
1066             
グリーンセロリ  

  200g   268円  （税込289円） 

1278    ττ       
    包丁いらずの
鶏モモ薄切りコマ・
バラ凍結  

  350g   928円  （税込1,002円） 

1615        
    オーガニック
レモン果汁  
  180ml   480円  （税込518円） 

1630        
    オリーブオイル
（パレスチナ自治区産）  
  450g   1,833円  （税込1,980円） 

1057    υυ            
北海道の
ブロッコリー  

  1コ   398円  （税込430円） 

                 θ大豆 1137        
    だいずデイズ 
有機蒸しミックスビーンズ  
  85g   264円  （税込285円） 

1245    ττ       
    冷凍
合挽肉・バラ凍結  
  300g   1,017円  （税込1,098円） 

1072    υυ            
きゅうりゅうり    

  300g   348円  （税込376円） 

1058    υυ            
レタス             1コ   288円  （税込311円） 

1635        
    ヒカリ 
トマトケチャップ（チューブ）  

  500g   540円  （税込583円） 

1205    υυ       
    ベーコンスライス
（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

1125    υυ            ぶなしめじ  
  100g   228円  （税込246円） 

1123    υυ            まいたけ  
  100g   228円  （税込246円） 

                 θ大豆 1469    υυ       
    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） 

                 θえび 1317    ττ       
    エコシュリンプ
（ブラックタイガー）
（むきみ）  

  200g   1,180円  （税込1,274円） 

                 θ小麦・大豆 1637        
    オイスターソース  

  115g   499円  （税込539円） 

1726        
    第3世界ショップの
よくばりナッツミックスッツミックス
（油・食塩不使用）  

  80g   639円  （税込690円） 

1277    ττ            鶏ムネ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  
  500g   998円  （税込1,078円） 

ツチオーネの中ページツチオーネの中ページにに別冊（全8ページ）（全8ページ）が入っています。入っています。
抜き出してご利用ください。抜き出してご利用ください。

今が食べどき！ 旬の味P.1

体が喜ぶおいしさP.4－5

箸がすすむごはんのおともP.2－3

生活雑貨P.6－7

まとめて買うと
ポイントUP！！

P.8

今夜はおいしいお肉で唐揚げを今夜はおいしいお肉で唐揚げを今夜はおいしいお肉で唐揚げを
清潔な鶏舎で育った鶏肉を使いやすいようにカットしました。やわらかで
パサつかないと好評の声の多い１品。唐揚げはもちろん、ソテーや煮物にも。

カット済みでそのまま使えます

イメージ

作り方は簡単！
レタスやベビーリーフ、水菜など、
普段の野菜にオリーブオイルやご
ま油で炒めた具をのせるだけ。
やさしい温めサラダに仕上がり、
旬の野菜もたっぷりいただけます。

秋
の
サ
ラ
ダ
革
命

冷
や
さ
な
い

いつもの
野菜に

秋
の
始
ま
り
に
は
、い
つ
も
の
サ
ラ
ダ
を

〝
冷
や
し
過
ぎ
な
い
〞
秋
仕
様
に
シ
フ
ト
し
ま
し
ょ
う

さらに＋αの彩りにさらに＋αの彩りに

こちらもおすすめ

チキンとセロリのイタリアンサラダ
お得に作れる！ サラダセット・1

お得に作れる！ サラダセット・2

お得に作れる！ サラダセット・3

鶏モモ肉とセロリを一
緒に炒めてのせる温サ
ラダ。最後にレモン果
汁を回しかけてさっぱ
りといただきます。旬を
迎えた高原のグリーン
セロリは、香り高くまる
でハーブのよう。

お豆がごろごろ入った
チリコンカーン風の具
材を、レタスにのせてい
ただくメキシカンサラ
ダ。ミックスビーンズと
玉ねぎ、ひき肉を炒め
て、ケチャップで味付け
するだけと簡単です。

豆がごろごろ入

とろっとやわらかな生
揚げときのこをオイス
ターソースで炒めての
せて、うまみたっぷりの
中華サラダに。秋の始
まりの合図、きのこの食
感と香りを堪能できる
一皿です。

お豆たっぷりメキシカンサラダ

秋のきのこの中華サラダ

だけと簡単です。

皿です。

こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

10％ポイント
進呈

商品代金
（税抜）の

購入でさらに購購購購購購入入入入入でででででででさささららららららららら
各1点以上各1点以上

10％ポイント
進呈

商品代金
（税抜）の

購入でさらに購購購購購入入入入入でででででででささらららららららら
各1点以上各1点以上

5％ポイント
進呈

商品代金
（税抜）の

購入でさらに購購購購購入入入入入入ででささららららららららららら
各1点以上各1点以上

25
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最高に良いスープが取れて、
素晴らしい一品になりました。
（  チェシャ猫さん）

やはり短角牛は味が濃く、
肉質がやわらかい。
（  yuさん）

少人数のわが家で重宝。
脂身までおいしいです。
（  カッサンドラさん）

子どもが無言で
１つペロリと食べ、
「明日も食べるから
とっておいて！」と。
（  しろくまさん）

甘みを感じられて
おいしいです。
続けて購入したい商品です。
（  まちゃみさん)

甘さといい、種離れといい、
すべてに満足の商品です。
毎朝ヨーグルトと食べます。
（  のんこさん)

味が濃くて、
繊維分も残るほど！
外食の日もこれ1本あると
心強いです。
（  tenkoさん）

すべて自然の素材で
できており、
夢のようなおいしさ！
（  ruikoさん)

肉厚で香りが良く、最高です！
だしを取ったあとも
本当に美味！
（  mix☆さん）

毎日使えて、
使いやすさもお手軽。
何年も、わが家の定番です。
（  sakasakasakaさん)

チーズが好きで、
30種類以上食べたなかで
1、2位を争うほどお気に入り。
（  susukineoさん)

漢方薬みたいな
懐かしい風味。
やる気が出ないとき
などに飲んでいます。
 （  レレさん)

と
て
も
お
い
し
く
、毎
週
買
っ
て
い
ま
す
。

開
け
る
と
良
い
香
り
が
広
が
り
ま
す
。

 （

H

・K
さ
ん
）

試
し
に
買
っ
て
以
来
や
み
つ
き
で
す
。

ホ
ク
ホ
ク
甘
い
か
ぼ
ち
ゃ
が
手
軽
に
。 

（

K

・S
さ
ん
）

1273    ττ       
    鶏手羽先・
バラ凍結（まほろば）  

  300g   480円  （税込518円） 

1252    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） 

1239    υυ       
    短角牛小間切れ  

  150g   1,089円  （税込1,176円） 

1265    ττ       
    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） 

1491    υυ       
    有機ばたねり
芋こんにゃく  

  250g   250円  （税込270円） 

1660        
    切干し大根  切干し大根  

    50g 50g     276276円円    （（税税込込298298円）円） 

1131    ττ       
        北海道産北海道産冷凍栗かぼちゃ  冷凍栗かぼちゃ  

    500g 500g     448448円円    （（税税込込484484円）円）  

限定 1000

1656        
    大分産乾しいたけ
（どんこ）  

  50g   785円  （税込848円） 

                 θ小麦・大豆 1665        
    和風だしパック（かつお）  

  8g×8袋   395円  （税込427円） 

1505    υυ       
    ミンさんの白菜キムチ
（カットタイプ）  

  300g   564円  （税込609円） 

1727        
    野菜を飲もう!
ぜいたくベジタブル10缶  
  160g×10缶   2,390円  （税込2,581円） 

1720        
    南仏アジャンの
オーガニックプルーン（種あり）  

  200g   722円  （税込780円） 

1200        
    スーパー玄米
（手軽に炊けるおいしい玄米）  

  1kg   1,548円  （税込1,672円） 

限定 1000

                 θ小麦・卵 1702        
    国産小麦のどら焼（小倉あん）  

  4コ   398円  （税込430円） 

                 θ乳 1404    υυ       
    小林牧場物語 
手づくりブルーチーズ  
  200g   1,700円  （税込1,836円） 

1675        
    桜燻製 すっぽんのちから  
  18g(300mg×60粒)   2,980円  （税込3,218円） 

お気に入り発見！
35選

使
え
る
！  

便
利
素
材

常
備
し
た
い
一
品

手
軽
に
栄
養
バ
ラ
ン
ス

お
茶
や
ワ
イ
ン
と

サ
プ
リ

　  わが家の定番品が見つからない
　  毎週何を注文しようか迷う
　  この時季活躍する定番品って？

隠れた人気商品品品品品品商品商商商気商気商気気気人気人気人人人た人

売れ筋！ 便利なお肉肉肉肉肉肉お肉おおおおなななな利な利利利利便利便便便便便

一度は試してほしい！

アレンジのしやすさがカギ！ 

こんな
お悩みに！

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

1660
イメージ

イメージ

イメージ

限定限定限定限定 010010010000
イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

会員さんがおすすめ

売れ筋！レビュー人気

通常のロースよりもやわらかくて
ジューシー。ガッツリ♪食べたい日に。
ごはんのおかわりは必須（笑）

（  みなぞうさん）

厚切りで食べごたえあり！厚切りで食べごたえあり！

これぞ、本物のこんにゃく。
主役級の食材です♪主役級の食材です♪

(   きゅりっぱさん)

2 ● 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139号
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大きさに満足。
色もきれいでおいしいです。
まるで刺身を食べているよう。
（  しろたんちゃんさん)

マグロに韓国風のタレが
程よく合っておいしいです。
（  アイシャさん)

中華街に行かなくても、家にいて
本格肉まんが食べられる幸せ。

 （  ohanaさん）

もっと食べたくなる味もっと食べたくなる味

おいしいのでいつも2つ注文します！
おでんはもちろん、
煮物でもおいしい！
（  つっこさん）

煮物でもおいしい！煮物でもおいしい！

ち
ゃ
ん
と
イ
カ
も
入っ
て
食
感
も
好
み
で
し
た
。

（

た
け
ち
ゃ
ん
さ
ん
）

子
ど
も
に
安
心
し
て
食
べ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

（

Z
さ
ん
）

や
さ
し
い
味
。何
年
も
食
べ
続
け
てい
ま
す
。

（

o
n
e
n
e
さ
ん
）

デ
パ
地
下
以
上
の
お
い
し
さ
で
す
。

（

と
ら
ま
ま
さ
ん
）

このウインナーは油っぽくなく、
サッパリなのにこくがあって美味。
（  ビコ君さん）

いつもの定番。手軽でおいしいです。
（  チビ猫さん）

焼いているときのにおいも良く
新鮮さのわかるサバですね！ 
（  かわちゃんさん）

フライパンで焼くだけ簡単。
お弁当にも向いていると思いました。
（  ぼんだいさん）

具がぎっしりで食べごたえがあります。
（  みかんさん）

重宝しています。全然飽きません！
（  mikaさん）

簡単調理品とは思えないおいしさ！
（  かわちゃんさん）

食感の良さでたくさん食べられます。
（  れこちゃんさん）

スープにしても。具がとにかく美味！
（  げんきまんさん）

1225    υυ       
    豚ロース塩こうじ漬（中津）  
  200g（2枚）   698円  （税込754円） 

1284    ττ       
    土佐わら焼き
かつおたたき  
  160g(2パック)   895円  （税込967円） 

1312    τ       
    厚
あっけし

岸のさんま（無頭）  
  270g(5尾)   690円  （税込745円） 

1297    ττ       
    北海道産
スモークサーモン  
  80g   645円  （税込697円） 

                 θ小麦・大豆 1293    ττ       
    韓国風まぐろ丼用  
  まぐろ50g×2､タレ20g×2   810円  （税込875円） 

1486    υυ       
    いか姿天いか姿天    
    120g(1枚) 120g(1枚)     350350円円    （（税税込込378378円）円）  

                 θかに・小麦・卵・乳 1522    ττ       
    レンジでレンジでカニクリームコロッケカニクリームコロッケ    

    130g(5コ) 130g(5コ)     658658円円    （（税税込込711711円）円）  

                 θ小麦・大豆 1524    τ       
    ふんわり豆腐鶏肉だんご  
  280g(8コ)   528円  （税込570円） 

                 θ小麦・卵・大豆 1507    ττ       
    とりのからあげ  

  200g   528円  （税込570円） 

                 θえび・大豆 1472    υυ       
    豆腐屋のおでん種セット
（5種11コ）  
  1セット(約2～3人前)   780円  （税込842円） 

                 θ小麦・大豆 1536    ττ       
    鶏ごぼうしゅうまい  

  216g(8コ)   498円  （税込538円） 限定 500

                 θ小麦・大豆 1579    ττ       
    鶏ごぼうおこわ  
  100g×2コ   398円  （税込430円） 

                 θえび・小麦・大豆 1545    ττ       
    エビワンタン（スープ付き）  

  204g   788円  （税込851円） 

                 θ小麦・大豆 1540    ττ       
    焼き餃子焼き餃子（日本セントラルキッチン）（日本セントラルキッチン）15コ  15コ  

    285g(15コ) 285g(15コ)     674674円円    （（税税込込728728円）円）  

                 θ小麦・大豆 1571    ττ       
    飛鳥の豚肉まん  
  270g(3コ)   598円  （税込646円） 

1213    υυ       
    粗挽ウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

1307    ττ       
    金華さば一汐切身  
  180g(4切)   380円  （税込410円） 

                 θ大豆 1340    ττ       
    ごはんがすすむ・
北海道産 鮭西京漬  
  120g(2切)   640円  （税込691円） 

                 θ小麦・卵・大豆 1587    υυ       
    お鍋ひとつでラーメン（醤油味）  

  2食   489円  （税込528円） 限定 2000

時短調理のお惣菜菜菜菜菜菜惣菜惣菜惣惣惣お惣おおおおお

簡単調理で主役の一品品品品品品品役役役役役主役主主主主主焼くだけ＆解凍するだけ

これからの時季に食べたい 

温めるだけで完成

イメージ

イメージ

秋からの定番人気らららからかかかか秋か秋秋秋秋秋

1312 ττ

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

1524 ττ

イメージ

ス プにし
イメージ

食感の良
イメージ

定
イメージ

焼焼
イメージ

ウイウイ
イメージ

初
今季

自然解凍でも水っぽく
ならないし、身もしっかりして

おいしい！！！
 （  バムさん）

冷凍品なのに冷凍品なのに
めちゃうまです

この厚岸のサンマを買ってから、
お魚は大地を守る会で
買うようになりました。

 （  phiさん）

一口食べて違いが一口食べて違いが
分かりました

3● 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」 139号
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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
粗挽き生地をベースにしたウインナーに、
北海道特産の行者にんにくを練り込みまし
た。食欲を刺激するにんにくの香りがビビッ
ドで魅力的な味わいに。鮮度の良い原料肉
から生まれるおいしさ
と合わさり、堂々たるご
ちそうの一品です。（商
品担当：藤井 美香）

食欲をそそる行者にんにくの香り食欲をそそる行者にんにくの香り

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

1216    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） 

加熱すると甘みが増してより美味加熱すると甘みが増してより美味

     ※小さいもの、一部傷のあるものをお届けする場合があります。また、洗い人参でお届けする
場合があります。        λ有機、無、減／北の恵み、今 利一グループ、北海道有機農協、他／北海道     

1016        
    人参  

  少量500g   318円  （税込343円） 

北海道のものを中心にお届けし
ます。シチューや肉じゃがなどの
煮込みはもちろん、炒め物にも。

毎週 9022
イメージ

ユニークな形のかぼちゃです

             λ有機、無／堀田 信宏、三里塚農法の会／茨城県、
千葉県     

1082        
    バターナッツ（かぼちゃ）  

  1コ   498円  （税込538円） 

ナッツのような甘みとしっかりした
こくがあります。ポタージュや、ス
ライスしてチーズ焼きもおすすめ。

イメージイメージ

えんどう豆を発芽させたスプラウトえんどう豆を発芽させたスプラウト

   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（岐阜県中津川市）  εお届け後2日保証   

1001    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆苗（えんどう豆の新芽）  

  可食部100g   168円  （税込181円） 

炒め物やスープなどにおすすめ。残
った根を毎日水を変えて浸してお
くと再収穫できるお得な野菜です。

イメージイメージ

おいしくて手軽なステーキですおいしくて手軽なステーキです

           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   

1235    υυ   NN 10/1お届け週10/1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） 

赤身のうまみに定評のある山形村
短角牛のモモ肉をサイコロステーキ
にしました。焼き過ぎにはご注意を。

イメージ

あんかけの具としても使いやすいあんかけの具としても使いやすい

           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   

1269    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

使いたい分だけ取り出せて大変
便利なバラ凍結の挽肉。チャック
付き袋なので、保存も簡単です。

イメージ

開放鶏舎で健康に育った若鶏のモモ肉で
す。こくのある味わいと、かむほどに弾力も楽
しめます。引き締まった肉質で、シンプルに
焼いて塩・こしょうだけでも十分おいしい！ 
唐揚げや照り焼きなどにもどうぞ。（商品担
当：大澤 創介）

