
ご指定便（ヤマト便）では注
文できません。      ■アルコー
ル度数／5％    λ酪農王国
地ビール工房（静岡県函南
町）  εお届け後45日保証   

1771    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     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） 

1772    NN 2/5お届け週2/5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。  送料お
得便（自社便）限定日時ご指定
便（ヤマト便）では注文できま
せん。      ■アルコール度数／5％
    λ日本ビール（東京都目黒区）     

ドイツ産の有機麦芽とホップを使用ドイツ産の有機麦芽とホップを使用

1773    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ロング・ルート・エール4缶  
  473ml×4缶   2,760円  （税込2,981円） 

 アウトドア用品で人気の『パタゴ
ニア』から。柑橘系のアロマとモル
トのフレーバーで、さわやかなペ
ールエールです。    ※麦芽使用率
により日本の酒税法上は発泡酒
になります。    ■原産国／アメリカ
■アルコール度数／5.5％    λえ
ぞ麦酒（北海道札幌市）    θ小麦 

1774    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  

  350ml×6缶   720円  （税込778円） 
 プリン体ゼロ、ビールのカロリー62.5％
カット、アルコール分0％。微細な泡とキ
レのある辛口で添加物不使用です。            λ日
本ビール（東京都目黒区）     

2104        
     五一わいん ベリーＡ（赤辛口）  
  720ml   1,182円  （税込1,277円） 
                  

2107        
     オーガニックワイン シャブリ レゼルヴ・ド・ヴォードン（白）  
  750ml   3,400円  （税込3,672円） 
                  

2105      
     井筒ワイン ナイヤガラ（白甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2108        
     ラ・サングリア（赤）  
  750ml   960円  （税込1,037円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2106        
     井筒ワイン コンコード（赤甘口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2109      
     いわて蔵ビール・あかくら 6缶  
  350ml×6缶   1,860円  （税込2,009円） 
                  

酒類販売管理者標識
■ 販売場の名称及び所在地
オイシックスドット大地株式会社
東京都品川区大崎1-11-2 
ゲートシティ大崎イーストタワー5F
■ 酒類販売管理者の氏名
沼 穂高（ヌマ ホタカ）
■ 酒類販売管理研修受講年月日
平成29年6月22日
■ 次回研修の受講期限
平成32年6月21日
■ 研修実施団体名
 東京小売酒販組合

就寝前にもうれしいノンカフェイン就寝前にもうれしいノンカフェイン

まだまだ寒い日に重宝しますまだまだ寒い日に重宝します

35104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。

大地を守る会の加工食品は国産・非遺伝子組み換え原料が主原料です（国産原料確保が困難な場合は海外産有機、フェアトレード等を使用）。化学調味料（アミノ酸等）や合成着色料、保存料などの食品添加物は使用しません。
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石油由来原料、合成着色料、合成香料、合成界面活性剤不使用。天然由来の原料を使用した基礎化粧品。大地を守る会のオリジナル化粧品シリーズ

ウブスナ フィトリュクス
大地を守る会の生産者の野菜から抽
出したエキスや和漢ハーブを用いた、
高保湿オリジナル化粧品シリーズで
す。ふっくらとハリのある、みずみず
しい肌に導きます。

生姜キュウリ トマト

人参クマザサ スイカズラツユクサ

7つのフィトパワーが肌へアプローチ
天然水と植物由来の発酵エタノールだけを使って、独自に
抽出した高保湿成分「フィトエキス」を使用。

■使用の目安／開封後2カ月λ創薬研究所（東京都千代田区）

こくのあるきめ細かな泡が
しっとりと洗い上げます
椿油※1を配合した枠練り石
けん。こくのあるきめ細かな
泡立ちで、しっとり、なめら
かに洗い上がります。

ソープ（洗顔用枠練石けん） ローション（化粧水）
すーっとなじみ
潤いのある肌へ
はちみつやヒアルロン酸※1

が格別の保湿力を発揮。ツ
ヤのある生き生きとした素
肌に整えます。無香料。

高い保湿効果で
ふっくらやわらかく
ヒアルロン酸※1やトレハロー
ス※1が、肌にハリと活力を与
えます。天然精油由来の落
ち着きのある香り。

セラム（美容液）
乾燥によるダメージを防ぎ
弾むようなハリつや肌に
やわらかなテクスチャーで
肌にしっかり浸透（※角質
層まで）。乾燥によるダメー
ジを防ぎ、弾むようなハリと
つやを引き出します。

※1 保湿成分

クリーム（保湿クリーム）

市販の洗浄剤のほとんどに含まれる「合
成界面活性剤」は、強力に汚れを落とせる
一方、手肌を保護する油分まで落として
しまうといわれます。手荒れにお悩みの方
は、ぜひ洗浄に石けんをお試しください。

すーっと肌に吸い込まれる感じで、しっとり
します。それでいてべたつかない。今まで

試したシアバター系のハンドクリームのなかで、一
番付け心地がよかったです。 （山葡萄さん）

石けん洗剤は泡立ちが悪い。
そんなイメージを覆されまし

た。よく泡立って、汚れもよく落ちる。
リピート買いしています。
 （たんたんさん）

安心して使え、香りも気に
入っています。市販品を使

うとすぐ手がカサカサに荒れてしま
うのですが、こちらは大丈夫です。
 （そらさん）

泡状で出てくるので、肌にや
さしくなじんで使いやすいで

す。泡切れも良く、洗い上がりもす
べすべで、香りも良く気に入ってい
ます。 （k.katueさん）

 一押しで濃密な泡に。ヒノキとヒバがさわやかに香ります。詰替えしやす
い大口径ボトル。      ※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。※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）     

2115        
     ボトル・パックスナチュロン
ハンドソープ  

  500ml   890円  （税込961円） 
 フレッシュハーバルグリーンの香り。一押しで濃密な泡になり、やさしい
洗い心地です。詰替えしやすい大口径ボトルです。      ※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。
※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）     