弾力のある鶏モモ肉をソテーに！弾力のある鶏モモ肉をソテーに！

イメージイメージ 毎週 9058              λまほろばライブファーム（山形県高畠町）     

1270    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鶏モモ肉（まほろば）  

  250g   628円  （税込678円） 

この時季、産卵期を迎える「秋鮭」は、脂のりの
良さが特徴です。本品は北海道近海で獲れた
秋鮭のなかから、とくに脂のりの良い雄鮭のみ
を厳選。漁獲後すぐに切
身に加工し、冷蔵のまま
お届けします。ちゃんちゃ
ん焼きやムニエル、石狩
鍋などにして、北海道の
味をお楽しみください。

ご自宅で北海道名物を堪能ご自宅で北海道名物を堪能

イメージイメージ

     ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は欠品とな
ります。※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／北海
道    λ札幌中一（北海道札幌市）  εお届け後3日保証   

1301    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    今が食べ旬（どき）・鮮魚 北海道産 秋鮭切身  

  210g(3切)   729円  （税込787円） 

北海道厚岸産の身厚で脂がよくのったサン
マです。漁場が近く、日帰り漁が中心のた
め、獲れたてを高鮮度の生のままお届け。焼
くときは、事前に網をよく熱しておくと、皮
がはがれにくくなります。七輪で炙るとさら
に美味。秋の味
覚をご堪能くだ
さい！

新鮮なサンマを生でお届け！新鮮なサンマを生でお届け！

イメージイメージ

     ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は、代用（北
海道産）または欠品となります。※10月頃までの取り
扱い予定。    ■漁場／厚岸沖    λ札幌中一（北海道札幌
市）  εお届け後3日保証   

1313    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    今が食べ旬（どき）・鮮魚 厚

あっけし

岸のさんま（加熱用）  
  3尾   830円  （税込896円） 

新鮮なスルメイカを船上ですばやく加工。
輪切りにしてバラ凍結しました。水揚げ後
のこのスピード加工と凍結が、おいしさを保
つ秘訣。海の恵みのお
いしさがそのまま届き
ます。さっと湯がいてマ
リネにしたり、炒め物や
煮物には凍ったままで。
ストックしておくと便利
です。

ぷりっぷりで食感もやわらか♪ぷりっぷりで食感もやわらか♪

イメージイメージ          ■漁場／日本海    λ福栄（鳥取県境港市）     

1316    ττ       
    スルメイカリングカット（輪切り）  

  200g   610円  （税込659円） 

滋味深いねぎ味噌の香ばしさ滋味深いねぎ味噌の香ばしさ

         ■漁場／北海道    λ桃屋食品（北海道札幌市）  δお
届け後45日保証  θ大豆 

1343    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    秋鮭ねぎ味噌漬  

  240g(4切)   990円  （税込1,069円） 

北海道産雄鮭の切身を、おなじみ
の「やさかみそ」を中心とした調味
料と刻みねぎで漬け込みました。

イメージイメージ

サバの煮付けを手軽に食卓へサバの煮付けを手軽に食卓へ

         ■漁場／八戸    λタイム缶詰（岩手県陸前高田市）
  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1356    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    あたためるだけ簡単ふっくら煮魚（さば）  

  340g(2パック)   730円  （税込788円） 

脂のりの良い「八戸前沖サバ」を煮
付けました。湯せんで温めるだけで
ふっくらした煮付けが楽しめます。

サンマの季節です。北海道道東沿岸で獲れ
る脂のりの良い秋のサンマを使用し、独自
の製法で骨まで食べられるように調理しま
した。栄養分もそのま
ま閉じ込めたうれしい
でき上がり。ご家族皆さ
んでおいしさを楽しん
でください。

サンマの季節を楽しみましょう！サンマの季節を楽しみましょう！

         ■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   

1357    ττ       
    骨まで食べられる焼きさんま（塩味）  

  150g   638円  （税込689円） 
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入
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選
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参
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4 139号 毎週 0000 は毎週お届け登録商品、毎週 0000 隔週 0000 ¼  週 0000 は定期お届け登録商品の申し込み注文番号です。登録・解約方法は40ページの「ご利用のご案内」をご覧ください。
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「まぐろすき身」を作る際、筋が多いなどの理由
で取り除く部位が原料。加熱することでおいし
く食べられるため、こだわりの調味料で甘辛味
のそぼろ煮に仕上げまし
た。そぼろ丼や混ぜごは
んがぱぱっと完成。小分
けパック入りで、お弁当
などにも重宝します。
（商品担当：藤井 美香）

ごはんがすすむ絶妙な甘辛味ごはんがすすむ絶妙な甘辛味

イメージイメージ
             λマストミ（徳島県徳島市）  δお届け後45日保証
  θ小麦・大豆 

1359    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もったいナイ魚・まぐろそぼろ煮  

  50g×2袋   390円  （税込421円） 

ちょうど良い飲みきりサイズちょうど良い飲みきりサイズ

             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 

1387    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飛騨のむヨーグルト  

  130ml×3本   484円  （税込523円） 

非遺伝子組換え飼料で育てている酪
農家に限定した生乳を使用。甘さと
酸味のバランスが良いと好評です。

毎週 9079

有機いちごの濃厚な味わい有機いちごの濃厚な味わい

             λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1437    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    いちごジャム（有機いちご使用）  

  140g   499円  （税込539円） 

有機栽培のいちごが濃厚です。ヨー
グルトにかけてちょっぴりぜいたく
なデザートを楽しむのがおすすめ。

イメージ

長野県安曇野地域の限定酪農家が非遺伝子
組み換え飼料を与えて育てた牛の生乳が原
料です。牛の飼育環境など、できるだけストレ
スのかからない工夫をして育てています。健
康に育った牛の生乳を、鮮度と殺菌方法にこ
だわりおいしいバ
ターに仕上げてい
ます。（商品担当：
西田 和弘）

新鮮な生乳を使った、人気の一品新鮮な生乳を使った、人気の一品

             λタカハシ乳業（群馬県前橋市）  δお届け後30日保
証  θ乳 

1434    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    酪農家限定バター（有塩）  

  120g   449円  （税込485円） 

おでんの季節がやってきましたおでんの季節がやってきました

         ■セット内容／出雲のちくわ（60g×2）、白つみれ（20g×4）、おじいちゃんの天ぷら（20g×3）、あじはんぺん（30g
×2）、いか天（25g×2）、おでんだし（30g×1）    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 

1482    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    別所自慢のおでん種セット（だし付）  

  1セット   1,180円  （税込1,274円） 

別所蒲鉾店のおでん種セットに新セ
ットが仲間入り。濃縮だし付きで、簡
単に本格おでんができ上がります。

イメージイメージ

ふわふわのあんまん、今季初登場ふわふわのあんまん、今季初登場

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

1572    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

国産小麦粉と「ホシノ天然酵母」で
作ったふわふわの生地で、黒糖入
りの濃厚なごまあんを包みました。

おいしさの秘密は、中津ミートが自社農場
で育てた豚のレバーを使っているから。に
んにくと生姜が入った醤油ダレに漬けて、
衣付けしてあるので、揚
げるだけで簡単におつ
まみやおかずが完成。
レバーが苦手な方にも
おすすめです。（商品担
当：藤井 美香）

にんにくや生姜がきいてますにんにくや生姜がきいてます

イメージイメージ              λ中津ミート（神奈川県愛川町）    θ小麦・大豆 

1508    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豚レバーの唐揚げ（衣付き）  

  125g   410円  （税込443円） 

国産原料のみを使用した、ワカメ、ガゴメ昆布、
メカブ、モズク入りの即席スープです。化学調
味料は使わず、チキンエキスやカツオエキス、
昆布粉末などでうまみを
出しました。カップに入
れて、お湯を注ぐだけと
手軽。温かいスープが恋
しくなる秋。朝食やラン
チのおともにどうぞ。

ほっとできる、人気の即席スープほっとできる、人気の即席スープ

             λ島酒家（沖縄県那覇市）     

1552    NN 10/1お届け週10/1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） 

本格派のスンドゥブチゲが自宅で簡単に楽
しめる人気商品が、今年も登場です。自社製
の白菜キムチを使用し、他では味わえないこ
くとうまみを引き出しま
した。辛さだけではない
深みのある味わい。豚肉
やアサリ、豆腐、卵など、
お好みの具材を入れて
お召し上がりください。

やみつきになる辛うまさやみつきになる辛うまさ

イメージイメージ
             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 

1558    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミンさんのスンドゥブチゲの素  

  180g(2～3人前)   388円  （税込419円） 

ユートピア知床
徳用鮭香草じめ

今が旬のおいしい鮭を、手軽に食卓へ。今が旬のおいしい鮭を、手軽に食卓へ。
ハーブスパイスが香るしっとり香草じめハーブスパイスが香るしっとり香草じめ

イメージイメージ

ストックしておけばいざというときにも
70g×2パックの使い切りやすい徳用規格。冷凍
庫に常備しておけば、料理がもの足りないとき
や、急な来客のおもてなしにも便利です。

新鮮な雄鮭を氷温熟成でしっとり食感に
北海道知床産の雄鮭を使用。氷温熟成させるこ
とで、鮭本来のうまみを生かしながら、生ハムの
ようなしっとりとした食感に仕上げました。

おいしいひみつ  3

スモークしていないので、和風にも合う
ハーブスパイスやレモン、オリーブオイルをき
かせた、さわやかな味わいです。そのままオード
ブルに。マリネや寿司の具材などにも合います。

おいしいひみつ  2

おいしいひみつ  1

1299    ττ   NN 10/1お届け週    
    徳用鮭香草じめ  
  70g×2パック   1,080円  （税込1,166円） 
             λユートピア知床（北海道斜里町）  δお
届け後45日保証［生食可］   

京都・宇治の製茶場「堀田勝太郎商店」が、
昔ながらの釜炒り焙煎方法でじっくりと炒
り上げたほうじ茶です。独特な香ばしい香
りと、個性豊かな味に
仕上がっています。飲
むだけでなく、お菓子作
りなどにもご使用くだ
さい。（商品担当：頼 一
樹）

秋を感じる季節にほうじ茶を秋を感じる季節にほうじ茶を

             λ堀田勝太郎商店（京都府宇治市）     

1746        
    宇治・有機 釜炒りほうじ茶  

  200g   600円  （税込648円） 
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             λ無、減／堀田 信宏、常総センター、他／茨
城県、千葉県、鹿児島県     

1033             ほくほくさつまいも・紅あずま  
  800g   438円  （税込473円） 

     ※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     

1038             加賀れんこん  
  350g   558円  （税込603円） 

         ■セット内容／おしろいきゅうり300g、ほく
ほくさつまいも・紅あずま800g         

1100    υυ            
おしろいきゅうり&
ほくほくさつまいも・紅あずま  

  1セット   786円  （税込849円） 

         ■セット内容／おしろいきゅうり300g、斎藤
さん・阿部さんの梨（豊水）500g         

1101    υυ            
おしろいきゅうり&
斎藤さん・阿部さんの梨（豊水）  

  1セット   828円  （税込894円） 

   〔1107〕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減／新萌会／福島県     

   斎藤さん・阿部さんの梨（豊水）            
 1105       500g    480円    （税込518円）      
 1106       1.2kg    980円    （税込1,058円）      
 1107       3kg    2,480円    （税込2,678円）                                                             

     ※季節によりブルームが出ない場合もあります。        λ無、減
／福島わかば会／福島県     

1074    υυ            おしろいきゅうり  
  300g   348円  （税込376円） 

1105

●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　6 139号
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野菜の8割以上は、
有機または栽培期間中
農薬不使用（2017年実績）

土壌消毒・除草剤は
原則不使用

すべて産直

野菜
                      新商品

1001    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆苗（えんどう豆の新芽）  

  可食部100g   168円  （税込181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。  ※消費期
限はお届け日の翌日です。
    ■原材料／えんどう豆    λサ
ラダコスモ（岐阜県中津川
市）  εお届け後2日保証   

イメージイメージ

アクが少ないから下ゆでいらずアクが少ないから下ゆでいらず
えんどう豆を発芽させた、香りと甘みがあ
りシャキッとした食感のスプラウトです。 
炒め物やスープ、生でも美味。化学肥料は
不使用。地元・恵那峡の天然温泉水とモン
ゴル産天日塩のミネラルのみで育てました。

イメージイメージ

じわじわ加熱するとより甘く。じわじわ加熱するとより甘く。
鶏肉と合わせて酢豚風にしても鶏肉と合わせて酢豚風にしても

ほっこり甘いさつまいも。そのまま
ふかしておやつにする他、肉や魚
と合わせてメインのおかずにする
のもおすすめです。甘酸っぱい黒
酢あんを絡めた酢豚風にして、旬
の味わいを食卓へ。

     ※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／かごしま有機生産組合、堀田 
信宏、常総センター、他／鹿児島県、茨城県、千葉県     

   さつまいも            
 1030       400g（1本以上）    268円    （税込289円）      
 1031       800g    418円    （税込451円）                                                                               

1030

あいづ耕人会たべらんしょの皆さんあいづ耕人会たべらんしょの皆さん

 「会津の美しい田園風景を守りたい」とい
う想いを持って就農した若い生産者た
ちが丹精込めて育てた野菜セットです。
  お届け時期注意9/24週の配送曜日に
産地よりヤマトクール便（冷蔵）で直送
します。お届け日のご指定はできませ
ん。期間中、長期ご不在の方はご注文
をご遠慮ください。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。          λ有機、無／あいづ
耕人会たべらんしょ／福島県     

イメージイメージ

1015    υυ            直送・会津・山都の若者たちの野菜セット  
  1セット   1,980円  （税込2,138円） 

会津の伝統野菜を6品お届け！会津の伝統野菜を6品お届け！

     ※小さいもの、一部傷のあるものをお届けする
場合があります。また、洗い人参でお届けする
場合があります。        λ有機、無、減／北の恵み、今 
利一グループ、北海道有機農協、他／北海道     

   人参            
 1016       少量500g   

318円    （税込343円）   毎週 9022     

 1017       800g   

428円    （税込462円）   毎週 9023                                                                              

1016

     ※小さいもの、皮荒れ、一部傷のあるものをお届けする場
合があります。※いろいろな品種をお届けします。        λ有機、
無、減／渡部 信一、新農業研究会、どらごんふらい、他／北
海道、青森県、秋田県、長野県、茨城県、埼玉県、千葉県     

   じゃがいも            
 1018       少量500g    258円    （税込279円）      
 1019       800g    338円    （税込365円）                                                                               

1018

     ※小さいもの、皮荒れ、一部傷のあるものをお
届けする場合があります。        λ有機、無、減／渡
部 信一、福井 忠雄、いわき夏井ファーム、他
／北海道、埼玉県、福島県、長野県     

   メークイン            
 1020       500g    298円    （税込322円）      
 1021       800g    388円    （税込419円）                                                                               

1020

     ※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、減／渡部 信
一、新農業研究会、他／北海道、青森県、茨城
県、埼玉県     

1022             キタアカリ  
  800g   348円  （税込376円） 

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

   玉ねぎ            
 1023       少量500g    288円    （税込311円）      
 1024       1kg    418円    （税込451円）      
 1025       徳用3kg    1,168円    （税込1,261円）                                                             

1023

     ※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         

1026             じゃが玉人参セット  
  計1kg   398円  （税込430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。  ※価格の上限は540円（税込）
となります。※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）。             

1027             もったいナイ・野菜セット  
  1セット(1～3品目)   500円  （税込540円） 

イメージイメージ

     〔1028〕※上半分か下半分は選べません。
        λ有機、無、減／北軽井沢有機ファミリー、八
ヶ岳ナチュラファーム、オーガニック新篠津
／群馬県、長野県、北海道     

   大根            
 1028       1/2本   

228円    （税込246円）   毎週 9029     

 1029       1本   

338円    （税込365円）   毎週 9030                                                                              

1028

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

1032             坂
さかいできんとき

出金時（さつまいも）  
  600g   678円  （税込732円） 

 ふかしても焼いてもほくほくした食感。じ
っくり焼くとぐっと甘みが増してきます。
            λ無、減／堀田 信宏、常総センター、他／茨
城県、千葉県、鹿児島県     

1033             ほくほくさつまいも・紅あずま  
  800g   438円  （税込473円） 

             λ有機、無、減／かごしま有機生産組合、真
南風の会、さんぶ野菜ネットワーク、他／鹿児
島県、沖縄県、千葉県     

1034             里芋  
  600g   468円  （税込505円） 

             λ無、減／岡村グループ／埼玉県     

1035             ねばトロ大和いも  
  400g   468円  （税込505円）              λ有機、無／かごしま有機生産組合、農事組

合法人 丸和、他／鹿児島県、千葉県、茨城県、
埼玉県     

1036             ごぼう  
  250g   298円  （税込322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     