   ボトル・パックスナチュロン
ボディーソープ            
 2113       880ml   

 1,590円    （税込1,717円）      
 2114     ミニ   500ml   
 1,013円    （税込1,094円）                                                                               

2116    NN 2/5お届け週    
     ボトル・パックスナチュロン
400番液状台所石けん  

  500ml   450円  （税込486円） 
 油汚れをしっかり落とします。りんごの香り。
      ※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。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2117    NN 2/5お届け週    
     Ｐｒａｋｒｉｔｉ オイルインハンドクリーム  

  50g   1,200円  （税込1,296円） 

 天然成分100％、保湿成分としてホホバ
オイルやスクワランを含みます。手になじ
ませるとすぐサラサラになり、べたつきま
せん。      ■使用の目安／開封後6カ月      λア
ーク＆エコ（東京都中央区）     

2118        
     ｙａｅｔｏｃｏ
家族ハンドクリームｍｉｎｉ
（伊予柑）  

  20g   570円  （税込616円） 

 伊予柑の蒸留水（保湿成分）をベースにハ
チミツ（保湿成分）をたっぷり使用したハン
ドクリームです。携帯に便利なミニサイズ。
      ■使用の目安／開封後3カ月      λ無茶々園
（愛媛県西予市）     

ヘル
ビ

                      
 カミツレエキスをぜ
いたくに配合。自然
の粘土「モンモリロナ
イト」が潤いは残しつ
つ、メイクや毛穴の汚
れをしっかり取り除
きます。      ■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）     

2119    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     華かみつれん密恋 ナチュラルモイストクレンジング（メイク落とし）  

  120ml   2,500円  （税込2,700円） 

 オリーブオイルを主
原料とした、植物性洗
顔料。きめ細かな泡と
保湿成分が、お肌を
いたわりながらすっ
きりと洗い上げます。
            λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2120        
     ボトル・パックスオリー フェイスフォーム  

  150ml   800円  （税込864円） 

2122        
     Ｌａｒネオナチュラル モイストクレンジングオイル  

  170ml   2,850円  （税込3,078円） 

 自然成分の力で毛穴
の中のメイク汚れを
オフ。ぬるま湯で洗い
流せて、肌にべたつき
が残りません。      ※開封
後冷暗所保管。■使
用の目安／開封後5
カ月      λネオナチュラル
（愛知県名古屋市）     

 伊豆利島村の椿油を
加えたとろみのある
化粧水。しっとりなめ
らかな感触で、みずみ
ずしい肌へ導きます。
      ※お肌に合わない場
合は使用を中止して
ください。      λジャパン
ビューティプロダクツ
（東京都中央区）     

2123    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     椿の化粧水  
  120ml   1,800円  （税込1,944円） 

 香り高い朝摘みのダ
マスカス・ローズをた
っぷり使い、ていねい
に蒸留したばら水。毛
穴を引き締めながら
潤いを与えます。お風
呂上がりのボディー
用としても。        ■原産国
／モロッコ    λナイア
ード（東京都福生市）     

2124    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     朝摘みばら水（化粧水）  
  100ml   1,800円  （税込1,944円） 

2126        
     オリザレート 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） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2129        
     オリザレート ルーセントジェル（美容ジェル）  
  30g   3,400円  （税込3,672円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

¼  週 9401

2127        
     オリザレート クリアウォッシュ（洗顔料）  
  150ml   2,400円  （税込2,592円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2130        
     オリザレート エッセンスミルク（乳液）  
  80ml   2,150円  （税込2,322円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

¼  週 9400

2128        
     オリザレート スキンローション（化粧水）  
  80ml   2,000円  （税込2,160円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

¼  週 9399 2131        
     オリザレート モイスチャークリーム  
  30g   2,300円  （税込2,484円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

香りはきつすぎず、自然でい
い気分。かなりひどい手荒

れ・あかぎれの自分に合うクリーム
が見つからないなか、ぴったりでし
た。 （まどんなさん）

各

ヘルス＆
ビューティー

P.37ヘルス＆
ビューティー
商品
※2156、2157、
2159～2174は
除く

P.37 詰替用P.37 詰替用 P.38 詰替用

2764        
     クルクベラ サボンクリア（洗顔石けん） ミニモイストコンディショナー付  
  100g+20ml   1,200円  （税込1,296円） 

 タンパク質分解酵素（プロテアーゼ）配
合。今回、お得なプレゼント付き。      ■使用
の目安／開封後6カ月      λシー・ビー・エィ
（大阪府大阪市）     

2763        
     クルクベラ モイストコンディショナー（化粧水） ミニボトル付  
  150ml+20ml   3,500円  （税込3,780円） 

 ウコンとアロエベラ配
合の、水を使用してい
ない化粧水。今回、トラ
ベルにもおすすめのミ
ニサイズ付き。      ■使用
の目安／開封後3カ月
      λシー・ビー・エィ（大
阪府大阪市）     

“石けん”がおすすめ“石けん”がおすすめ乾燥の乾燥の
季節こそ季節こそ

ふんわりした濃密な泡にうっとりヒマワリ油主原料で手肌にやさしい さわやかなりんごの香りも魅力

ハンドクリームもナチュラル成分のものを

シアバターを配合した
肌なじみの良いハンドクリーム

無茶々園で大切に育てられた
みかんの花の蜂蜜を使用

   ウブスナ フィトリュクス            
 2132       ソープ（洗顔用枠練石けん）   80g    2,500円    （税込2,700円）      
 2133       ローション（化粧水）   100ml    4,000円    （税込4,320円）      
 2134       セラム（美容液）   30ml    6,000円    （税込6,480円）      
 2135       クリーム（保湿クリーム）   30g    5,000円    （税込5,400円）                                           

36 104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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大地を守る会オリジナル美容液

・浸透型ヒアルロン酸※6

肌の奥深く※5まで潤いを届けます

・植物性ヒアルロン酸※7

届けた潤いを内部に※5留めます

・サクラン（スイゼンジノリ※8）
 九州の一部にしか生息しない希少なスイ
ゼンジノリから抽出した成分。保水力はヒ
アルロン酸Na※9の約10倍。肌の表面に潤
い膜を作り、水分を守って逃がしません。