1038             加賀れんこん  
  350g   558円  （税込603円） 

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

1039    υυ            小松菜  
  200g   238円  （税込257円） 

毎週 9031

             λ有機、無／野菜くらぶ、当麻グリーンライ
フ、今利一グループ、他／群馬県、北海道、長
野県、島根県     

1040    υυ            ほうれんそう  
  150g   338円  （税込365円） 

毎週 9032

イメージイメージ

シャキシャキの食感がたまりません。シャキシャキの食感がたまりません。
家族が笑顔になるはさみ揚げに家族が笑顔になるはさみ揚げに

揚げてシャキシャキ、煮てほくほく
と、調理によって異なる食感が楽
しめます。ボリュームのある挽肉
のはさみ揚げにすれば、食欲の秋
にぴったりです。

             λ減／常総センター、柳生 信義、加藤 幸雄
／茨城県、愛知県     

1037             れんこん  
  350g   478円  （税込516円） 

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

1041    υυ            ルコラ  
  50g   248円  （税込268円） 

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

1042    υυ            有機ベビーリーフ  
  40g   268円  （税込289円） 

             λ有機／寺岡有機／広島県     

1043    υυ            有機ベビーケール  
  20g   218円  （税込235円） 

             λ有機、無／くらぶち草の会、いわみ地方有
機野菜の会、阪本 吉五郎・啓一、他／群馬県、
島根県、東京都、千葉県、広島県     

1044    υυ            水菜  
  200g   308円  （税込333円） 

             λ有機、無／くらぶち草の会、ユニオンファー
ム／群馬県、茨城県     

1045    υυ            チンゲンサイ  
  200g   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、他／福島県、千葉県、鹿児島県     

1046             つるむらさき  
  200g   238円  （税込257円） 
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7139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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【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。

コンセプト野菜セット

●  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

イメージ

イメージ

イメージ

季節の野菜が届く野菜セット。産地情報をご紹介する
リーフレット付きで、“野菜のある食卓”が一層楽しくなります。
※ レシピはお届けする野菜以外のメニューの場合があります。 ベジタ

人気No.1野菜セット
畑
応援
の

応援
の

ポイント

畑
感謝を込めて

3～4人用

ベジタ

L
用

お届け目安（10品目）
イメージ

2～3人用

ベジタ

M
お届け目安（9品目）

イメージ

（※1）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。（※2）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。

1～2人用

ベジタ

S
お届け目安（7品目）

イメージ

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 1011

北海道や甲信越、愛知より西の産地からお届け北海道や甲信越、愛知より西の産地からお届け
1012        
     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

■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

食べることが産地の応援につながります
1013        
     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

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

希少な有機栽培の野菜のみに限定
1014        
    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

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、ミニトマトなどの果菜から2品の合計7品をお届け。

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 1009

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録           ベジタＭ＋じゃが玉＆果物  

  12品目    2,530円  （税込2,732円） 毎週 9005 1010

ベジタ人気№1のベーシックなセット
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 1008

大型野菜をカットした、少量多品目セット
（※2）

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 1007

“丸ごと野菜”派に。ボリュームたっぷりセット
（※1）

1回のみ
お届け

毎週
お届け登録           ベジタＬ  

  10品目   2,350円  （税込2,538円） 毎週 9001 1006

 山形県置賜地方を中心に栽培されている伝統野菜。さ
っとゆがいて、おひたしや和え物にするとおいしいです。
            λ無／おきたま興農舎、さんぶ野菜ネットワ
ーク、他／山形県、千葉県     

1047    υυ            おかひじき  
  100g   228円  （税込246円） 

 ほうれんそうや小松菜など、旬の葉物を
お得にお届け。
    ※セット内容により価格が変動します。表示価
格を上限として納品時に差額を値引きします。             

1048             葉物セット   
  1セット   500円  （税込540円） 

イメージイメージ

             λ無、減／飯塚  一実、小野寺 孝一、黒崎研
究会／茨城県、神奈川県     

1049             長ねぎ  
  300g   248円  （税込268円） 

毎週 9034

             λ無、減／飯塚  一実、小野寺 孝一、黒崎研
究会／茨城県、神奈川県     

1050             ムキねぎ  
  200g   278円  （税込300円）              λ有機、無／大地と自然の恵み、さんぶ野菜

ネットワーク、他／高知県、千葉県、山形県、島
根県     

1051             葉ねぎ（青ねぎ）  
  100g   189円  （税込204円） 

             λ有機、無／無農薬生産組合、大地と自然の
恵み、高生連、他／宮城県、高知県、栃木県     

1052    υυ            ニラ  
  100g   208円  （税込225円） 

毎週 9033

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

1053             新生姜  
  100g   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有機、無／留目 昌明／青森県     

1054             青森のにんにく  
  100g   448円  （税込484円） 

             λ有機／矢澤園芸、ひさまつ農園／茨城県     

1055             有機青じそ  
  10枚   248円  （税込268円） 

             λ減／ベジタブルワークス／北海道     

1057    υυ            北海道のブロッコリー  
  1コ   398円  （税込430円） 

イメージイメージ

 ゆでてサラダはもちろ
ん、炒め物にも。彩り
の良いスープにする
のもおすすめです。
            λ無、減／北軽井沢有
機ファミリー、ベジタブ
ルワークス、他／群馬
県、北海道、長野県     

1056    υυ            ブロッコリー  
  1コ   378円  （税込408円） 

これからの季節はあったかスープでどうぞこれからの季節はあったかスープでどうぞ

             λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、青野 
勝、有坂 泰志、他／群馬県、長野県、山梨県     

1058    υυ            レタス  
  1コ   288円  （税込311円） 

毎週 9035

 肉味噌や焼肉を包んでどうぞ。
            λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、くらぶち
草の会、有坂 泰志／群馬県、長野県     

1059    υυ            サニーレタス  
  1コ   228円  （税込246円） 

             λ無、減／北軽井沢有機ファミリー、有坂 泰
志、他／群馬県、長野県、茨城県     

1060    υυ            グリーンリーフ  
  1コ   258円  （税込279円） 

             λ無、減／有坂 泰志、青野 勝、北軽井沢有機
ファミリー、他／長野県、群馬県     

   キャベツ            
 1061    υυ      1/2コ    
208円    （税込225円）   毎週 9037     

 1062       1コ    
298円    （税込322円）   毎週 9036                                                                              

1062

             λ有機、無、減／長崎有機農業研究会、熊本
セーフティベジフル、植村 隆昭グループ、他
／長崎県、熊本県、香川県     

1063    υυ            グリーンアスパラガス  
  100g   443円  （税込478円） 

     ※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減／北軽
井沢有機ファミリー／群馬県     

   白菜            
 1064       少量1/4コ    208円    （税込225円）      
 1065       1/2コ    298円    （税込322円）                                                                               

1064

             λ無、減／有坂 泰志、青野 勝／長野県     

   グリーンセロリ            
 1066       200g    268円    （税込289円）      
 1067       徳用800g    448円    （税込484円）                                                                               

1066

             λ有機、無、減／福島わかば会、当麻グリーン
ライフ、佐久ゆうきの会、他／福島県、北海道、
長野県、秋田県、岩手県、千葉県     

1068             トマト  
  400g   488円  （税込527円） 

毎週 9038

8 139号 毎週 0000 は毎週お届け登録商品、毎週 0000 隔週 0000 ¼  週 0000 は定期お届け登録商品の申し込み注文番号です。登録・解約方法は40ページの「ご利用のご案内」をご覧ください。
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     ※四葉きゅうりを代用でお届けする場合があ
ります。        λ有機、無、減／福島わかば会、二本
松有機農業研究会、他／福島県、北海道、群
馬県、長野県     

   きゅうり            
 1071    υυ      少量180g    248円    （税込268円）      
 1072    υυ      300g    
348円    （税込376円）   毎週 9040     

 1073    υυ      徳用500g    485円    （税込524円）                                                             

1071

     ※季節によりブルームが出ない場合もありま
す。        λ無、減／福島わかば会／福島県     

1074    υυ            おしろいきゅうり  
  300g   348円  （税込376円） 

     ※きゅうりを代用でお届けする場合がありま
す。        λ無、減／福島わかば会／福島県     

1075    υυ            四
すうよう

葉きゅうり  
  400g   388円  （税込419円）              λ有機、無、減／瀬山 明グループ、つくばの

風、つくば中根グループ、他/埼玉県、茨城県、
福島県、千葉県     

1076             なす  
  200g   268円  （税込289円） 

             λ有機、無、減／さんぶ野菜ネットワーク、農
事組合法人 丸和、樫村ふぁーむ、他／千葉
県、茨城県、岩手県、群馬県     

1077             にがみ少ないパリッとピーマン  
  150g   248円  （税込268円） 

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

1078             こどもピーマン  
  150g   288円  （税込311円） 

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

1079             肉厚ジューシーパプリカ  
  150g   398円  （税込430円） 

             λ有機、無／堀田 信宏、三里塚農法の会／
茨城県、千葉県     

1082             バターナッツ（かぼちゃ）  
  1コ   498円  （税込538円）      ※丸おくらを代用でお届けする場合がありま

す。        λ有機、無、減／かごしま有機生産組合、
大地と自然の恵み、岡村グループ、他／鹿児
島県、高知県、埼玉県、茨城県、沖縄県     

1083             おくら  
  100g   288円  （税込311円） 

イメージイメージ

定番の煮物に鶏そぼろあんをかけて。定番の煮物に鶏そぼろあんをかけて。
ほっこりとした素朴な風味を堪能ほっこりとした素朴な風味を堪能

甘み豊かで、ほくほくとした食感
が魅力のかぼちゃ。鶏そぼろあん
をかけた定番の煮物の他、スライ
スしてソテーや、さつまいもと合わ
せてデリサラダなど、いろいろな
料理で楽しみましょう。
     ※サイズ・価格は〔1080〕400g～800g・264円～527円（税込）、
〔1081〕1,000g～1,500g・634円～950円（税込）の間でのお
届け。サイズのご指定はできません。※白皮かぼちゃをお届け
する場合があります。        λ有機、無、減／剣淵・生命を育てる大地
の会、どらごんふらい、佐久ゆうきの会、他／北海道、長野県     

   かぼちゃ            
 1080       カット(1/4コ以上)    488円    （税込527円）      
 1081       まるごと1コ    880円    （税込950円）                                                                               

1080

 青森県津軽に古くから伝わる在来の枝豆。大
粒で食べごたえがあり、昼夜の寒暖差によって
甘みが生まれ、ほくほくした食感があります。
            λ無／新農業研究会／青森県    θ大豆 

1084    υυ            青森の毛豆（枝豆）  
  200g   449円  （税込485円） 

 掘りたてでしか味わえない、期間限定の
おいしさ。やわらかな甘みが楽しめます。
            λ有機、無／さんぶ野菜ネットワーク、三里
塚酵素の会、酒井 久和／千葉県    θ落花生 

1085             千葉のほっくり生落花生  
  300g   498円  （税込538円） 

     ※黄色いズッキーニをお届けする場合があり
ます。        λ有機、無／佐久ゆうきの会、大西 一
幸、北軽井沢有機ファミリー、他／長野県、群
馬県、北海道、埼玉県、千葉県、山梨県     

1086             ズッキーニ  
  1本   218円  （税込235円） 

             λ有機、無、減／柴崎 尚、さんぶ野菜ネットワ
ーク、他／茨城県、千葉県     

1087             ミニとうがん  
  1コ   318円  （税込343円） 

1088    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1089    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

2001    υυ     
    西の小松菜  

  200g   328円  （税込354円） 
             λ有機、無／いわみ地方有機野菜の会、
やさか共同農場／島根県     

2002    υυ     
    西の有機ベビーリーフ  

  40g   288円  （税込311円） 
             λ有機／寺岡有機／広島県     

2003      
    ししとう  

  100g   228円  （税込246円） 
     ※甘長とうがらしを代用でお届けする場合があります。
        λ有機、無、減／さんぶ野菜ネットワーク／千葉県     

2004      
    西の葉ねぎ（青ねぎ）  

  100g   258円  （税込279円） 
             λ有機、無／やさか共同農場、大地と自
然の恵み、他／島根県、高知県     

2005    υυ     
    高知のニラ  

  100g   238円  （税込257円） 
             λ有機、無／大地と自然の恵み、高生連
／高知県     

2006    υυ     
    ルバーブ（ジャム用）  
  300g   458円  （税込495円） 

             λ無／花とハーブの里、長谷川農園／青森県、埼玉県     

2007      
    西の里芋  
  600g   498円  （税込538円） 

             λ有機、無、減／かごしま有機生産組合、真南風の会／鹿児島県、沖縄県     

2008      
    おきたまのタカノツメ（赤唐辛子）  
  10本以上   238円  （税込257円） 
             λ無／おきたま興農舎／山形県     

2009      
    奥山さんの黄桃  
  500g(2コ以上)   1,050円  （税込1,134円） 
             λ減／奥山 博／山形県     

2011        
    北海道十勝の黒豆  
  300g   488円  （税込527円） 

             λ無／渡部 信一／北海道    θ大豆 

産直だから、樹上で完熟
させて食べごろにお届け

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

果物
                      

 完熟のベリーAは濃厚な甘
さとコクがあります。果汁
を煮詰めてジュースにも。
  〔1091〕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。  〔共通〕※完熟
でお届けするため、お届け時に
粒が取れていることがあります。
        λ減／一宮大地、勝沼平有機果
実組合、他／山梨県、山形県     

   ベリーA（種ありぶどう）            
 1090       400g    548円    （税込592円）      
 1091       2kg    
2,480円    （税込2,678円）                                                                               

ジュースやジャムにもおすすめジュースやジャムにもおすすめ

イメージイメージ

1090

 赤い色が鮮やかなぶどう。こくのある味、
ちょっと固めの果肉が魅力です。
            λ減／勝沼平有機果実組合／山梨県     

1093             甲斐路（種ありぶどう）  
  400g   918円  （税込991円）  香りが良く、きれいな黄緑色。酸味は少な

く、上品な甘さが特徴です。
            λ減／勝沼平有機果実組合、おきたま興農
舎／山梨県、山形県     

1095             ネオマスカット（種ありぶどう）  
  400g   628円  （税込678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／米沢郷牧場、佐久ゆ
うきの会、大地と自然の恵み、他／山形県、長
野県、高知県、岩手県、福島県、千葉県、徳島県     

   ミニトマト            
 1069       120g    268円    （税込289円）      
 1070       200g    
398円    （税込430円）   毎週 9039                                                                              

1069

畑の応援登録

豊作の野菜を
お得にお届け
豊作により一時的に
出荷が集中したとき
にお届けします。
                                    

              
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 1774

イメージイメージ

旬の果物を
お得にお届け
収穫時期を予測しにくい
果物を、食べごろに合わ
せてお届けします。

              
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 1775

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。               

日本各地に伝わる
珍しい在来品種
一般のお店ではあまり
見かけない、在来の野菜
や果物が中心です。

              
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 1776

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。               
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ブラックオリンピアのブラックオリンピアの
生産者・荒木久さんの妻、美喜子さん生産者・荒木久さんの妻、美喜子さん

濃厚な甘み、皮離れも良く食べやすいぶどう濃厚な甘み、皮離れも良く食べやすいぶどう

巨峰から生まれた大粒ぶどう。酸
味が少なくとろけるような甘み、上
品な香りとこくが特徴です。生産
者自慢のぶどうをご堪能ください。

             λ減／荒木 久／石川県     
1097             荒木さんのブラックオリンピア（種ありぶどう）  

  300g   820円  （税込886円） 

 うす緑色の皮ごと食べられるぶどう。親
ゆずりのマスカット香があり、酸味少な
く、甘いぶどうです。
            λ減／勝沼平有機果実組合、おきたま興農舎／山梨県、山形県     

1096             ロザリオビアンコ  
  400g   1,040円  （税込1,123円） 

酸味と渋みが控えめで食べやすく、酸味と渋みが控えめで食べやすく、
さくっとした歯ざわりの大粒ぶどうですさくっとした歯ざわりの大粒ぶどうです

“皮ごと食べられる大粒ぶどう”を
広めた品種です。皮ごと食べたと
きのパリッとした食感、程よい甘
みと酸味、マスカット系ならではの
さわやかな香りと甘みをご賞味く
ださい。

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

1094             シャインマスカット（種なしぶどう）  
  400g   1,380円  （税込1,490円）              λ減／おきたま興農舎／山形県     

1092             スチューベン（種ありぶどう）  
  400g   580円  （税込626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。  ※価格の上限は
1,026円（税込）となります。    ■セット内容／ロ
ザリオビアンコ、ベリーＡ、甲斐路、他のなか
から2種以上お届けします。         

1098             ぶどう食べ比べセット  
  500g(2種以上)   950円  （税込1,026円） 

イメージイメージ

     ※さんさ、きおうなどをお届けします。※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     

1102             9月のりんご  
  450g(1～2コ)   458円  （税込495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。  ※保存する場合は
冷蔵庫へ。    ■セット内容／つがる、さんさ、未希
ライフ、他のなかから2種以上お届けします。         