浸透型浸透型 酸酸※6※6

保水力の高い3つの成分を厳選配合※2

ビタミンC、ビタミンEに加え、ポリフェノール
やタンニン、エラグ酸を豊富に含むといわれる
「ザクロエキス※2」と、安定性と浸透※5力に優
れた「ビタミンC誘導体※3」を独自にブレンド。

ビタビタ ビタビタ 加加 ポポビビ
濃いくすみ※¹までしっかりケア

※1乾燥による ※2保湿成分 ※3アスコルビルグルコシド（保
湿成分） ※4パントエアバガンス培養液エキス（保湿成分） 
※5角質層まで ※6ヒアルロン酸Na（保湿成分）  ※7シロキク
ラゲ多糖体（保湿成分） ※8スイゼンジノリ多糖体（保湿成
分） ※9メーカー従来使用成分

定期お届け登録で
お届けごとに
500ポイント

年齢を重ねた肌の、くすみ※1や乾燥、
ハリ不足などのお悩みに。天然成分
でありながら使い心地・効果には妥
協せずに作り上げた大地を守る会オ
リジナル化粧品。ザクロエキス※2とビ
タミンC誘導体※3の力を生かした独
自の開発成分や「奇跡のリンゴ」由来
の成分※4など自然の中にあるパワー
あふれる成分を配合。大人の肌に、た
っぷりの潤いとハリを与えます。

2136        
     Ｌａｒネオナチュラルヒーリングローション（化粧水）  

  120ml   2,950円  （税込3,186円） 

 ヘチマ水、月桃水など
9種の植物エキスの
みをブレンドした、お
肌をしっとり潤す化
粧水。      ■使用の目安
／開封後2カ月      λネ
オナチュラル（愛知県
名古屋市）     

和漢植物などを9種類ブレンド和漢植物などを9種類ブレンド

2137        
     パルセイユ ホワイトケアエッセンスローション  

  140ml   2,900円  （税込3,132円） 

 美容液としても使える
化粧水。赤紫蘇100％
のエキスに、保湿成分
のコラーゲン、エラス
チン、ヒアルロン酸を
配合。      ■使用の目安／
開封後3カ月      λパルセ
イユ（福岡県芦屋町）     

 カミツレエキスに天然の保湿成分をたっぷり
と配合。肌にハリと潤いを与えます。さっぱり
とした香りと使用感。      ■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）     
2139        
     華かみつれん密恋 ナチュラルスキンモイスチャー（乳液）  

  80ml   4,000円  （税込4,320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）     

2140    NN 1/29お届け週1/29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） 

 モロッコだけに生育す
るアルガンの実から搾
ったオイル。さらさらと
して肌なじみが良く、ふ
っくらとみずみずしい
素肌に整えます。        ■原
産国／モロッコ    λナイ
アード（東京都福生市）     

2141    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ナイアード アルガンオイル  

  30ml   3,400円  （税込3,672円） 

2138    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ハハナル パワーモイストセラム（美容液）  

  30ml   5,480円  （税込5,918円） 
             λブランシュシュ（大阪府大阪市）     

¼  週 9402

2142    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ＥＧＦディープパワーエキス マキシマム（美容液）  

  20ml   4,800円  （税込5,184円） 

 ハリのある若々しいお
肌へ導く「EGF」を高濃
度で配合した美容液で
す。洗顔後、適量を顔全
体にやさしくなじませ、
その後は普段のお手入
れをしてください。            λク
ルード（大阪府大阪市）     

EGF配合エキスで若々しいハリ肌へEGF配合エキスで若々しいハリ肌へ
 伊豆利島村の椿をゆっくりて
いねいに精製した椿油100％。
さらりと肌になじみます。顔や
髪の他、全身のケアにお使いい
ただけます。      ※お肌に合わない
場合は使用を中止してくださ
い。      λジャパンビューティプロ
ダクツ（東京都中央区）     

2143    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     椿の美容オイル  

  30ml   2,300円  （税込2,484円） 

 アルガンオイルと、ミツロウだけのシンプルな保湿
クリーム。乾燥が気になる目元・口元など顔はもち
ろん、全身に使えます。      ※密封容器ではありませんの
で、立てて保管してください。■使用の目安／開封後
6カ月  ■原産国／タイ    λナイアード（東京都福生市）     
2144    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     アルガンクリーム（保湿クリーム）  

  50ml   3,000円  （税込3,240円） 

 保湿成分のホホバ油、ひまわり油を石け
んで乳化。合成界面活性剤不使用の保湿
クリーム。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     
2145    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パックスナチュロンエモリエントクリーム（保湿クリーム）  

  35g   1,370円  （税込1,480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）     

2146    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     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） 

 保湿成分のトレハロースとローズヒップ
油ですーっとなじむハンドクリーム。精
油のさわやかな柑橘系の香り。            λ太陽
油脂（神奈川県横浜市）     
2147    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パックスお肌しあわせハンドクリーム  

  50g   600円  （税込648円） 

2148    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     みつろうクリーム  

  40g   2,800円  （税込3,024円） 

 国産ミツロウと有機ホホ
バオイルのみの保湿クリ
ーム。伸びが良く、しっと
りなじむので全身に使え

ます。      ※無漂白・無香料のため、採取する花の蜜
の違いで、色の濃淡やにおいが異なります。※高
温の場所に保管すると液状になる場合がありま
す。      λハーブ研究所スパール（山形県庄内町）     

乾燥しやすいひじやひざ、かかとに乾燥しやすいひじやひざ、かかとに

 紫外線吸収剤、合成界面活性剤を使わ
ず、石けんで乳化したUVクリーム。化粧
用下地としても使えます。      ※ＳＰＦ15、Ｐ
Ａ＋＋      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     
2149        
     パックスナチュロンＵＶクリーム  