1103             りんご食べ比べセット  
  1セット(3コ以上)   800円  （税込864円） 

イメージイメージ

甘みと酸味のバランスが絶妙。甘みと酸味のバランスが絶妙。
秋の味覚を存分に味わって秋の味覚を存分に味わって

早生品種の代表的存在「つがる」。
甘みと酸味のバランスが良く、「ふ
じ」に次ぐ収穫量を誇ります。糖分
をたっぷり蓄えられるよう、最低限
しか葉摘みを行わずに育てました。

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

1099             つがる（早生りんご）  
  800g(2～4コ)   688円  （税込743円） 

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

1104             すだち  
  150g   218円  （税込235円） 

 すっきり甘くてシャキッとし
た歯ごたえが自慢。まだまだ
汗ばむこの季節、ジューシー
な梨はうれしいですね。
  〔1107〕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減／新萌会
／福島県     

   斎藤さん・阿部さんの梨（豊水）            
 1105       500g    480円    （税込518円）      
 1106       1.2kg    980円    （税込1,058円）      
 1107       3kg    2,480円    （税込2,678円）                                                             

樹上完熟させた甘くジューシーな梨樹上完熟させた甘くジューシーな梨

新萌会の斎藤宏通（左）さん、新萌会の斎藤宏通（左）さん、
阿部和行さん（右）阿部和行さん（右）

1105

 香りが良く、酸味が少ないので、甘さが引
き立つ大きめの梨です。
    ※個数は目安です。量目を基準にお届けしま
す。        λ減／平田 康一、舘野 文雄、新萌会／福
岡県、栃木県、福島県     

1108             新高（梨）  
  1.2kg(1～3コ)   1,128円  （税込1,218円） 

             λ減／赤石果樹出荷組合／長野県     

1110             信州の梨・二十世紀  
  1kg(2～4コ)   800円  （税込864円） 

 2001年登録の比較的新しい梨。果肉が
緻密でやわらかく、酸味が少ないので甘
さが引き立ちます。
            λ減／平田 康一、赤石果樹出荷組合、新萌
会／福岡県、長野県、福島県     

1111             あきづき（梨）  
  1kg(2～3コ)   1,000円  （税込1,080円） 

イメージイメージ

 高貴な甘みとたっぷ
りの果汁が魅力。食
べごたえ十分の大玉
で、とろけるジューシ
ーな果肉をご堪能く
ださい。
    ※かたい場合は室温に
置き、やわらかくなって
からお召し上がりくださ
い。        λ減／農事組合法
人増野、おきたま興農舎
／長野県、山形県     

1112             マルゲリット・マリーラ（洋梨）  
  700g(1～2コ)   1,050円  （税込1,134円） 

高貴な甘みで、コンポートなどにも高貴な甘みで、コンポートなどにも

上品で飽きのこない味わい。上品で飽きのこない味わい。
たっぷりの果汁が口の中で弾けますたっぷりの果汁が口の中で弾けます

果汁をたっぷり含んだ、みずみず
しい果肉。シャリシャリとした食感
が楽しめます。比較的日持ちする
品種なので、冷蔵庫に入れれば数
日間保存できます。手みやげにも
おすすめです。

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

1109             二十世紀（梨）  
  1kg(2～4コ)   800円  （税込864円） 

イメージイメージ

 国産の栗はその収穫
量が年々減少し、輸入
が増加しています。貴
重な国産の栗を、澄み
切った秋の空気ととも
に味わってください。
            λ無／栗峰園四万十、
三尾 寿治／高知県、岐
阜県     

1113    υυ            栗  
  400g   980円  （税込1,058円） 

秋を楽しむほっこり栗ごはんに秋を楽しむほっこり栗ごはんに      ※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            
 1114       500g    
428円    （税込462円）   毎週 9018     

 1115       1kg    
738円    （税込797円）   毎週 9019                                                                              

1114

 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、有機、無、有機、無／プリエ
イト農園、プリエイト農園、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            
 1116       500g    
388円    （税込419円）   毎週 9020     

 1117       1kg    
668円    （税込721円）   毎週 9021                                                                              

1116

             λ減／無茶々園／愛媛県     

1118    ττ            無
むちゃちゃえん

茶々園の冷凍温
うんしゅう

州みかん  
  500g(4コ以上)   558円  （税込603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。      ■セット内容／り
んご、梨、ぶどうなどのなかから2種以上をお
届けします。         

1119             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

10 139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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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／菌興椎茸協同組合、熊本セーフティベ
ジフル／鳥取県、熊本県、愛知県、長野県、岐
阜県、広島県     

1120    υυ            生しいたけ（原木栽培）  
  100g   388円  （税込419円） 

毎週 9042

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

1121    υυ            なめこ  
  120g   268円  （税込289円） 

毎週 9044

イメージイメージ

さっと洗うだけですぐに使えます。さっと洗うだけですぐに使えます。
なめこおろしや味噌汁も手軽になめこおろしや味噌汁も手軽に

最上川の流域にある、鮭川村のな
めこです。なめこの軸をカットし、
洗ってからパック詰めしました。か
さが大きく、つるんとした食べごた
えで、歯ざわりの良さも魅力。ぜひ
一度お試しください。

             λ無／熊谷伊兵冶ナメコ生産所／山形県     
1122    υυ            洗いなめこ  

  100g   208円  （税込225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     

1123    υυ            まいたけ  
  100g   228円  （税込246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     

1124    υυ            えのきたけ（ブラウン）  
  200g   258円  （税込279円） 

毎週 9047

             λ無／戸隠山、秋田ふるさと農協／長野県、
秋田県     

1125    υυ            ぶなしめじ  
  100g   228円  （税込246円） 

毎週 9048

             λ無／栗の木農園／長野県     

1126    υυ            手間なし徳用ほぐししめじ  
  300g   468円  （税込505円） 

             λ有機／きのこ屋／長崎県     

1127    υυ            有機生きくらげ  
  100g   388円  （税込419円） 

             λ無／キノコ村／長野県     

1128    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     

1129    υυ            ホワイトマッシュルーム  
  100g   268円  （税込289円）          ■セット内容／タモギタケ、ヒラタケ、トキイロ

ヒラタケ、ヤナギマツタケ、エノキダケのなか
から3～4種類をセットにしてお届けします。
    λ無／きのこ村／長野県     

1130    υυ            きのこセット  
  1セット(200g)   428円  （税込462円） 

イメージイメージ

冷凍野菜
水煮など

原料は国産を原則とし、
国内工場で製造

海外製品はオーガニック

できるだけ農薬や化学肥料に
頼らない野菜を使用

国産契約栽培野菜を優先

                      

1131    ττ       
    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

 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）     

1132    ττ       
    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） 

限定 300

1133    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機冷凍カーネルコーン（ホール）  

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

限定 500

1134    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    西から応援 冷凍小松菜  

  250g   418円  （税込451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）     

イメージイメージ

1135    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    西から応援 冷凍ほうれん草（バラ凍結）  

  300g   488円  （税込527円） 

 宮崎県で、できるだけ
農薬を使わずに栽培
したほうれんそうを、
一口サイズにカットし
てバラ凍結。常備品に
どうぞ。            λ王隠堂農園
（奈良県五條市）     

バラ凍結で便利。副菜作りやお弁当にバラ凍結で便利。副菜作りやお弁当に
 大地を守る会の生産
者の大豆を使用。解
凍後、煮物やサラダ、
スープなどにご利用
ください。            λ総合農
舎山形村（岩手県久
慈市）  δお届け後50
日保証  θ大豆 

1136    ττ       
    大豆の水煮  

  150g   359円  （税込388円） 

 5種の有機豆をミック
スした、彩り鮮やかな
蒸し豆です。サラダに
ぴったりです。            λだ
いずデイズ（兵庫県神
戸市）  δお届け後60
日保証  θ大豆 

1137        
    だいずデイズ 有機蒸しミックスビーンズ  

  85g   264円  （税込285円） 

限定 1000

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

1139        
    むかし竹の子（水煮）   

  200g   600円  （税込648円） 

イメージイメージ

1138        
    きざみ たけのこ水煮  

  120g   341円  （税込368円） 

 福岡県産たけのこを
水煮にし、調理しやす
いよう短冊切りにしま
した。pH調整剤は不
使用です。            λ大一食
品工業（福岡県八女
市）  δお届け後30日
保証   

限定 1000

チンジャオロウスーも簡単に作れますチンジャオロウスーも簡単に作れます

1140    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    うずらの卵の水煮（ツインパック）  

  6コ×2パック   328円  （税込354円） 
 飼料までこだわり育てたうずらの卵を水
煮にしました。天日塩のみで仕上げてい
ます。便利なツインパックです。            λ食通
（東京都世田谷区）    θ卵 

1141    ττ   NN 10/1お届け週10/1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）     

1142    ττ   NN 10/1お届け週10/1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）     

イメージイメージ

1143    υυ   NN 10/1お届け週10/1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30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

1144    υυ   NN 10/1お届け週10/1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30日保証   

限定 500

味付けするだけでさっと一品完成味付けするだけでさっと一品完成

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。

11139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。  ■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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有機新潟コシヒカリ 
λ有機／井浦 博之、
他／新潟県

白 米
1.5kg 1,180円（税込1,274円） 1145

3kg

2,290円（税込2,473円） 1167

胚芽米 2,330円（税込2,516円） 1168

玄  米 2,140円（税込2,311円） 1169

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） 1146

胚芽米 3,540円（税込3,823円） 1147

玄  米 3,280円（税込3,542円） 1148

有機宮城ササニシキ 
λ有機／蕪栗米生産組合、
他／宮城県

玄  米 5kg 3,130円（税込3,380円） 1149

有機山形つや姫
λ有機／吾妻農産、
他／山形県

白 米

5kg

3,580円（税込3,866円） 1153

胚芽米 3,660円（税込3,953円） 1154

玄  米 3,380円（税込3,650円） 1155

有機西日本の米 
λ有機／宮崎アグリアート、他／
宮崎県、福岡県、熊本県、鹿児島県、
滋賀県、岡山県、大分県、広島県、島根県

無洗米

5kg

3,730円（税込4,028円） 1150

胚芽米 3,760円（税込4,061円） 1151

玄  米 3,480円（税込3,758円） 1152

新潟コシヒカリ  
λ減／金内神命堂、他／新潟県

白 米
1.5kg 870円    （税込940円） 1156

5kg
2,780円（税込3,002円） 1157

玄  米 2,580円（税込2,786円） 1158

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） 1168

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） 1159

胚芽米 2,820円（税込3,046円） 1160

玄  米 2,630円（税込2,840円） 1161

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） 1162

5kg

2,680円（税込2,894円） 1163

無洗米 2,730円（税込2,948円） 1164

胚芽米 2,760円（税込2,981円） 1165

玄  米 2,480円（税込2,678円） 1166

おいしさ厳選米（有機） おいしさ厳選米（減）

白 米 5kg 2,750円（税込2,970円） 1168ご好評につき、ご注文・新規のご登録は終了しました。

米 大地を守る会のお米が
おいしい3つの理由

全国各地の信頼できる生産者と契
約栽培。こだわり抜いた有機JAS米
も多数取り扱っています。

1
珍しいお米から定番品まで約15品
種と多彩。精米方法も胚芽米や無
洗米などをそろえています。

2
農薬に頼らず、手作業の除草。有機質たい肥での土作り。寒暖差のある
棚田で作ったうまみのあるお米。田んぼの動植物を守り、人にも自然に
もやさしい栽培など、生産者の努力と自然の賜物がおいしさを育みます。

3

※新米マークは2018年産。

白 米

5kg

3,580円（税込3,866円） 1153

胚芽米 3,660円（税込3,953円） 1154

玄  米 3,380円（税込3,650円） 1155

ご好評につき、ご注文・新規のご登録は終了しました。

   有機熊本ミルキークイーン            
 1170     白米 5kg    3,730円    （税込4,028円）          

 1171     七分 5kg    3,730円    （税込4,028円）          

 1172     玄米 5kg    3,530円    （税込3,812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／あそ有機農園／熊本県     

   有機水郷あやめの里コシヒカリ            
 1173     白米 5kg    3,380円    （税込3,650円）          

 1174     七分 5kg    3,380円    （税込3,650円）                                                                                                   
 トウガラシなどを使っての防虫対策、食味向上のため海
水をまくなど工夫を凝らしています。篠田さんは、代々
100年続くベテラン米農家です。            λ有機／篠田 要／茨
城県     

   有機北海道ななつぼし            
 1175     白米 5kg    3,580円    （税込3,866円）          

 1176     七分 5kg    3,580円    （税込3,866円）                                                                                                   
 粘り、つや、うまみの三拍子そろった上に大きな粒が特
徴なお米です。北海道の雄大な自然の恵みをお届けしま
す。            λ有機／北斗会、他／北海道     

   有機北海道ふっくりんこ            
 1177     白米 5kg    3,580円    （税込3,866円）        
 1178     玄米 5kg    3,380円    （税込3,650円）                                                                                                 
 「ひと粒ひと粒がふっくらとしておいしそう」というのが名
前の由来。ふっくらとした食感が人気です。    〔1178〕※葉
緑素の残った緑色の玄米（活青米 いきあおまい）が多く
混じっている場合があります。        λ有機／金子 英治／北
海道     

   有機熊本森のくまさん            
 1179     白米 5kg    3,680円    （税込3,974円）          

 1180     七分 5kg    3,680円    （税込3,974円）          

 1181     玄米 5kg    3,480円    （税込3,758円）                                                                             
 世界農業遺産の阿蘇でお米を作っている大和秀輔さん
のお米を中心にお届けいたします。ヒノヒカリとコシヒカ
リから生まれた美味しいお米です。            λ有機／大和 秀輔
／熊本県     

   高知コシヒカリ            
 1182     白米 5kg    3,630円    （税込3,920円）          

 1183     玄米 5kg    3,480円    （税込3,758円）                                                                                                   
 循環型の自然に負荷をかけない農業を実践している田
島さんや紙マルチ農法の村上さんなど若い生産者が米
作りに励んでいます。            λ無／高生連／高知県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1184     白米 2kg    1,400円    （税込1,512円）          

 1185     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     

   高知 よさ恋美人            
 1186    無洗米    白米 5kg    2,880円    （税込3,110円）          

 1187     七分 5kg    2,830円    （税込3,056円）          

 1188     玄米 5kg    2,630円    （税込2,840円）                                                                             
 注目の新品種である「よさ恋美人」。コシヒカリよりも良食味と言われてい
ます。今季、大注目の一番早い新米の登場です！            λ減／高生連／高知県     

   提携米大潟村あきたこまち            
 1189     白米 5kg    2,760円    （税込2,981円）          

 1190     玄米 5kg    2,560円    （税込2,765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     

   水郷あやめの里コシヒカリ            
 1191     白米 5kg    2,500円    （税込2,700円）          

 1192     七分 5kg    2,500円    （税込2,700円）                                                                                                   
 千葉県有数の米どころ。コシヒカリがいち早く出荷となり
ます。水の郷で作られるピカピカの新米をお召し上がり
ください。            λ減／佐原自然農法研究会／千葉県     

   高知ミルキークイーン            
 1193     白米 5kg    2,860円    （税込3,089円）          

 1194     玄米 5kg    2,660円    （税込2,873円）                                                                                                   
 低アミロース米のミルキークイーン。粘りの強さが特徴
です。冷めても「モチモチ感」が続くのでお弁当用には最
適です            λ減／高生連／高知県     

   北海道ゆめぴりか            
 1195     白米 5kg    2,880円    （税込3,110円）          

 1196     七分 5kg    2,880円    （税込3,110円）          

 1197     玄米 5kg    2,680円    （税込2,894円）                                                                             
 ほど良い粘り、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。見ためもきれいです。    〔1195・1196〕※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。〔1197〕※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／当麻グリーンライフ／北海道     

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

                      

 北海道十勝の大自然のなかで育てまし
た。赤飯、おしるこにどうぞ。            λ無／渡部  
信一／北海道     

1198    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道十勝の小豆  

  300g   452円  （税込488円） 

1199    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    高原の花豆  

  250g   739円  （税込798円） 
 大豆や小豆よりもかなり大きく、ほくほく
していて栗のような食感です。甘く煮て食
べると美味。            λ無／有坂 泰志／長野県     

 6,000気圧の超高圧をかけた消化吸収の良い玄米
です。    ※一般炊飯器で本品120gに対し水1合（180cc）
の割合で、30～60分水に浸してから炊いてください。
        λかどまさや（和歌山県橋本市）  δお届け後60日保証   

1200    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    スーパー玄米（手軽に炊けるおいしい玄米）  

  1kg   1,548円  （税込1,672円） 

限定 1000
イメージイメージ

 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）     

1201    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    穀物満彩（穀物ブレンド）  

  500g   2,248円  （税込2,428円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1202        
    七福豊穣米の素  