  45g   740円  （税込799円） 

 ミツロウとヒマワリ油で作られた、肌なじ
みの良いリップクリームです。      ■使用の
目安／開封後6カ月  ■原産国／ネパー
ル    λナイアード（東京都福生市）     
2150    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ビーワックス・リップクリーム  

  10ml   1,000円  （税込1,080円） 

2151        
     美肌レボ ミネラルパワーファンデーションＵＶ4プラス  

  12g   2,800円  （税込3,024円） 

 天然ミネラル成分だけで作ったファンデ
ーションです。毛穴やシミをカバーし、紫
外線もしっかりブロックします。      ※ＳＰＦ
50＋、ＰＡ＋＋＋＋      λクルード（大阪府大
阪市）     

2152        
     Ｌａｒネオナチュラル ＵＶホワイトプロ  

  30ml   2,680円  （税込2,894円） 

 ヘチマ水や月桃水など、肌
のハリ・弾力を保つ植物
由来成分を使用。紫外線
吸収剤不使用。石けんで
落とせます。      ※ＳＰＦ24、
ＰＡ＋＋ ■使用の目安／
開封後3カ月      λネオナチ
ュラル（愛知県名古屋市）     

 下地、ファンデ、日焼け
止めなど1本で5つの
機能。さっと塗るだけ
で仕込みパールが肌
を程よくトーンアップ。
      ※ＳＰＦ44、ＰＡ＋＋＋
      λネイチャーズウェイ
（愛知県名古屋市）     

2153    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ナチュラグラッセ メイクアップクリームＮ シャンパンベージュ  

  30g   2,800円  （税込3,024円） 

 下地、ファンデ、日焼け
止めなど1本で5つの
機能。さっと塗るだけ
で仕込みパールが肌
を程よくトーンアップ。
      ※ＳＰＦ44、ＰＡ＋＋＋
      λネイチャーズウェイ
（愛知県名古屋市）     

2154    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     ナチュラグラッセ メイクアップクリームＮ ナチュラルベージュ  

  30g   2,800円  （税込3,024円） 

2155        
     詰替用・
パックスナチュロン
ボディーソープ  
  500ml   690円  （税込745円）                   

2159        
     詰替用・
パックスオリー
ボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2163        
     詰替用・
パックスナチュロン
モイストローション（化粧水）  
  100ml   1,300円  （税込1,404円）                   

2167        
     詰替用・
Ｐｒａｋｒｉｔｉ
シャンプードサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円）                   

2171        
     ネオナチュラル 
柚子はちみつシャンプー  
  300ml   1,360円  （税込1,469円）                   

2156   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）                   

2160        
     詰替用・
パックスオリー
シャンプー  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2164        
     詰替用・
パックスナチュロン
フェイシャルローション
（化粧水）  
  100ml   1,200円  （税込1,296円）                   

2168        
     詰替用・
Ｐｒａｋｒｉｔｉ
リンスドサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円）                   

2172        
     ネオナチュラル 
かぼすのリンス  
  300ml   1,260円  （税込1,361円）                   

2157        
     詰替用・
パックスナチュロン
リンス  
  500ml   690円  （税込745円）                   

2161        
     詰替用・
パックスオリー
リンス  
  500ml   900円  （税込972円）                   

2165        
     玉の髪 
薬用養毛エキス  
  120ml   3,800円  （税込4,104円）                   

2169        
     夢椿（頭髪用ツバキ油）  
  50ml   2,000円  （税込2,160円）                   

2173        
     華
かみつれん

密恋 
薬用入浴剤 
特大詰替え用1500ml  
  1500ml   6,200円  （税込6,696円）                   

2158   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）                   

2162        
     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。ボディーソープ  
  450ml   680円  （税込734円）                   

2166        
     いちえ水 
頭皮毛髪保護液  
  150ml   2,900円  （税込3,132円）                   

2170        
     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）                   

2174        
     アクア・アクア 
ミネラルトリートメントヴェール
40（ナチュラルベージュ）  
  10g   2,800円  （税込3,024円）                   

化粧品・シャンプー詰替用など

37104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、大地を守る会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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新商品

2175    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パルセイユ スカルプヘアシャンプー  
  300ml   1,800円  （税込1,944円） 

 オリーブオイルとココ
ナッツオイルを低温で
液体石けんにしまし
た。頭皮にやさしく、
髪にハリやコシを与え
ます。      ■使用の目安／
開封後3カ月      λパルセ
イユ（福岡県芦屋町）     

2176    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パルセイユ スカルプヘアトリートメント  
  300ml   1,800円  （税込1,944円） 

 ホホバオイルやオリー
ブスクワランなどの保
湿成分が頭皮に潤い
を与え、なめらかな手
触りの髪に仕上げま
す。      ■使用の目安／開
封後3カ月      λパルセイ
ユ（福岡県芦屋町）     

 保湿力に優れたオイ
ルを配合したスプレ
ータイプのヘアケア。
ドライヤーの前や、朝
のブラッシング前に直
接髪へ噴きかけてご
使用ください。４種の
精油のフローラルな
香り。      ■使用の目安／
開封後3カ月      λパルセ
イユ（福岡県芦屋町）     

2177    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     スウィーツソーパー ナチュラルヘアブローミスト  

  120ml   1,800円  （税込1,944円） 

 クリーミーでのびのあるヘアワックス。
高貴な香りに癒やされます。      ■使用の目
安／開封後3カ月      λパルセイユ（福岡県
芦屋町）     

2178        
     スウィーツソーパーナチュラルクリームヘアワックス  

  15g   1,200円  （税込1,296円） 

 カミツレ草（カモミー
ル）とわさび葉からエ
キスを抽出。頭皮を
清潔に保ち、健やかな
髪質に導きます。洗
い流し不要。            λカミ
ツレ研究所（長野県
池田町）     

2179    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     華かみつれん密恋 ヘッドマッサージローション  
  130ml   2,500円  （税込2,700円） 

 ヘナ木藍入の徳用サイズ。ト
リートメント効果も期待でき
ます。      ※黒髪は染まりません。
※手袋は付きません。■使
用の目安／ショートヘア：30
～50g、セミロング：50g～
  ■原産国／インド    λナイアー
ド（東京都福生市）     

2180    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g×4袋   4,500円  （税込4,860円） 

 ヘナに、トリートメント効果
が高いハーブを加えまし
た。      ※黒髪は染まりません。
※手袋は付きません。■使
用の目安／ショートヘア：
30～50g、セミロング：50g
～  ■原産国／インド    λナイ
アード（東京都福生市）     

2181    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用ヘナ10種のハーブ入  
  100g×4袋   3,600円  （税込3,888円） 

 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）     

2182    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     オリブ浴用石けん 10コ入り  
  110g×10コ   1,700円  （税込1,836円） 

2184        
     もったいナイ・オリプレソープ・バージンオリーブオイル 2コセット  

  2コ組   1,157円  （税込1,250円） 

 一番搾りのバージンオリーブオイルで作ったマ
イルドな石けんです。製造時にできる規格外の
ものをお得な価格でお届けします。      ※規格外商
品のため、重量にバラつき（2コで280～305g）
があります。      λプロモ・ジャパン（東京都国立市）     

 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）     

2185    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   690円  （税込745円） 

2186    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     パックス石けんハミガキ  

  140g   350円  （税込378円） 

 天然ハーブエキスのさわやかな香り。甘
みがないさわやかな使用感。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

 ナタマメ種子エキス
と柿渋エキスを配合
した歯みがきです。歯
周炎（歯槽膿漏）や口
臭対策にもおすすめ。
      ■医薬部外品      λイン
ターナショナル・トイ
レツリース（神奈川県
秦野市）     

2187    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     薬用なたまめ柿渋歯磨き（純国産）  

  120g   1,600円  （税込1,728円） 

2188    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     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）     

2189    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     オーラルピース 歯みがき＆口腔ケアジェル サンシャインオレンジ  

  50g   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。柑橘
系の甘くやさしい味。
      ※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）     

 お得な3本セット。たっぷりお楽しみくださ
い。      ※イオウ成分は含みません。※無香料で
すが原料本来のにおいがあります。■使用の
目安／150Ｌに対し60g ■医薬部外品      λヤ
ングビーナス薬品工業（岐阜県坂祝町）     

2190        
     入浴剤 養命泉セット（計量カップ付）  
  900g×3本   6,000円  （税込6,480円） 

 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）     

2192    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     長寿元入浴剤  
  50g×10包   3,800円  （税込4,104円） 

2191    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     入浴剤 ＨＰアロマバス（正眠）  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

 良質の眠りへと誘うラ
ベンダー他、3種の有
機精油をブレンド。      ※天
然の香りのため、香りの持
続が短く感じられることが
あります。■使用精油／
ラベンダー（真正）、マージ
ョラム、イランイラン ■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）     

アロマの香りでリラックスバスタイムアロマの香りでリラックスバスタイム  オーガニック認証取
得の精油です。リラッ
クス効果のあるラベ
ンダー。      ※原液の肌
への直接塗布、飲用
不可。※妊娠中の方
や3歳以下のお子さん
はご使用をお控えく
ださい。      λ彩生舎（滋
賀県近江八幡市）     

2193    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ハイパープランツ精油ラベンダー（真正）  

  5ml   1,800円  （税込1,944円） 

 ゼラニウムやラベン
ダーをブレンドした
落ち着きのある香り。
プラグアロマ交換用
リキッドです。      ■使用
精油／ラベンダー、ゼ
ラニウム、スイートオ
レンジ、イランイラン 
■使用の目安／開封
後12カ月      λたかくら
新産業（東京都港区）     

2194    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     プラグアロマ リラックス 交換用リキッド  

  25ml   2,000円  （税込2,160円） 

 瀬戸内海産の食用にがりから
作った入浴剤。ナトリウムは9
割近くまで除去し、マグネシウ
ムは約4倍に濃縮しています。
      ※お肌に合わないときは、ご使
用をおやめください。■使用
の目安／入浴時、浴槽（約200
Ｌ）に付属のスプーンすりきり
1杯（約15g）で約1カ月分      λア
トピーラボ（福岡県福岡市）     

2195    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     にがり温泉（結晶タイプ）  

  500g   1,650円  （税込1,782円） 

2196        
     パックス
ソルティーはみがき  
  80g   320円  （税込346円） 
       ■医薬部外品      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2200        
     「磨きやすい」
歯ブラシ －極（きわみ）－  
  3本組   550円  （税込594円） 
       ※毛の硬さ：ふつう。※耐熱温度：60
℃。      λライフレンジ（奈良県桜井市）     

2204   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）                   

2208        
     詰替用・
洗濯用フィトンαグリーン
（消臭・抗菌剤）  
  720ml   1,600円  （税込1,728円）                   

2212        
     詰替用・
アルカリ電解水
スイスイクリーン  
  500ml   880円  （税込950円）                   

2197        
     メイドオブオーガニクス 
ホワイトニング 
トゥースペースト  
  75g   1,400円  （税込1,512円） 
             λたかくら新産業（東京都港区）     

2201        
     ソラデースペアブラシ（4本入）
標準サイズ極細毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 

             λシケン（大阪府大阪市）     

2205        
     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）                   

2209   б  б     
     詰替用・
パックス
酸素系漂白剤  
  500g   430円  （税込464円）                   

2213   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）                   

2198        
     薬用なた豆はみがき（塩）  
  110g   1,886円  （税込2,037円） 

       ■医薬部外品      λアイワ（大阪
府大阪市）     

2202        
     ソラデースペアブラシ（4本入）
標準サイズふつう毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 