  500g   1,300円  （税込1,404円） 

 厳選された国産の大麦（押し
麦）・黒米・赤米・あわ・きび・ひえ・
アマランサスを使用。雑穀を手軽
に摂取できます。    ※炊飯時、お好
みの量を加えて炊いてください。
  ■内容／大麦（押し麦）、黒米、赤
米、あわ、きび、ひえ、アマランサス
      λマゴメ（東京都八王子市）     

お米と一緒に炊くだけと簡単お米と一緒に炊くだけと簡単

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

1203        
    熊本ゆのまえ産もち麦  

  350g   1,100円  （税込1,188円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1204    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆ごはん禄

ろくこくまい

穀米（2袋）  
  500g×2袋   2,000円  （税込2,160円） 

 白米、玄米、黒豆、大
豆、押麦、もち米を合
わせました。一晩水に
浸して、普通に炊くだ
けで豆ごはんに。    ※1
袋で炊き上がり3合分
です。        λ松幸農産（三
重県明和町）  δお届
け後45日保証  θ大豆 

もっちりほくほくの豆ごはんが手軽にもっちりほくほくの豆ごはんが手軽に

今週の米（有機・無）

今週の米（減）

12 139号 「おいしさ厳選米」は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。 お買い物サイトでご登録ください。
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ハム・
ソーセージ

ハム・ソーセージ：
原料肉はすべて国産

発色剤、
化学調味料（アミノ酸等）は
不使用

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

                      

 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   

1205    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ベーコンスライス（中津）  

  120g   568円  （税込613円） 

毎週 9061

 ベーコンの切れ端や形が整っていない
部分を集めました。ちょっと使いたいとき
に便利です。            λ中津ミート（神奈川県愛
川町）     

1206    ττ       
    徳用 規格外・ベーコン切り落とし（中津）  

  100g   389円  （税込420円） 

限定 2000

 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   

1207    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ロースハムスライス（中津）  

  100g   532円  （税込575円） 
 さらりとして甘みのある脂身のロース肉を、
一晩かけて直火で燻製。素材のうまみとスモ
ークの風味をお楽しみください。            λとん太フ
ァミリー（栃木県益子町）  δお届け後6日保証   

1208    υυ       
    大地うまみこい豚 ロースベーコンスライス  

  70g   575円  （税込621円） 
 豚モモ肉を塩、砂糖、香辛料で味付け。な
めらかな食感。2016年にIFFA（ドイツ
国際コンテスト）で金賞受賞。            λファイン
（山形県高畠町）  δお届け後7日保証   

1209    υυ       
    本場ドイツが認めたファインのボンレスハムスライス  

  80g   498円  （税込538円） 

 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）     

1210    ττ       
    徳用 規格外・ハム切り落とし（中津）  

  100g   360円  （税込389円）  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   

1211    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

 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   

1212    υυ   NN 10/1お届け週10/1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） 
 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   

1213    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    粗挽ウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 
 肉のうまみを感じるぷりっとした食感。ス
モークや香辛料が強過ぎないので、お料
理の具材にもどうぞ。            λ中津ミート（神
奈川県愛川町）  δお届け後3日保証   

1214    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ポークウインナー（中津）  

  120g   370円  （税込400円） 

毎週 9063

 甘みのある脂身が特徴のバラ肉に、乾塩法
で海の精の粗塩、和三盆糖、香辛料をすり込
み、うまみを最大限に引き出しました。            λフ
ァーマーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1215    ττ       
    北海道放牧豚ベーコンスライス  

  70g   380円  （税込410円） 
 北海道でのびのびと育った放牧豚に、北
海道の山菜「行者にんにく」を練り込みま
した。食欲を刺激する香り。            λファーマ
ーズファクトリー（北海道恵庭市）     

1216    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） 
 煮込みハンバーグにもどうぞ。お弁当や
お子さんのおかずにぴったりのミニサイ
ズです。            λ中津ミート（神奈川県愛川町）
    θ小麦・卵・乳 

1218    ττ       
    中津ミートの合挽生ハンバーグ（ミニ）  
  180g（30g×6コ）   435円  （税込470円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

1220    ττ       
    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   

うまみが濃い中津ミート自慢の豚肉セットうまみが濃い中津ミート自慢の豚肉セット

1221    ττ       
    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）     

1222    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

1223    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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風味ごはんにぴったりの甘辛風味

 豚ロースを神奈川県産の米から造った
塩麹に漬け込みました。豚肉のうまみが
ぐっと引き出されています。            λ中津ミート
（神奈川県愛川町）  εお届け後3日保証   

1225    υυ       
    豚ロース塩こうじ漬（中津）  

  200g（2枚）   698円  （税込754円） 

イメージイメージ

イメージイメージ

短角牛×うまみこい豚の深いうまみ。短角牛×うまみこい豚の深いうまみ。
焼いてお好みのソースでどうぞ焼いてお好みのソースでどうぞ

「山形村短角牛」と「大地うまみこ
い豚」を使った合挽肉と、大地を
守る会の生産者の玉ねぎで作っ
たハンバーグです。ふっくら焼き
上がるように製法にもこだわりま
した。

             λミートコンパニオン（埼玉県鶴ヶ島市）
    θ小麦・卵 

1219    ττ       
    大地うまみこい豚と短角牛の合挽ハンバーグ  

  70g×2パック   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

塩麹が引き出す鶏肉のうまみ。塩麹が引き出す鶏肉のうまみ。
焼くだけで主菜が完成します焼くだけで主菜が完成します

秋川牧園の若鶏ムネ肉を使用。抗
生物質や合成抗菌剤を使わず、開
放型鶏舎でのびのびと育てた健
康な鶏肉です。塩麹に漬けること
で肉のうまみを引き出し、やわら
かな食感に。フライパンで焼くだ
けで主菜の完成です。

             λ秋川牧園（山口県山口市）     

1228    ττ       
    フライパンで簡単 若鶏塩麹漬け  

  150g   398円  （税込430円） 

 大地うまみこい豚のロース肉を、こく深い醤油
ダレで味付け。フライパンで焼くだけの簡単調
理で、主菜が完成します。          約3mm厚  λミートコ
ンパニオン（神奈川県相模原市）    θ小麦・大豆 

1226    ττ       
    大地うまみこい豚ロース肉・こくうま醤油たれ漬  

  210g   850円  （税込918円） 

イメージイメージ

 大地うまみこい豚のロース肉を薄切りに
し、ていねいに重ねてとんかつにしました。
ジューシーでやわらかな食感。            λミートコ
ンパニオン（神奈川県相模原市）    θ小麦 

1227    ττ       
    大地うまみこい豚ロースミルフィーユかつ  

  200g(2枚)   722円  （税込780円） 

イメージイメージ

セットもの・簡単調理

かめばかむほど深い味、く
さみがまったくなくてサラダにも
ぴったり。ハーブとの相性も良い
です。大地を守る会のパンフレッ
トに載っていた、長ねぎをごま油
醤油味に調理したのがあったの
で、チャーシューにのせて食べた
ら最高でしたよ。

（かりんとうさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの サラダにもよく合ってサラダにもよく合って
かめばかむほどおいしいかめばかむほどおいしい

 濃厚なうまみとジュー
シーな口当たり。甘辛
いタレで煮込んで表
面を炙り、再びタレに
漬け込みました。            λと
ん太ファミリー（栃木
県益子町）  δお届け後
6日保証  θ小麦・大豆 

1217    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地うまみこい豚 チャーシュースライス  

  70g   540円  （税込583円） 

こ
ん
に
ち
は
。
大
地
を
守
る
会
の
宅
配
に
は
、販
売
数
量
が
少
な
く
、ツ
チ
オ
ー
ネ
に
掲
載
で
き
な
い
商
品
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
商
品
や
、少
量
規
格
、そ
の
週
の
ツ
チ
オ
ー
ネ
に
載
っ
て
い
な
い
商
品
な
ど
を
、大
地
を
守
る
会
の
お
買
い
物
サ
イ
ト
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。
畜
産
品
で
は
サ
イ
ト
限
定
で
、「
本
田
さ
ん
のT

H
A
T
'S

国
産
平
飼
卵
」「
岡
崎
お
う
は
ん
の

平
飼
卵
」、「
冷
凍
短
角
牛
ス
ジ
」
な
ど
を
毎
週
20
〜
30
種
類
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、お
得
品
な
ど
の
ペ
ー
ジ
も
あ
り
、い
ろ
い
ろ
な
発
見
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
商
品
担
当
・
安
生
三
之
）

商
品
担
当
よ
り

13139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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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

                      

1230    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   

1232    υυ       
    短角牛細切炒め用  

  180g   1,470円  （税込1,588円） 
 短角牛のモモ肉が中心の細切りカット。
包丁いらずで便利です。牛脂付。          太さ約
5mm  λ山形村短角牛肥育部会（岩手県
久慈市）  εお届け後2日保証   

1233    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    短角牛すき焼用  

  180g   1,564円  （税込1,689円） 
 カタロース・モモ肉などを使用。煮物、炒
め物に。牛脂付。          約3mm厚  λ山形村短
角牛肥育部会（岩手県久慈市）  εお届け
後2日保証   

1234    υυ       
    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   

1235    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1236    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1238    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1239    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1240    υυ       
    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   

イメージイメージ

1237    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） 

 程よい脂身がきめ細
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   

短角牛の滋味をシンプルな味付けで短角牛の滋味をシンプルな味付けで

1242    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1243    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1244    ττ       
    冷凍合挽（阿蘇あか牛:豚=7:3）  

  200g   831円  （税込897円） 
 阿蘇あか牛と大地うまみこい豚を7:3でブレンド。
こくがありながらさっぱりとした後味です。          直径約
3mm  λうぶやま村あか牛の会・仙台黒豚会（熊本
県産山村・宮城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

イメージイメージ

1241    ττ       
    冷凍阿蘇あか牛サーロインステーキ用  
  200g(1枚)   3,200円  （税込3,456円） 

 やわらかい赤身と程
よく入った脂身のうま
みがおいしいサーロ
イン。阿蘇山の麓で飼
育しました。牛脂付。
            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   

やわらかな赤身をステーキで堪能やわらかな赤身をステーキで堪能
 山形村短角牛と大地う
まみこい豚を1：1でブレ
ンド。チャック付き袋入
り。          直径約3mm  λ山
形村短角牛肥育部会・
仙台黒豚会（岩手県久
慈市・宮城県大崎市他）
  δお届け後60日保証   

1245    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    冷凍合挽肉・バラ凍結  

  300g   1,017円  （税込1,098円） 

豚肉

非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用

病気治療目的以外の
薬物投与は原則禁止

                      

1247    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   

1229    υυ   NN 10/1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   

1231    υυ       
    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   

1275    ττ       
    うまか赤鶏ムネ肉  

  200g   520円  （税込562円） 
 筋がほとんどなくやわらかで、さっぱり
としたなかにも濃いうまみがある部位。
            λ九州赤鶏の会（大分県日田市他）     

1271    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週        
    鶏ムネ肉（まほろば）  

  300g   528円  （税込570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）     

1264    υυ   NN 10/1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

1246    υυ   NN 10/1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

イメージ

秋の食材・きのこを使って、うまみたっぷりの一皿を作りましょう。

この時季食べたい

お肉 de 秋メニューきのこ
こく深い
一品を

いろいろなきのこを入れて、
ボリュームある一品に

ごはんがすすむ定番メニューで
赤身のおいしさを満喫 きのこのうまみがポイント。

ぱぱっとできる時短レシピ

き
の
こ
た
っ
ぷ
り

ハ
ヤ
シ
ラ
イ
ス

豚
肉
と
き
の
こ
の

フ
ラ
イ
パ
ン
蒸
し

鶏
ム
ネ
肉
と

き
の
こ
の
ソ
テ
ー

イメージ

イメージ

14 139号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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モモとバラがセットで、し
かもネットにすでに入っているの
で、とてもお買い得です。おいし
くいただきました。

（みるみるさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの 2種類セットでネット入りは2種類セットでネット入りは
お得で、味もおいしい♪お得で、味もおいしい♪

イメージイメージ

1248    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1249    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1250    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1251    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用大地うまみこい豚 豚丼用うす切り  

  400g   988円  （税込1,067円） 
 薄めでやわらかなスライス肉の400g徳
用規格。他の料理にもたっぷり使えます。
          約1.8mm厚  λ仙台黒豚会（宮城県大崎
市他）  εお届け後2日保証   

1252    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   

1253    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

 モモ、バラのブロック肉に、焼豚を作りやすいよう
ネットをかけました。後は煮込むだけです。        ■セッ
ト内容／モモブロック・バラブロック各300g    λ仙
台黒豚会（宮城県大崎市他）  δお届け後60日保証   

1260    ττ       
    冷凍大地うまみこい豚焼豚用モモ・バラブロックセット  

  各300g   1,574円  （税込1,700円） 

1254    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   

1255    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1256    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   

1257    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    冷凍大地うまみこい豚ロースしゃぶしゃぶ用  

  200g   629円  （税込679円） 
 程よく脂身を含みます。ゆでたり炒めた
り、煮物に入れても。          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   

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

1258    υυ       
    大地うまみこい豚カタロースブロック  

  400g   1,187円  （税込1,282円） 

1259    υυ       
    大地うまみこい豚ロースブロック  

  400g   1,257円  （税込1,358円） 
 きめ細かく、程よく脂身が混ざり、塊の
まま煮込んでもやわらか。            λ仙台黒豚会
（宮城県大崎市他）  εお届け後2日保証   

1261    ττ       
    えばらハーブ豚ヒレブロック  

  180g   925円  （税込999円） 
 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   

1262    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   

1263    ττ       
    北海道放牧豚カタロース生姜焼き用  

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

1265    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   

1266    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   

1267    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1268    υυ       
    大地うまみこい豚モモ挽肉  

  200g   458円  （税込495円） 
 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   

 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   

1269    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

                      

1270    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鶏モモ肉（まほろば）  

  250g   628円  （税込678円） 
 程よい脂身で味が濃く、香ばしいうまみ
たっぷりのモモ肉です。歯ごたえも良く、
幅広い料理に合います。            λまほろばライ
ブファーム（山形県高畠町）     

毎週 9058

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

1272    ττ       
    鶏ササミ・バラ凍結（まほろば）  

  300g   680円  （税込734円） 

1273    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鶏手羽先・バラ凍結（まほろば）  

  300g   480円  （税込518円） 
 肉だけでなく骨や皮からも奥深いだしが
出ます。煮物やスープに。            λまほろばラ
イブファーム（山形県高畠町）     

1274    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鶏手羽元・バラ凍結（まほろば）  

  300g   500円  （税込540円） 
 骨付き手羽で肉の割合が多い部位。煮物
やフライドチキンに。            λまほろばライブフ
ァーム（山形県高畠町）     

1277    ττ       
    鶏ムネ肉唐揚用・バラ凍結（まほろば）  

  500g   998円  （税込1,078円） 
 必要な分だけ取り出せます。唐揚げの
他、ソテー、煮物にも。            λまほろばライブ
ファーム（山形県高畠町）     

1278    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    包丁いらずの鶏モモ薄切りコマ・バラ凍結  

  350g   928円  （税込1,002円） 
 鶏モモ肉を薄くスライスしてバラ凍結。
解凍も火の通りも早いので便利です。          約
4mm厚  λまほろばライブファーム（山
形県高畠町）     

1279    ττ       
    もったいナイ・うまか赤鶏モモ粗挽き・バラ凍結  

  300g   880円  （税込950円） 
 モモ肉の端材が原料。大きめのミンチで
炒め物やスープの具材などに活躍しま
す。チャック付きで便利！          直径約8mm
  λ秋川牧園（山口県山口市）     

1280    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    地鶏・北浦シャモひとくちカット（モモ&ムネ）  

  150g   637円  （税込688円） 
 モモ肉とムネ肉を一口サイズにカットし
ました。親子丼や煮物にぴったりです。
シャモのうまみで料理がひと味アップ。
            λ北浦シャモ農場（茨城県行方市）     イメージイメージ

1276    ττ       
    鶏モモ肉（秋川）  

  200g   498円  （税込538円） 

 非遺伝子組み換えの
植物性飼料を与え、広
く清潔な鶏舎で健康
に育てました。くさみ
がなく、うまみしっか
り。            λ秋川牧園（山口
県山口市）     

ソテーするだけでメイン料理にソテーするだけでメイン料理に
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獲ってから水揚げされるまでの
時間が短いので新鮮！ 
厚みや脂のりもしっかり。

 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］   

1281    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

 漁場に近い加工場で、新鮮なアジをすば
やく三枚におろし、皮をむいて急速凍結。
うれしい徳用規格でお届け。        ■漁場／新
潟県    λまえた（新潟県新潟市）  ［生食可］   

1282    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    お徳用 新潟県産お刺身あじ  

  100g×2パック   857円  （税込926円） 

イメージイメージ

 高知県沖で一本釣りしたカツオを、水揚げ
後すぐに下処理し、凍結しました。        ■漁場
／高知県    λ土佐佐賀産直出荷組合（高知
県黒潮町）  δお届け後45日保証［生食可］   