             λシケン（大阪府大阪市）     

2206        
     詰替用・
ドラム式洗濯機用 
洗濯槽快  
  30g   500円  （税込540円）                   

2210      
     洗濯槽快
（ネット無）  
  30g   420円  （税込454円）                   

2214        
     詰替用・
米ぬか台所用
液体せっけん  
  400ml   250円  （税込270円）                   

2199        
     オーラルピース マウススプレー＆
ウォッシュ グリーン  
  30ml   1,000円  （税込1,080円） 
       ※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）     

2203        
     オーラルピース マウススプレー＆
ウォッシュ サンシャインオレンジ  
  20ml   1,000円  （税込1,080円） 
       ※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）     

2207   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）                   

2211   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）                   

2215        
     カビ取り泡スプレー
（除菌抑制タイプ）
取替用  
  300ml   780円  （税込842円）                   

アトピー肌ケア商品

口に含み、すすいだ後、歯ブラシで
軽くブラッシングしてください。【効
能・効果】歯周炎（歯槽膿漏）・歯肉
炎の予防、歯石の沈着を防ぐ、口中
を浄化する、口臭の防止、他【有効
成分】ポリリン酸ナトリウム（分割
ポリリン酸）、グリチルリチン酸ジカ
リウム

       ■医薬部外品  ■原材料／濃グリセリン、エタノー
ル、ポリリン酸ナトリウム、グリチルリチン酸ジカリウ
ム、マスティックオイル、ペパーミントオイル、クエン
酸 、クエン酸ナトリウム    λまある（大阪府高石市）     

2183    NN 1/29お届け週    
     薬用マスティマストくちゅぺＳＰ  
  300ml   2,500円  （税込2,700円） 

天然由来成分で作った薬用の天然由来成分で作った薬用の
液体歯みがきで歯周炎を予防液体歯みがきで歯周炎を予防

オーラルケア 洗剤詰替用など

38 104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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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

                      

 味噌や梅干しなどにおすすめです。大豆1.5kgでの味噌作りに。  送料お得
便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）では注文できません。    ※端は釉
薬がのりにくいため、特有の黒い筋が残ります。また焼成の際に生じる針
穴が数カ所開いています。  ■サイズ／〔2216〕内径24×深さ24cm、高さ
24.5cm（ふた含）、重さ2.2kg、容量10Ｌ〔2217〕内径21×深さ21cm、高
さ21.5cm（ふた含）、重さ1.75kg、容量7L    λ野田琺瑯（東京都江東区）     
   ほうろうラウンドストッカー            
 2216       24cm  

1コ    5,000円    （税込5,400円）      
 2217       21cm  

1コ    4,500円    （税込4,860円）                                                                               

今年は手作り味噌作りにチャレンジ！今年は手作り味噌作りにチャレンジ！

2218    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ゆで名人 ザル付両手鍋 22cm  

  1コ   4,980円  （税込5,378円） 

 ザル付きだから湯切リも簡単。縁の形状と
泡の対流によりふきこぼれにくいのが特徴
です。  お届け時期注意 お届け予定日1／27
（土）にヤマト便でお届けいたします。送料お

得便（自社便）限定日時ご指定便（ヤマト便）では注文できません。    ※ＩＨ・直火対応。
  ■サイズ／セット時：幅40.3×奥行26.6×高さ20.7cm（ふた含） 本体：内径22×深さ
11.7cm ザル：幅35.5×奥行22.3×高さ15.5cm、ザル内径20.8×深さ10.2cm 重さ
1.51kg（ザル：261g）、満水容量5.6L（ふた閉め時：4L）    λ下村企販（新潟県燕市）     

専用ザル付きで湯切りらくらく専用ザル付きで湯切りらくらく

2219        
     ママクック お助けスプーン  

  1コ   900円  （税込972円） 

 皿部が大きいので大皿
料理の取り分けに活躍
します。シンプルなデザ

インで継ぎ目もないので、洗いやすく衛生的
です。  お届け時期注意1／29～2／2に通常
配送でお届けおよびご請求します。      ■サイズ
／幅7×全長24cm、すくい部：幅7×10.5cm、
重量110g    λ下村企販（新潟県燕市）     

皿部が大きく取り分けに便利！皿部が大きく取り分けに便利！

2220        
     手付細口ロート7cm  

  1コ   600円  （税込648円） 

 調味料や梅酒など、細口の保
存容器への移し替えに便利
です。手付きなので、湯たん
ぽにお湯を入れる際にも活

躍します。  お届け時期注意1／29～2／2に通常配
送でお届けおよびご請求します。      ■サイズ／全長16×
外径7.8×高さ5.3cm、ロート部：上部内径7.4cm・下
部外径0.8cm、重量45g    λ下村企販（新潟県燕市）     

液体の移し替えに。湯たんぽの準備にも液体の移し替えに。湯たんぽの準備にも
 植物精油を30種類以上ブレン
ド。ほのかに漂うさわやかな香り
が女性に人気のアロマ防虫剤で
す。      ■使用の目安／開封後約6カ月 
■使用量の目安／クローゼット約
500Ｌ（80×50×125cm程度）に2
本  ■サイズ／33.5×5×1cm    λ日本
グリーンパックス（東京都中央区）     

2221    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     徳用・ナチュラプラス衣類用防虫剤クローゼット用  

  8本   3,600円  （税込3,888円） 

2222    NN 1/29お届け週1/29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）     

 エコなお掃除に欠か
せない重曹。水に溶
かすと弱アルカリ性
になり汚れを落とし
ます。こげ付きや消臭
に。            λ太陽油脂（神奈
川県横浜市）     

2223    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     パックス重曹Ｆ  

  2kg   790円  （税込853円） 

 キッチンや水回りなど
にも使える消毒用ア
ルコール製剤。天然
成分配合で、お子さ
んからお年寄りまで
お使いいただけます。
            λアデプト（東京都
港区）     

2224        
     Ｄｅｓｆａｎ ｎｏｒｏ119 トリガー付  
  500ml   1,300円  （税込1,404円） 

2225   б б   NN 1/29お届け週1/29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）     

 微生物の力で汚れを
落とす排水管洗浄
剤。ぬめりやにおい対
策には定期的な使用
がおすすめです。      ※強
酸・強アルカリの洗
剤や薬品と一緒に使
用しないでください。
      λコジット（大阪府
大阪市）     

2226    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     バイオ排水管きれい1000ml  
  1000ml   1,980円  （税込2,138円） 

2227    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     ゴキブリキャップＣ1ａ（30コ入り）  
  10g×30コ   2,160円  （税込2,333円） 

 ホウ酸含有量50％、ゴキブリが好む粉末油脂を
配合しました。通り道に置くだけと、手軽です。
      ※本品はホウ酸を使用した製剤です。※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）     

2228    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     パックスナチュロン粉せっけん  

  1kg   790円  （税込853円） 

 パーム・ヤシを原料にした植物性粉石
けんに炭酸塩（アルカリ剤）を30％配
合。汚れのひどいものでもよく落ちます。
      ※アルカリ剤配合。絹・ウール使用不可。
      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2229    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     徳用 アルカリウォッシュ  

  3kg   1,455円  （税込1,571円） 

 セスキ炭酸ソーダが主剤のアルカリ性洗
剤。キッチンの油汚れや、洗濯前の浸け
置き洗いなどに効果を発揮します。      ※ア
ルミ製の食器や調理器具、白木など木質
のものへの使用は避けてください。      λ地
の塩社（熊本県山鹿市）     

家中のお掃除に力を発揮！家中のお掃除に力を発揮！

 合成界面活性剤、エデト酸塩等の合成化
学物質は無添加の純石けん。食器やふきん
洗いにどうぞ。泡切れが良いので、すすぎが
らくです。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     
2231        
     パックス サラボン（固形台所石鹸）  

  220g   280円  （税込302円） 

2230    NN 2/5お届け週2/5お届け週    
     カビコナイ 2コ入  

  1セット   1,320円  （税込1,426円） 

 30数種類の樹木抽出精油（フィ
トンチッド）を独自にブレンド。置
くだけでカビが嫌がる空間（環
境）をつくります。コンパクトサイ
ズで狭いすき間にも設置可能。
      ※お届け後4～5カ月以内にご使
用ください。開封後の有効期間は
3～4カ月（中のゲルが小さくな

るまで）です。※カビコナイはカビ取り剤ではありませんので、
設置前にきれいに清掃してからご使用ください。  ■サイズ／横
8×縦8×厚さ2cm    λタジマヤオービス事業部（東京都荒川区）     

冬も気を付けたいカビ対策に冬も気を付けたいカビ対策に

2232        
     ボトル・アルカリ電解水スイスイクリーン  

  500ml   980円  （税込1,058円） 

 pH12.5のアルカリ電解水が
洗浄、除菌、消臭をいっぺんに
こなします。      ※使えないもの：
水拭きできないもの、漆器、皮
革類、銅製品、シルク製品、ニ
ス塗りの家具、クリアコーティ
ングされた眼鏡・テレビ・ＰＣ
ディスプレイ、コーティング
された自動車などの塗装面、
貴金属、宝石類など。      λエコ
ワン（神奈川県横浜市）     

 酸素系漂白剤・重曹・
石けんが見えない汚
れを落とします。      ※1
袋で洗濯槽は1回、パ
イプ洗浄は約10回
分。※ドラム式不可。
      λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2233        
     洗濯槽＆排水パイプクリーナー  

  300g×3袋   790円  （税込853円） 

1775    NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     キャットフード（ドライタイプ）  

  500g   1,600円  （税込1,728円） 

 国産原料100％使
用、全成分開示、ビ
タミンE以外の添加
物不使用のドライタ
イプのフードです。
            λ徳岡商会（東京都
荒川区）    θ大豆 

2234        
     ポリラップミニ 22cm×50ｍ  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2240        
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス セット  
  1セット   340円  （税込367円） 
                  

2246   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） 
       ※送料お得便限定※お1人様1点まで           

2252        
     リサイクル粉せっけん  

  2kg   750円  （税込810円） 
                  

2258        
     徳用・ナチュラプラス衣類用防虫剤タンス用  
  24コ   3,600円  （税込3,888円） 
                  

2235        
     ポリラップ 30cm×40ｍ  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2241        
     やさいエコバッグ Ｐ－プラス Ｍ  

  3枚   340円  （税込367円） 
                  

2247   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） 
       ※送料お得便限定※お1人様1点まで           

2253      
     ボトル・パックスナチュロン衣類のリンス  
  610ml   590円  （税込637円） 
                  

2259      
     天然防虫駆除剤ピレカロール  
  250ml   1,900円  （税込2,052円） 
       ■防除用医薬部外品           

2236      
     ポリラップ 22cm×100ｍ  

  1本   284円  （税込307円） 
                  

2242   б  б     
     キッチンペーパー（再生紙100％）  

  3箱   500円  （税込540円） 
       ※送料お得便限定※お1人様1点まで           

2248   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） 
       ※送料お得便限定※お1人様1点まで           

2254        
     ヨウ素デクリーンＮＥＯ  
  1セット   1,886円  （税込2,037円） 
                  

2260        
     美間ジェル（置くだけ消臭＆防虫）  
  200g   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2237      
     米ぬか台所用液体せっけん  
  500ml   380円  （税込410円） 
                  

2243        
     アクアセンチュリースマート交換カートリッジＣ－ＭＦＨ－70  
  1コ   8,500円  （税込9,180円） 
                  

2249        
     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           

2255      
     フィトンα 冷蔵庫用1コ入り  

  1コ   900円  （税込972円） 
                  

2261        
     排水管のお掃除くん  
  4g×40錠   980円  （税込1,058円） 
                  

2238        
     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） 
                  

2244      
     アクアホームカートリッジ石入Ｃ－ＫＭＣＷ－50  
  1コ   17,000円  （税込18,360円） 
                  

2250        
     再生紙100％ティッシュペーパー・モーリ  

  5箱   480円  （税込518円） 
       ※送料お得便限定※お1人様1点まで           

2256        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の昼用（羽つき）  
  16コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ■医薬部外品           