1283    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    土佐近海一本釣りかつお刺身用  

  100g   661円  （税込714円） 

イメージイメージ

 三陸沖で獲れたトロカツオを、土佐伝統の強火のわ
ら焼きで、いぶし焼きにしました。少量ずつの個包装
もうれしい。        ■漁場／太平洋    λ土佐佐賀産直出荷
組合（高知県黒潮町）  δお届け後45日保証［生食可］   

1284    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    土佐わら焼きかつおたたき  

  160g(2パック)   895円  （税込967円） 

イメージイメージ

 大功丸が獲ったしっかりとしたうまみの
マグロ。刺身やカルパッチョで。        ■漁場
／太平洋    λ村田漁業（宮城県気仙沼市）
  δお届け後10日保証［生食可］   

1285    ττ       
    大功丸のめばちまぐろ赤身（刺身用）  

  130g   1,010円  （税込1,091円） 

イメージイメージ

 一つ一つていねいに筋を除去して食感良
く仕上げました。酸化防止剤やゼラチン
などは不使用。            λマストミ（徳島県徳島
市）  δお届け後7日保証［生食可］   

1286    ττ       
    まぐろすき身（ネギトロ用）  

  50g×2パック   589円  （税込636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］   

1287    ττ       
    網走産ほたて貝柱（刺身用）  

  110g   810円  （税込875円） 
 甘みが濃厚な天然ホタテの割れ貝のむき
身。形は不ぞろいですが、おいしさは正規
品と変わりありません。        ■漁場／北海道
    λ知床ジャニー（北海道斜里町）  ［生食可］   

1288    ττ       
    もったいナイ魚・オホーツク産帆立貝柱（刺身用）  

  150g   950円  （税込1,026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］   

1289    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

 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］   

1290    ττ       
    もったいナイ魚・日本海産小イカ（刺身用）  

  270g(3尾以上)   439円  （税込474円） 
 国産真ダコを新鮮なうちにボイルして冷凍。し
っかりした歯ごたえと、濃厚なうまみを楽しめ
ます。        ■漁場／五島沖    λ五島ライブカンパニー
（長崎県五島市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1291    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    五島産ボイル真だこ  

  150g   857円  （税込926円） 

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 

1292    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

 特製のタレは、コチュジャンと胡麻油などで作り
ました。マグロとの相性も良く、食欲をそそる味
わいです。        ■漁場／太平洋    λマストミ（徳島県徳
島市）  δお届け後7日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1293    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    韓国風まぐろ丼用  
  まぐろ50g×2､タレ20g×2   810円  （税込875円） 

イメージイメージ

 新鮮なカツオを特製ごまダレに漬け込みまし
た。ごまと醤油の甘辛い風味が、食欲をそそり
ます。        ■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［生食可］  θ小麦・大豆 

1294    ττ       
    かつお漬け丼用（ごま醤油味）  
  80g(固形量50g)×2パック   674円  （税込728円） 

イメージイメージ

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

1295    ττ       
    ぶり漬け丼用  
  75g(固形量60g)×2パック   690円  （税込745円） 

イメージイメージ

 千島海域で獲れた天然の紅鮭を、特製のタレで漬
け込みました。ごはんにのせれば、漬け丼のでき
上がり。        ■漁場／ロシア    λ札幌中一（北海道札幌
市）  δお届け後45日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1296    ττ       
    紅鮭漬け丼の素  

  70g×2パック   899円  （税込971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       
    北海道産スモークサーモン  

  80g   645円  （税込697円） 
 脂ののった雄の鮭のみを使用。ていねいに
塩漬け、スモークしました。        ■漁場／北海
道    λ札幌中一（北海道札幌市）  ［生食可］   

1298    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用・北海道産スモークサーモン  

  160g   1,100円  （税込1,188円） 

イメージイメージ

 知床産の雄鮭を使用。ハーブスパイスを
きかせ、しっとりと仕上げました。            λユー
トピア知床（北海道斜里町）  δお届け後
45日保証［生食可］   

1299    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用鮭香草じめ  
  70g×2パック   1,080円  （税込1,166円） 

イメージイメージ

刺身

 ねぎ味噌を、中骨を抜いたサンマに
はさみました。オーブンなどで温めて
どうぞ。            λ札幌中一（北海道札幌市）
  δお届け後45日保証  θ大豆 

1358    ττ   NN 10/1お届け週    
    さんまのネギみそ焼  

  160g(2尾)   568円  （税込613円）  スケトウダラのすり身と、網走産雄鮭 スケトウダラのすり身と、網走産雄鮭
の落とし身を混ぜ合わせました。スケの落とし身を混ぜ合わせました。スケ
トウダラと鮭のうまみが詰まった一トウダラと鮭のうまみが詰まった一
品です。            品です。            λλ桃屋食品（北海道札幌市）桃屋食品（北海道札幌市）
    δδお届け後45日保証  お届け後45日保証  θθ卵・大豆 卵・大豆 

1489    ττ       
    たら鮭すり身団子  

  150g(7コ)   406円  （税込438円） 

養殖ではなく、天然ものの鮭。
かみしめるほどににじみ出る
うまみが魅力です。

イメージイメージイメージ

イメージ

 味の良い雄鮭を厳選して冷蔵でお届け。ソテー、バター焼きなど、シン
プルな調理でどうぞ。    ※時化（しけ）等により水揚げがない場合は欠品
となります。※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／北海道    λ札幌
中一（北海道札幌市）  εお届け後3日保証   

1301    υυ   NN 10/1お届け週    
    今が食べ旬（どき）・鮮魚 北海道産 秋鮭切身  

  210g(3切)   729円  （税込787円） 
 北海道厚岸で獲れた、旬の生サンマをお届けします。    ※時化（しけ）等
により水揚げがない場合は、代用（北海道産）または欠品となります。
※10月頃までの取り扱い予定。    ■漁場／厚岸沖    λ札幌中一（北海道
札幌市）  εお届け後3日保証   

1313    υυ   NN 10/1お届け週    
    今が食べ旬（どき）・鮮魚 厚

あっけし

岸のさんま（加熱用）  
  3尾   830円  （税込896円） 

刺身・切身
エビ・カニ・貝

                      

※ ランキング集計期間：
2017年114号 ～ 2018年113号

部門別人気商品
ベスト3をご紹介
このマークが目印

▲

今週のピックアップ今週のピックアップ
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ぎゅっと詰まったタラと鮭のうまみ ねぎ味噌の香ばしさがたまりません汁物やお鍋に 温めるだけの一品

Point 鮭

16 139号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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 紅鮭とホタテをたっぷり使用し、フランス料
理のシェフが考案した特製カルパッチョソ
ースでマリネしました。            λ札幌中一（北海
道札幌市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1300    ττ       
    紅鮭とほたてのマリネ  

  120g   850円  （税込918円） 

イメージイメージ

 身質の良い新鮮な雄鮭を使用。塩を振っ
ていないので、幅広い料理に使えます。
        ■漁場／北海道    λ魚中（東京都足立区）
  δお届け後45日保証   

1302    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   780円  （税込842円） 
 北海道産の天然雄鮭。薄塩味で、程よく脂が
のった鮭本来のうまみが生きています。絶妙
な塩加減を堪能して。        ■漁場／北海道    λ魚
中（東京都足立区）  δお届け後45日保証   

1303    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産 鮭切身（うす塩味）  

  120g(2切)   620円  （税込670円） 
 長崎県沖で漁獲した、適度に脂ののった真
アジの三枚おろし。腹骨をすき取っているの
で食べやすいです。        ■漁場／長崎県    λ荒木
水産（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1304    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    フライパンで焼ける真あじの三枚おろし  

  180g(5枚以上)   529円  （税込571円） 
 市場に流通することがほとんどない小さな真ア
ジ。下処理済なので、解凍後すぐに料理できます。
唐揚げや南蛮漬けにどうぞ。        ■漁場／長崎県    λ荒
木水産（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1305    ττ       
    もったいナイ魚・長崎産真あじ（下処理済）  

  250g(8尾以上)   430円  （税込464円） 

 小ぶりで一般流通に出せない真サバを三
枚におろし、1枚ずつの個包装にしました。
DHA・EPAも豊富です。        ■漁場／長崎県    λ荒
木水産（長崎県長崎市）  δお届け後45日保証   

1306    ττ       
    もったいナイ魚・長崎産さばフィーレ  

  400g(5枚以上)   720円  （税込778円） 
 宮城県の三陸・金華山沖で漁獲された脂の
りの良い金華サバを、一汐（軽く振り塩）加工
して切身にしました。        ■漁場／宮城県    λアイ
ケイ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1307    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    金華さば一汐切身  

  180g(4切)   380円  （税込410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   

1308    ττ       
    八戸前沖さばフィレ（うす塩味）  

  180g(3枚)   538円  （税込581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   

1309    ττ       
    北海道産 骨取り真さば切身  

  150g(3枚)   468円  （税込505円） 
 お子さんやご年配の方でも食べやすい一
口大のサバの切身です。フライやソテー
などにどうぞ。        ■漁場／宮城県    λアイケ
イ（宮城県石巻市）  δお届け後30日保証   

1310    ττ       
    もったいナイ魚・さばの一口切身  

  220g(8切以上)   380円  （税込410円） 

 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   

1314    ττ       
    もったいナイ魚・真だらフィーレ  

  300g(2枚以上)   458円  （税込495円） 
 大きめのウルメイワシを、三枚におろして
バラ凍結。蒲焼きやフライなどに。        ■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45日保証   

1311    ττ       
    うるめいわし三枚おろし  

  150g   458円  （税込495円） 
 ＤＨＡやＥＰＡが豊富といわれるサンマ。やや小ぶ
りな厚岸のサンマの頭と内臓を取って、 すぐに調
理しやすいようにしました。        ■漁場／厚岸沖    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1312    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    厚
あっけし

岸のさんま（無頭）  
  270g(5尾)   690円  （税込745円） 

 頭・ヒレもやわらかく、中骨もないので、
唐揚げにすれば丸ごと食べられます。
        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水産（島根県出
雲市）  δお届け後30日保証   

1315    ττ       
    山陰のかさご開き（中骨なし）  

  300g(4枚以上)   582円  （税込629円） 
 新鮮なスルメイカを船上で素早く処理
し、カット後バラ凍結にしました。炒め物
や煮物にご利用ください。        ■漁場／日本
海    λ福栄（鳥取県境港市）     

1316    ττ       
    スルメイカリングカット（輪切り）  

  200g   610円  （税込659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 

1317    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    エコシュリンプ（ブラックタイガー）（むきみ）  

  200g   1,180円  （税込1,274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 

1318    ττ       
    下処理済エコシュリンプ（ブラックタイガー）（L）  
  140g(7尾以上)   988円  （税込1,066円） 

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

1319    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国内産シーフードミックス  

  130g   550円  （税込594円） 
 国内主産地のなかから天然・手掘り漁のものを集めて、
砂抜き後パックしました。  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   

1320    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    活あさり（真空パック）  

  300g   629円  （税込679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）     

1321    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

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

1322    ττ       
    しじみ屋さんの冷凍しじみ（Lサイズ）  

  70g×2パック   499円  （税込539円） 
 旬の時季の広島県産カキを新鮮なうちに
急速凍結。大粒のみを選別しているので、
食べごたえ抜群です。        ■漁場／広島県
    λ広島県漁業協同組合（広島県広島市）     

1323    ττ       
    広島産大粒冷凍かき（加熱用）  

  300g   869円  （税込939円） 

すべて国内工場で製造

化学調味料（アミノ酸等）や
酸化防止剤等の
食品添加物不使用

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準

干物・漬込魚
                      

 朝市で買い付けた真アジを開きました。
脂質が10％以上あるアジに限定し、質も
鮮度も格別。        ■漁場／島根県沖    λ岡富商
店（島根県大田市）  δお届け後20日保証   

1324    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    「朝どれ」あじ開き（中）  

  180g(2枚)   530円  （税込572円） 
 長崎県五島灘で、旬の時季に漁獲された脂のり
の良い真アジ。上質な脂と程よい甘みが特徴。冷
凍のままグリルで焼いて。        ■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       
    旬の水揚げ 長崎産真あじの開き（5枚）  

  400g(5枚)   728円  （税込786円） 

 丸 と々して張りのある生のアジに1尾ずつ
手で塩を振り熟成させました。しっとりと
した身にうまみが凝縮されています。        ■漁
場／新潟県    λまえた（新潟県新潟市）     

1326    ττ       
    手塩にかけて仕上げた干物 あじ  

  200g(2枚)   593円  （税込640円） 
 脂ののった真サバを手作業で三枚におろし、
一夜干しにしました。しつこくない後味は良
質な脂の証です。        ■漁場／長崎県    λマルイ水
産商事（長崎県平戸市）  δお届け後45日保証   

1327    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    真さば一夜干し  

  240g（2枚）   450円  （税込486円） 
 高鮮度で脂のりの良い真ホッケをじっくりと
干し上げました。ふっくらとした食感と凝縮
された脂のうまみ。        ■漁場／北海道    λ間宮
商店（宮城県塩釜市）  δお届け後30日保証   

1328    ττ       
    北海道産 真ほっけ開き干し  

  250g(1枚)   599円  （税込647円） 
 適度に脂がのり、ふっくらと焼き上がりま
す。カット済みなので、フライパンやオー
ブンでの調理も簡単です。        ■漁場／日本
海    λまえた（新潟県新潟市）     

1329    ττ       
    もったいナイ魚・ほっけ切身干物  

  250g   548円  （税込592円） 

限定 450

 山陰を代表する高級魚ノドグロ（アカム
ツ）。脂のりが良く、「白身のトロ」と呼ば
れます。        ■漁場／山陰沖    λ渡邊水産（島
根県出雲市）  δお届け後30日保証   

1330    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    のどぐろ開き（中）  
  200g(2枚)   1,259円  （税込1,360円） 

 山陰沖で獲れた、脂のりの良いカマスを使
用。あっさりと上品な白身です。グリルで
焼いてどうぞ。        ■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   

1331    ττ       
    山陰のかます開き  

  160g(2枚)   464円  （税込501円） 
 宮城県産のキンメダイを低温でソフトに干
し上げました。        ■漁場／宮城県    λ間宮商店
（宮城県塩釜市）  δお届け後30日保証   

1332    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    宮城県産 金目鯛一夜干し  

  150g(1枚)   625円  （税込675円）  脂ののったカレイを無添加のタレに漬けて干
しました。焼きたての香りとやわらかさは格
別です。        ■漁場／ロシア    λ島源商店（静岡県
伊東市）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1333    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    かれいみりん醤油干し  

  140g(2切)   615円  （税込664円） 
 希少な国産本シシャモです。かむほどにあふ
れる豊富なうまみが特徴です。そのまま焼いた
り、フライにしてどうぞ。        ■漁場／北海道    λ札
幌中一（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1334    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産本ししゃも（メス）  

  10尾   918円  （税込991円） 
 日本で古くから食されてきた国産本シシャモで
す。卵を産まないオスの身はしまりが良く、実はお
いしいのです。お試しください。        ■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   

1335    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産本ししゃも（オス）  

  10尾   918円  （税込991円） 

切身

エビ・カニ・貝

干物

17139号●水揚げ状況により、漁場が変更になる場合があります。 ●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。

tsuci18_139_p17VN_3rd01.indd   17 2018/09/03   12:44:11



 八戸港で水揚げ後に冷凍したスルメイカ
を、伊豆の塩（海の精）で浅干しに。やわらか
い身が魅力です。        ■漁場／青森県    λ島源
商店（静岡県伊東市）  δお届け後15日保証   

1336    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    するめいか天日干し  

  160g(1枚)   690円  （税込745円） 
 適度に乾燥させた生干しの国産スルメイ
カ。凝縮された味わいは、そのままでもソ
テーや煮付けなども美味。        ■漁場／国産
    λまえた（新潟県新潟市）     

1337    ττ       
    生干しいか  

  150g(1枚)   549円  （税込593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。        ■漁場／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1338    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    銀だら西京漬け（2切）  
  140g(2切)   1,030円  （税込1,112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。        ■漁場／カナダ    λ魚中（東
京都足立区）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1339    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    銀だら西京漬け（3切）  
  210g(3切)   1,480円  （税込1,598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 

1340    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ごはんがすすむ・北海道産 鮭西京漬  

  120g(2切)   640円  （税込691円） 

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

1341    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    金華沖さばみりん醤油漬  

  180g(4切)   428円  （税込462円） 
 マトウダイを上品な味の柚庵漬けに。マト
ウダイは他の魚よりも食べられる部分が少
ない貴重な魚です。        ■漁場／山口県    λ日本
マリンフーズ（山口県下関市）    θ小麦・大豆 

1342    ττ       
    下関産まとうだい柚庵漬  

  120g(2切)   610円  （税込659円） 
 北海道産雄鮭の切身を、「やさかみそ」を中
心にした調味料と、刻みねぎを合わせて漬け
込みました。        ■漁場／北海道    λ桃屋食品（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ大豆 

1343    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    秋鮭ねぎ味噌漬  

  240g(4切)   990円  （税込1,069円） 

海藻：すべて国産

シラス：塩素系殺菌剤、
漂白剤等の食品添加物不使用

魚卵：リン酸塩、
発色・着色料等の
食品添加物不使用

魚卵・シラス
海藻

                      

 ロシア産塩タラコを、添加物不使用の特製調味
液に漬け込みました。程よい辛みにごはんがすす
みます。        ■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］  θ小麦・大豆 

1344    ττ       
    辛子明太子  

  60g   650円  （税込702円） 

 高鮮度のロシア産タラコを塩のみで加工。食
品添加物は不使用です。袋のやぶれた切子な
のでお得な価格。        ■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］   

1345    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    塩たらこ切子  

  150g   825円  （税込891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］   

1346    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    釜あげしらすツインパック（カネモ）  

  25g×2パック   278円  （税込300円） 

毎週 9060

 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       
    無
むちゃちゃえん

茶々園のちりめん  
  80g   600円  （税込648円） 

 岩手県重茂産のワカメのメカブです。粘りとコ
リコリとした歯ごたえを、和え物や汁物などでど
うぞ。        ■漁場／岩手県    λ重茂漁業協同組合（岩
手県宮古市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1348    ττ       
    きざみめかぶ  

  50g×4パック   471円  （税込509円） 
 沖縄県産の熟した太モズクのみを使い、国産
原料で味付けしました。モズクの歯ごたえと
程よい酸味が美味。            λ島酒家（沖縄県那覇市）
  δお届け後30日保証［生食可］  θ小麦・大豆 

1349    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    伊平屋島産味付け太もずく  

  230g   380円  （税込410円） 

すべて国内工場で製造

着色料、
化学調味料（アミノ酸等）等の
食品添加物不使用

原料は刺身・切身と同じ
取り扱い基準

魚の惣菜
簡単調理

                      

 添加物不使用の特製ダレを塗って香ばしくふっくら
と焼き上げました。食べきりサイズです。    ※売り上げ
金のうち25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 

1350    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼カット（タレ・山椒付き）50g  

  50g   1,225円  （税込1,321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   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ささエール薩摩川内うなぎ蒲焼（タレ・山椒付き）100g  
  1尾(100g)   2,550円  （税込2,750円） 

イメージイメージ

 千葉県産の天然真アナゴを白焼き後、特製のタ
レで蒲焼きに。不ぞろいですがおいしさは変わ
りません。            λ千葉県漁業協同組合連合会（千葉
県千葉市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1352    ττ       
    千葉県産焼き穴子（不揃いカット）  

  100g   980円  （税込1,058円） 
 雄の白鮭をお弁当用サイズにカットして
焼きました。解凍するだけでOK。個包
装なので保存しやすいです。            λ札幌中一
（北海道札幌市）  δお届け後45日保証   

1353    ττ       
    北海道産 焼鮭  
  150g(5切)   1,050円  （税込1,134円） 

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

1354    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    秋鮭西京焼き  

  100g(2切)   680円  （税込734円） 
 真サバを醤油ベースで煮込み、白味噌で
仕上げました。そのまま、または湯せんし
てどうぞ。            λ武田食品冷凍（兵庫県洲本
市）  δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

1355    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国内産さば味噌煮  

  130g   480円  （税込518円） 
 脂がよくのった「八戸前沖サバ」を、身がかたくな
らないようにふっくらと煮付けました。湯せんで
温めるだけ。        ■漁場／八戸    λタイム缶詰（岩手県
陸前高田市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1356    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    あたためるだけ簡単ふっくら煮魚（さば）  

  340g(2パック)   730円  （税込788円） 
 北海道道東沿岸で獲れる脂のりの良い秋の
サンマを、独自の製法で骨まで食べられるよ
うに調理しました。        ■漁場／北海道    λ知床ジ
ャニー（北海道斜里町）  δお届け後30日保証   

1357    ττ       
    骨まで食べられる焼きさんま（塩味）  

  150g   638円  （税込689円） 
 筋が多いなどの理由で取り除く部位を使
用。こだわりの調味料で、ごはんに合う甘辛
味に仕上げました。            λマストミ（徳島県徳
島市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1359    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もったいナイ魚・まぐろそぼろ煮  

  50g×2袋   390円  （税込421円） 

 焼いてあるのでくさみがなく、調理も簡
単。汁物、鯛めし、お茶漬けなどでタイの
うまみを存分に。        ■漁場／日本海    λまえ
た（新潟県新潟市）     

1360    ττ       
    もったいナイ魚・日本海産鯛あら焼き  

  200g   549円  （税込593円） 

イメージイメージ

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

1361    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もったいナイ魚・フライパンで焼く真さば オリーブオイル漬け  

  150g(3切)   398円  （税込430円） 

イメージイメージ

 規格外の小さな真ダラをオリーブオイルに漬けました。フ
ライパンで焼くだけの簡単調理。おいしさも太鼓判です。
小型のものを使用している分、お得な価格です。        ■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   

1362    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もったいナイ魚・フライパンで焼く真だら オリーブオイル漬け  

  180g(5切)   459円  （税込496円） 

イメージイメージ

 鮮魚のまま素早くミンチにし凍結。鍋や
汁物、ハンバーグなどに。        ■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   

1363    ττ       
    いわしミンチ  

  150g×2パック   616円  （税込665円） 

イメージイメージ

 山口県下関港で水揚げしたレンコダイの
中落ちを落とし身に。ハンバーグやつみ
れなどいろいろな料理に。        ■漁場／山口
県沖    λ日本マリンフーズ（山口県下関市）     

1364    ττ       
    もったいナイ魚・れんこ鯛落し身  

  300g(2パック)   530円  （税込572円） 

イメージイメージ

すべて国内工場で製造

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

佃煮・海苔
ふりかけなど

                      

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

1367    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    成清さんの有明一番摘み おにぎり用焼海苔  

  2切10枚×3袋   809円  （税込874円） 

 高級寿司に使えない
からはねるというの
が名の由来。小さな
穴がありますが、おい
しい海苔です。            λ成
清海苔店（福岡県柳
川市）     

1368    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    成清さんの有明一番摘み 寿司はね焼海苔  

  全形10枚   458円  （税込495円） 

 薄味で食品添加物不使用のため、鮭のお
いしさそのままです。おにぎりやお弁当
に便利です。            λ知床ジャニー（北海道斜
里町）  δお届け後30日保証   

1370    υυ       
    知
しれとこ

床ジャニーの鮭フレーク  
  80g   499円  （税込539円） 

イメージイメージ

1365      
    しょうがの佃煮  
  100g   522円  （税込564円） 

                 θ小麦・大豆 

1366        
    島っこ生のり佃煮  

  90g   428円  （税込462円） 
                 θ小麦・大豆 

1371    ττ      
    塩引鮭焼ほぐし  
  100g   548円  （税込592円） 

                  

簡単調理

魚の惣菜

漬込魚

18 139号 ●アレルゲン／θ以下、加工食品に含まれるアレルギー物質を含む食品8品目（表示義務7品目と大豆）を右のように表示します。 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、大豆
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※卵の総重量は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

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、卵です。THAT'S国産平飼卵は、
飼料中の穀物が国産100％で黄飼料中の穀物が国産100％で黄
身の色が淡いのが特徴。安心と身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。おいしさを兼ね備えた卵です。

卵
国産平飼

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

1541    ττ   NN 10/1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 

1546    ττ   NN 10/1お届け週    
    ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   798円  （税込862円） 

     ※11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 

1547    ττ   NN 10/1お届け週    
    麻婆茄子  

  150g×2パック   698円  （税込754円） 

限定 500

             λ総合農舎山形村（岩手県久慈市）     

1549    τ   NN 10/1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） 

             λニッコー（神奈川県大和市）    θ大豆 

1566    ττ   NN 10/1お届け週    
    豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

卵・乳製品

チーズ：ナチュラルチーズ
のみ。乳化剤不使用

牛乳：非遺伝子組み換え
穀物飼料を使用、
すべて低温殺菌

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 

1376    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大地を守る会の低温殺菌牛乳（ノンホモ）  

  1000ml   369円  （税込399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 

1377    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大地を守る会の低脂肪乳  

  1000ml   265円  （税込286円） 

毎週 9071

 長野県中部で育てられた牛
の生乳を、ノンホモジナイ
ズ、65℃ 30分で低温殺菌し
ています。  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 

1378    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 

1379    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会のびん低脂肪乳  

  720ml   250円  （税込270円） 

毎週 9074

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

1380    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    丹那の低温殺菌 低脂肪牛乳  

  1000ml   338円  （税込365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 

1381    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    那須のおいしい低温殺菌牛乳  

  1000ml   288円  （税込311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。  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 

1382    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パスチャライズ飛騨牛乳  

  1000ml   351円  （税込379円） 

毎週 9077

 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 

1383    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鈴鹿山麓の低温殺菌牛乳  

  500ml   183円  （税込198円） 

 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 

1385    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 9078

 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 

1386    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    丹那のむヨーグルト花子ちゃん  

  1000ml   369円  （税込399円） 

1387    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 9079

1388    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 9080

毎週 9081

 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、生乳の風味豊かです。
  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    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   280円  （税込302円） 

毎週 9082

 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    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    丹那の全乳ヨーグルト  

  500ml   319円  （税込345円） 

1372    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1375    υυ   NN 10/1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        
 1373    υυ       10コ  
  毎週 9066    518円    （税込559円）    
 1374    υυ       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）     

 日本では数少ない有
機認証を取得した松
本牧場の生乳を使
用。しっかりしたこく
とさっぱりした後味が
魅力。            λタカハシ乳業
（群馬県前橋市）  εお
届け後3日保証  θ乳 

1384    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機手づくり牧草の牛乳（松本さんちの低温殺菌牛乳）  

  500ml   322円  （税込348円） 

放
っ
て
お
い
た
10
坪
ば
か
り
の
庭
を
耕
し
、家
庭
菜
園
を
始
め
ま
し
た
。
き
ゅ
う
り
、な
す
、ピ
ー
マ
ン
の
苗
を
買
っ
て
き
て
、毎
日
水
や
り
を
続
け
て
い
る
と
、み
る
み
る
う
ち
に
、葉
が
茂
り
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
途
中
、う
ど
ん
こ
病
や
葉
に
白
い
線
が
広
が
っ
た
り
（
ハ
モ
グ
リ
ム
シ
）
と
初
め
て
の
こ
と
ば
か
り
で
し
た
が
、ネ
ッ
ト
で
調
べ
た
り
、先
生
に
指
導

を
仰
ぎ
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
他
に
赤
か
ぶ
の
種
を
蒔
い
た
の
で
す
が
、時
季
が
早
す
ぎ
た
の
か
葉
を
見
事
に
青
虫
に
食
べ
ら
れ
全
滅
。
植
え
る
場
所
や
時
季
を
考
え
な
い
と
で
す
ね
。（
商
品
担
当
・
西
田
和
弘
）

商
品
担
当
よ
り

短時 料理の味方に
温めるだけ、焼くだけetc. 時間がないときは、

お惣菜が強い味方です。

温めるだけで本格中華！

肉となす入り。

愛され続
けるロングセラー商品肉感た

っぷり、辛みじんわり。

にんにく風
味の味付けに大豆と

ひよこ豆、７種の雑穀をフライパンで揚げ焼き
少なめの油で

イメージ

1549
イメージ

忙しいときに助かるアイテム

専門店のような味わいが
焼くだけで楽しめる！

温める

揚げ
焼き

焼く

温める

解凍
する

19139号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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新商品のご紹介

毎週 9083

 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。  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11日保証  θ乳 

1391    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飛騨ヨーグルト  

  400g   265円  （税込286円） イメージイメージ

1392    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    南信州のおいしい低脂肪ヨーグルト  

  405g   248円  （税込268円） 

 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 

毎週 9084

あっさりとして口当たりなめらかあっさりとして口当たりなめらか

毎週 9087

 「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    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ケフィアヨーグルト  

  405g   371円  （税込401円） 

 低温でじっくりと発酵
させて作ったヨーグ
ルト。“もっちり”とし
た食感と濃厚なおい
しさが魅力。            λ岩泉
乳業（岩手県岩泉町）
  δお届け後8日保証
  θ乳 

1394    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    低温長時間発酵 岩泉ヨーグルト  

  1000g   800円  （税込864円） 

 低温でじっくりと発酵さ
せて作ったヨーグルト。
“もっちり”とした食感と
濃厚なおいしさが魅力。
    ※同時配布チラシをご
覧ください。        λ岩泉乳業
（岩手県岩泉町）  δお
届け後8日保証  θ乳 

1395    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    低温長時間発酵 岩泉ヨーグルト（加糖）  

  1000g   880円  （税込950円） 

1396    υυ   NN 10/1お届け週10/1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   380円  （税込410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 9088

1397    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 9085

1398    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 9086

1399    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ノンホモ・ジャージーヨーグルト（加糖）2コ  

  95g×2コ   255円  （税込275円） 
 ジャージー牛乳を使用。ホモジナイズしていないの
で表面にクリームの膜があり、それもまた美味。  2点
以上注文すると1点あたり5ポイント付与します。          λタカ
ハシ乳業（群馬県前橋市）  δお届け後9日保証  θ乳 

 搾りたての生乳を原料に、昔ながらの手作り
製法でじっくり４カ月以上熟成させたセミハ
ードタイプのチーズです。            λ新札幌乳業（北
海道札幌市）  δお届け後45日保証  θ乳 

1400    υυ       
    小林牧場物語 手づくりゴーダチーズ  

  120g   680円  （税込734円） 

イメージイメージ

1401    ττ       
    花畑牧場 業務用・冷凍スライスモッツァレラチーズ1kg  

  1kg   3,280円  （税込3,542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 

人気チーズをたっぷり使える徳用規格で人気チーズをたっぷり使える徳用規格で

 北海道産生乳100％のゴーダチーズを使
用。セルロース（結着防止剤）などの添加
物は一切不使用です。            λ全酪フーズ（東
京都港区）  δお届け後30日保証  θ乳 

1402    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道シュレッドチーズ  

  160g   517円  （税込558円） 

限定 500
イメージイメージ

 北海道産のクリームと生乳を使用。少しか
ための食感は乳化剤不使用ならでは。ミル
ク感あふれる味わいです。            λ町村農場（北
海道江別市）  δお届け後45日保証  θ乳 

1403    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    町村農場 クリームチーズ  

  130g   828円  （税込894円） 

 くせの強い印象の青カビチーズをマイル
ドな味わいに仕上げました。パスタやピ
ザのトッピングにも。            λ新札幌乳業（北
海道札幌市）  δお届け後30日保証  θ乳 

1404    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    小林牧場物語 手づくりブルーチーズ  

  200g   1,700円  （税込1,836円） 
 十勝平野の生乳を使い、 フランスの伝統
製法をもとにまろやかな味わいに仕上げ
ました。            λ十勝野フロマージュ（北海道
中札内村）  δお届け後20日保証  θ乳 

1405    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    十勝中

なかさつない

札内カマンベールチーズ  
  120g   862円  （税込931円） 

 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 

1406    υυ       
    粉チーズ パルミジャーノレジャーノ100%  

  35g   458円  （税込495円） 

イメージイメージ

バター：原乳は国産生乳が
原則

ジャム：香料、ペクチン等の
食品添加物不使用

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

毎週 9099

新商品

1002    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニック米あめ（チューブタイプ）  

  200g   598円  （税込646円） 

         ■原材料／有機
米、有機大麦    λ金
沢大地（石川県金
沢市）     

限定 300

砂糖の代わりとして料理などに活躍砂糖の代わりとして料理などに活躍
石川県産の有機米と有機大麦だけで作っ
た米あめです。ヨーグルトやパンにかけ
たり、湯に溶いて生姜汁を加えて飴湯に
したり。チューブタイプなので簡単に使
えて、冷蔵庫で保管しやすいのも魅力。

1409    NN 10/1お届け週10/1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

1410        
    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 

1411    NN 10/1お届け週10/1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

1412    NN 10/1お届け週10/1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

1413    NN 10/1お届け週10/1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

1414    NN 10/1お届け週10/1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

1415    NN 10/1お届け週10/1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。    ※同時配布チラ
シをご覧ください。        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

イメージイメージ

P.39コラム

    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
1407

   NN 10/1お届け週10/1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。             

プチパンプチパン

くるみとくるみと
クランベリーのクランベリーの
カンパーニュカンパーニュ

紅茶プチパン紅茶プチパン

「ぶどう酵母のピザ台」「ぶどう酵母のピザ台」
今回のセットに入っている新商品のパンは、自
家製の酵母を使ったシンプルなピザ台。見ため
はフォカッチャのような、ちょっと厚めの生地
で、もっちり食べごたえのある仕上がりです。素
材がシンプルな分、トッピングをぜひ楽しんでく
ださい。 
 （加工食品担当　松本 英里子）