2262        
     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 ■医薬部外品           

2239        
     うてなちゃん（台所・住まいの石けん）  
  250g   300円  （税込324円） 

                  

2245      
     アクアセンチュリーレインボー交換カートリッジＣ－ＣＣＦ－150Ｓ  
  1コ   9,800円  （税込10,584円） 
                  

2251   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） 

                  

2257        
     ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用（羽つき）  
  10コ×2パック   760円  （税込821円） 
       ■医薬部外品           

2263        
     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 ■医薬部外品           

2216 2217

味噌味噌
作りに作りに

味噌味噌
作りに作りに

39104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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通常品より

お得
107円（

税
込
）

通常品より

お得
29円（

税
込
）

通常品より

お得
86円（

税
込
）

通常品より

お得
77円（

税
込
）

たっぷり
30コ
入り

通常品より

お得
233円（

税
込
）

通常品より

お得
62円（

税
込
）

通常品より

お得
197円（

税
込
）

通常品より

お得
62円（

税
込
）

通常品より

お得
45円（

税
込
）

通常品より

お得
13円（

税
込
）

通常品より

お得
194円（

税
込
）

             λ秋川牧園（山
口県 山口市 ）
    θ小麦・卵・大豆 
1505    ττ       
  $$   徳用とりのからあげ  

  400g   998円  （税込1,078円） 

1464    υυ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   718円  （税込775円） 

             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 

             λ秋川牧園（山
口県山口市）
    θ小麦・卵 
1506    ττ       
  $$   徳用 チキンナゲット  

  450g   998円  （税込1,078円） 

1232    υυ       
     徳用 豚ロース塩こうじ漬（中津）  

  300g(3枚)   1,020円  （税込1,102円） 

             λ中津ミート
（神奈川県愛
川町）  εお届
け後3日保証   

     ※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       
  $$   徳用ミニアメリカンドッグ  

  300g（12本）   980円  （税込1,058円） 

             λヨコミゾ
（埼玉県さい
たま市）    θ小
麦・大豆 
1532    ττ   NN 1/29お届け週1/29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

             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 
1534    ττ   NN 2/5お届け週2/5お届け週    
  $$   お徳用 飛鳥の水餃子 30コ  

  480g(30コ)   1,017円  （税込1,098円） 

             λ秋川牧園（山
口 県 山口 市 ）
    θ小麦・卵 
1509    ττ       
  $$   徳用スパイシーささみカツ  

  350g   998円  （税込1,078円） 

             λ秋川牧園（山
口 県 山口 市 ）
    θ小麦・卵・大
豆 
1508    ττ       
  $$   徳用鳥天  

  400g   998円  （税込1,078円） 

             λ中津ミート（神奈川県愛川町）    θ小
麦・卵・乳 
1227    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中津ミート
（神奈川県愛川
町）  δお届け後
3日保証   
1218    υυ       
     徳用 皮なしベビーウインナー（中津）  

  240g   660円  （税込713円） 

         ■漁場／北海道
    λ札幌中一（北
海道札幌市）  ［生
食可］   
1297    ττ       
  $$   徳用・北海道産スモークサーモン  

  160g   980円  （税込1,058円） 

             λ韓国食品（千葉県匝瑳市）    θ小麦・大豆 
1552    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   国産春雨で作ったチャプチェ  

  200g   454円  （税込490円） 

         ■原産国／ノルウェー    λまえた（新潟県新潟市）    θ大豆 
1356    ττ       
     さば味噌煮  

  100g(2切)   580円  （税込626円） 

             λ全国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 
1567    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
  $$   大地宅配のチキンライス  

  450g(2食分)   553円  （税込597円） 

限定 1000      ※写真は新パッケージですが、旧デザインの商品をお
届けする場合があります。※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 
1569    ττ   NN 1/29お届け週1/29お届け週    
     国産牛の焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   662円  （税込715円） 

限定 1000

全品
ポイント付き徳用規格で ＋

お弁当に
ぴったりの大きさ

スープ、鍋に
もちもちの皮が
やみつきに

温めるだけで
おいしい鳥天に

おやつに
ちょうど良い
ミニサイズ

盛るだけで
特別な一皿に

意外なしっとり感で意外なしっとり感で
後引く風味後引く風味

ふっくらと焼き上がります

あれば焼くだけ
忙しい日も活躍

温めるだけでおいしい唐揚げが完成 トースターで衣までサクサクに！ふっくら美味。おいなりさんを手軽に 焼くだけで豚肉のうまみたっぷり

温めるだけ

冷凍だから、味は……なんて
思っていましたが、全然違いまし
た。トースターで温めて、カリッと
ジューシーです！（バムさん）

幼稚園時代から娘のお弁当
の定番。卵でとじて煮カツ風にし
たり、粒マスタードを塗ったパンに
挟んだりしています。（claraさん）

炊き立てのごはんを半量詰
めるだけでふわっとおいしい。あっ
たかいお稲荷さんに雑穀ごはんも
好相性です。（やまたろさん）

フライパンで焼くだけ簡単。
やわらかくておいしい！ 冷蔵庫に
入れ翌日食べてもやわらかかった
です。（ぼんだいさん）

時短　 メニューを焼くだけ

お得な お得な

牛肉たっぷりで牛肉たっぷりで
食べごたえ十分食べごたえ十分

ぱぱっと簡単！ぱぱっと簡単！
洋食メニューに洋食メニューに

温めるだけで温めるだけで
手作りの味わい手作りの味わい

手軽に韓国の手軽に韓国の
おもてなし料理をおもてなし料理を

時短おすすめ品

！

さらに

こちらもお得

イメージイメージイメージイメージ

イメージイメージ

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。

03-6867-1199

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大地を守る会のお買い物サイト

青果の傷みのご連絡や、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

104号編集•制作•発行／オイシックスドット大地株式会社  www.oisixdotdaichi.co.jp       〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー5階 
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