今週は今週はザクセン

今週のセット内容今週のセット内容
●  ぶどう酵母のピザ台（1コ）：ちょっと
厚めの生地で、もっちり食べごたえの
あるシンプルなピザ台

●  くるみとクランベリーのカンパーニュ
（1コ）：くるみの香ばしさと、クランベ
リーの酸味が好相性

●  プチパン（1コ）：小麦粉の風味を感じ
る素朴な味わいです

●  紅茶プチパン（1コ）：紅茶の香りが
たった一品。ジャムとの相性も◎

新
た

なセ
ットが仲間入

り

パン
セット ぶどう酵母のぶどう酵母の

ピザ台ピザ台

20 139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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オーガニックシナモンの上品な風味オーガニックシナモンの上品な風味くるみとクリームチーズが好相性くるみとクリームチーズが好相性

ポイント2倍！ 秋のパンフェア

1427        
    サラのレザンノアクリームチーズ  

  2コ   499円  （税込539円） 

 焼くのはもちろん、やわらかなのでそのままでも◎。朝
食やブランチ、おやつなどにどうぞ。マーガリン不使
用。    ※来年4月頃までの取り扱い予定。        λサラ秋田白神
（東京都八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦・乳 

イメージイメージ

イメージイメージ

1416    NN 10/1お届け週10/1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        
    バゲット（フランスパン）  

  1コ   369円  （税込399円） 
 国産小麦とホシノ天然酵母パン種で作り
ました。かむほどに小麦の味がおいしい
一品です。            λザクセン（東京都板橋区）
  εお届け後4日保証  θ小麦 

 もっちりとした食感のパン。豚の角煮や
ポテトサラダ、ハムなどお好みの具をは
さんでどうぞ。            λサラ秋田白神（東京都
八王子市）  εお届け後3日保証  θ小麦 

1419        
    サラのはさんでバンズ（4コ）  

  4コ   379円  （税込409円） 

イメージイメージ

1420    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ザクセンのクロワッサン（国産バター使用）  

  2コ   420円  （税込454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 

1421        
    おかべやのもっちり素焼きパン  

  1コ   523円  （税込565円） 
 北海道産小麦粉と粗糖、塩、米麹主体の酵
母で焼き上げたシンプルなパン。もっちり・
しっとりとした食感です。            λおかべや（神奈
川県相模原市）  εお届け後4日保証  θ小麦 

1422        
    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 

1423    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    トライベッカ・ベーカリーの冷凍シナモンレーズンベーグル  

  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 

1425    NN 10/1お届け週10/1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 

1426        
    サラのおやつスティック  

  5コ   362円  （税込391円） 
 練乳と卵を使用し、甘くふんわり、絶妙な食
感。甘い香りに子どもたちはとびつくこと間違
いなしです。            λサラ秋田白神（東京都八王子
市）  εお届け後5日保証  θ小麦・卵・乳・大豆 

1429        
    ザクセンのチョコチップメロンパン（平飼卵使用）  

  2コ   428円  （税込462円） 
 定番のメロンパンに、ちょっぴりビターな
味わいのオーガニックチョコチップをたっ
ぷりとちりばめました。            λザクセン（東京都
板橋区）  εお届け後3日保証  θ小麦・卵・乳 

1430    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    トライベッカ・ベーカリーの冷凍ベーグル  

  3コ   556円  （税込600円） 
 本場アメリカ仕込みのベーグル。北海道産小麦「ゆ
めちから」を使用。自然解凍した後、お好みでトース
ターで温めてください。            λトライベッカ・ベーカリー
（東京都稲城市）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

限定 1000

1431    ττ   NN 10/1お届け週10/1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 

 はと麦、玄米、大豆を
中心に穀物5種類を
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 

1432    NN 10/1お届け週10/1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） 

1433        
    まるごと有機のブランチップス  

  160g   370円  （税込400円） 

 国内で有機栽培され
た小麦粉と小麦ふす
まを使用。豆乳をか
けて朝食として、その
ままおやつとしても。
            λ桜井食品（岐阜県
美濃加茂市）    θ小麦 

1434    υυ   NN 10/1お届け週10/1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）
  δお届け後30日保証  θ乳 

1435    υυ       
    南箱根の厳選バター  

  180g   969円  （税込1,047円） 
 静岡県丹那盆地の新鮮な生乳に天塩を
加えました。くせがなく、あっさりした味
です。            λ函南東部農協（静岡県函南町）
  δお届け後75日保証  θ乳 

限定 400

1436    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 

1437    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    いちごジャム（有機いちご使用）  

  140g   499円  （税込539円） 
 トルコ産の有機栽培いちごを使った色鮮
やかなジャム。濃厚な風味をお楽しみく
ださい。            λフルーツバスケット（静岡県函
南町）     

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

1438    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    無茶々園の甘夏と伊予柑のマーマレード  

  300g   738円  （税込797円） 

1439    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パイナップルジャム  

  140g   555円  （税込599円） 
 大地を守る会の生産者「真南風の会」の沖縄
県産パイナップルが原料。大きい果肉が残っ
たリッチなジャム。    ※11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）     

限定 300

 岐阜のレンゲの花か
らミツバチが集めた
国産のはちみつです。
香りがさわやかで、ソ
フトな甘さです。    ※1
歳未満の乳児には食
べさせないでくださ
い。        λ五十川養蜂園
（東京都狛江市）     

1440        
    レンゲはちみつ  

  600g   4,750円  （税込5,130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。※同
時配布チラシをご覧く
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）     

1441    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    カンガルー島産オーガニック蜂蜜・450g  

  450g   1,650円  （税込1,782円） 

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

1442    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機メープルシロップ  

  330g   1,298円  （税込1,402円） 

2017      
    ナチュラル素材のグラノーラ（レーズン&ベリー）  
  300g   970円  （税込1,048円） 
                 θ小麦 

2020      
    国産純粋蜂蜜 アカシア  
  180g   1,550円  （税込1,674円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2018        
    久津間さんと仲間たちの桃ジャム  
  140g   575円  （税込621円） 

                  

2021        
    ミャンマー産ひまわりハチミツ 1kg  
  1kg   1,713円  （税込1,850円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。             

2019        
    キウイジャム  
  140g   499円  （税込539円） 

                  

2022        
    オーガニックメープルシロップ 475ml  
  475ml   1,950円  （税込2,106円） 
                  

1418        
    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 

1424    NN 10/1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

1428        
    シナモンロール（ザクセン）  

  2コ   469円  （税込507円） 

 ちょっぴりかためで食べごたえのある生
地に、たっぷりのシナモンが香る菓子パ
ン。            λザクセン（東京都板橋区）  εお届
け後3日保証  θ小麦・乳 

冷凍パン シリアル バター・ジャムなど

しっとりした食感。素朴な味わいが人気しっとりした食感。素朴な味わいが人気

プチサイズで軽食やおやつに大活躍プチサイズで軽食やおやつに大活躍

21139号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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とろみがあって、濃厚なの
に豆くさくなくて飲みやすかった
です。加熱するのがもったいなく
て、野菜ジュースを作るときに使
いました。

（がーがんさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの
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大地を守る会の

豆 腐定番

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

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

豆腐・納豆
すべて非遺伝子組み換えの
国産丸大豆を使用

                      

1449    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1450    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1451    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1452    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

消費期限が長めの便利な少量パック消費期限が長めの便利な少量パック

1453    υυ       
    特選 三之助（木綿豆腐）  

  370g   380円  （税込410円） 
 国産大豆とにがりで作られる、きめ細かくやわらかな食感
の豆腐。大豆の甘みも堪能できます。  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も
ぎ豆腐店（埼玉県本庄市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

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

1455    υυ       
    音
おとふけおおそでふり

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

 国産大豆100％の豆乳に、食感が残るようにすりおろし
た国産の山芋を練り込み、やわらかな寄せ豆腐にしまし
た。        ■セット内容／豆腐200g、タレ25g    λおとうふ工房い
しかわ（愛知県高浜市）  εお届け後3日保証  θ小麦・大豆 

1456    υυ       
    国産山芋寄せ豆腐（タレ付き）  

  1セット   298円  （税込322円） 

1457    υυ       
    すぐに使える!水切り押し豆腐  

  220g   288円  （税込311円） 
 すでに水切りされているので、取り出して
すぐに調理できます。和え物や炒め物な
ど幅広い料理に。            λ丸和食品（東京都練
馬区）  δお届け後13日保証  θ大豆 イメージイメージ

1459    υυ       
    むつみの汲み上げゆば  

  130g   298円  （税込322円） 

 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 

ごはんにのせてゆば丼にしても美味ごはんにのせてゆば丼にしても美味

 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 

1460    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

毎週 9113

 葛粉で固めたトロリとしたなめらかな口
当たりと、こくのあるごまの風味が楽し
めます。            λ島田食品（埼玉県富士見市）
  δお届け後4日保証  θ大豆 

1458    υυ       
    豆乳と本葛で作ったなめらか胡麻豆腐  

  150g×2パック   368円  （税込397円） 

1461    NN 10/1お届け週10/1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 

1462    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

    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
1443

 υυ   NN 10/1お届け週10/1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。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。             

イメージイメージ

1444    υυ       
    西から豆腐大豆製品セットB  

  1セット   712円  （税込769円） 
 愛知県高浜市で地元産大豆を中心に使って豆腐を作る、
おとうふ工房いしかわの大豆製品セットです。            λおとうふ
工房いしかわ（愛知県高浜市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

イメージイメージ

 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 

   特撰 大地を守る会の豆腐            
 1447    υυ     木綿   300g  
  208円    （税込225円）   毎週 9104     

 1448    υυ     絹   300g  
  198円    （税込214円）   毎週 9105                                                                              

 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 

1445    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    神
かみいずみ

泉豆腐  
  300g   276円  （税込298円） 

毎週 9102

 「温豆乳一発寄せ」と呼ばれる手法で仕
上げました。「神泉豆腐」同様に、こちらも
美味。            λヤマキ（埼玉県神川町）  εお届
け後4日保証  θ大豆 

1446    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    神
かみいずみ

泉絹豆腐  
  300g   267円  （税込288円） 

毎週 9103

 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。  2点以上注文す
ると1点あたり5ポイント付与します。          λむつみ（茨
城県下妻市）  δお届け後13日保証  θ大豆 

1454    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会の日持ち絹豆腐（小分け）  

  150g×3パック   258円  （税込279円） 

毎週 9110

丸和食品の豆乳丸和食品の豆乳
（濃度12％以上）（濃度12％以上）

まったり寄せ豆腐まったり寄せ豆腐

手揚げ油あげ手揚げ油あげ

きつねがんもきつねがんも

厚揚げ厚揚げ

伝匠豆腐伝匠豆腐
（もめん）（もめん）

お刺身ゆばお刺身ゆば

今週のセット内容今週のセット内容
●  まったり寄せ豆腐（200g）：口の中で
大豆のうまみがまったりと広がる寄
せ豆腐

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

●  丸和食品の豆乳（濃度12％以上）
（180ml）：豆乳濃度12％以上の濃
厚さと、大豆の香りが豊か

●  手揚げ油あげ（1枚）：一枚ずつていね
いに手揚げしたジューシーな油揚げ

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

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

●  厚揚げ（2枚）：国産大豆の豆腐をな
たね油でカリッと揚げました。生姜醤
油でどうぞ

週

替わ
りのお楽しみ

豆腐
セット

今週は今週は丸和食品

濃厚なのに飲みやすい！濃厚なのに飲みやすい！
野菜ジュース作りにも野菜ジュース作りにも

「温豆乳一発寄せ」で仕上げました

「大豆の味がしっかりする」と好評です

食べ切りサイズで日持ちも長め

北海道産大豆のふくよかな味わい

1447

1448
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とっても肉厚です！ 半分に
切って、中に納豆を入れてオーブ
ントースターで焼くとおいしいで
す。最後にすこーしお好みでお
醤油を。
 （もちもちさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの とっても肉厚！とっても肉厚！
納豆を入れて焼いても納豆を入れて焼いても

1464    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

1465    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

 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 

1466    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産大豆きざみ油揚げ（冷凍）  

  150g   369円  （税込399円） 

 ふかふかでジューシ
ーなお揚げをやさし
く味付けしました。酢
めしを詰めるだけで
いなり寿司に。            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 

1467    υυ       
    味付けいなりあげ  

  8枚   383円  （税込414円） 

1468    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   722円  （税込780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 

 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 

1469    υυ   NN 10/1お届け週10/1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

 国産大豆の木綿豆腐に馬鈴薯でん粉をまぶし、揚げました。添
付のタレをかけて電子レンジで温めるだけ。    ※電子レンジ専用
品です。    ■セット内容／揚げ出し豆腐6コ、たれ25g    λおとうふ
工房いしかわ（愛知県高浜市）  εお届け後3日保証  θ小麦・大豆 

1470    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    木綿仕立てのもっちり揚げ出し豆腐  

  1セット   318円  （税込343円） 

イメージイメージ

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

1471    υυ       
    おこのみ風がんも（10種の具材入）  

  5コ   298円  （税込322円） 
 おでんに便利な詰め合わせ。国産大豆、海水にがり、非遺伝子組み換
え原料・圧搾一番搾りのなたね油を使用。        ■セット内容／一口厚揚げ
4コ、京がんも・ひじき入り京がんも・もち入り巾着各2コ、桜海老入りが
んも1コ    λ丸和食品（東京都練馬区）  εお届け後3日保証  θえび・大豆 

1472    υυ       
    豆腐屋のおでん種セット（5種11コ）  
  1セット(約2～3人前)   780円  （税込842円） 

1473    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大地を守る会の納豆  

  40g×3コ   218円  （税込235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。  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大豆 

毎週 9119

1474    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大地を守る会の納豆（たれ付）  

  40g×3コ   238円  （税込257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

1475    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産大豆の小粒納豆  

  40g×4パック   178円  （税込192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

 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。            λ島田食品（埼玉
県富士見市）  εお届け後3日保証  θ大豆 

1463    υυ   NN 10/1お届け週10/1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） 

毎週 9115

イメージイメージ

 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 

1476    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    地球納豆倶楽部（小粒）  

  30g×3コ   228円  （税込246円） 

毎週 9121

1477    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    一徹もん小粒納豆  

  40g×3コ   198円  （税込214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

1478    υυ   NN 10/1お届け週10/1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。            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

1479    υυ       
    国産有機小粒納豆  

  30g×3パック   250円  （税込270円） 
 北海道産小粒大豆を100％使用し、有機
JAS認定工場で製造。豆のうまみを感じ
られる納豆です。            λ小杉食品（三重県桑
名市）  δお届け後7日保証  θ大豆 

1480    υυ       
    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。
  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ま
るだい（群馬県前橋市）  δお届け後6日保証  θ大豆 

練り物
漬物など

漬物：大地を守る会の生産
基準に合致した野菜を優先

化学調味料（アミノ酸等）、
リン酸塩等の食品添加物
不使用
練り物：すり身原料は
国産を優先

                      

 原材料の良さがおいしさの証。さらに少人数のご家庭でも重宝する少量のおでん
種セットにしました。濃縮だし付き。        ■セット内容／出雲のちくわ（25g×2）、いか天
（25g×2）、白つみれ（20g×2）、プチ天（20g×2）、魚魚ウィンナー（10g×2）、おでん
だし（30g×1）    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 

1481    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    別所自慢のおでん種セットミニ（だし付）  

  1セット   700円  （税込756円） 
 豆腐を加えた独特の食感と甘みが特徴の上棒天。温め
ると風味が増します。  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たからや蒲鉾
（鹿児島県いちき串木野市）  δお届け後3日保証  θ大豆 

1483    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    上棒天（さつま揚げ）  

  150g(10本)   338円  （税込365円） 

新商品

イメージイメージ

原材料を厳選し、ていねいに仕上
げたおでん種のセットです。ミニ
セットよりも、一つ一つが大きく家
族みんなで楽しめるボリューム。ミ
ニにはない「あじはんぺん」や、
おなじみの「おじいちゃんの天ぷら」
入り。濃縮だし付きで、だしのきい
た本格おでんが手軽に楽しめます。

         ■原材料／具材：魚肉、馬鈴薯でん粉、グラニュー糖（てんさい）、イカ、食
用なたね油、食塩、みりん、魚醤（イワシ、食塩）、カツオだし、昆布だし、液
体濃縮だし：醤油、食塩、カツオだし、昆布だし、発酵調味料、粗製糖■セッ
ト内容／出雲のちくわ（60g×2）、白つみれ（20g×4）、おじいちゃんの天ぷ
ら（20g×3）、あじはんぺん（30g×2）、いか天（25g×2）、おでんだし（30g×
1）    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 

1482    ττ   NN 10/1お届け週    
    別所自慢のおでん種セット（だし付）  

  1セット   1,180円  （税込1,274円） 

家族で楽しむおでんに！
満足の食べごたえ５種セット

 刻んだイカを入れた、イカの姿をした大
判の練り物。たくさん入ったイカのこりこ
りとした食感が楽しめます。            λ四宮蒲鉾
店（徳島県徳島市）  δお届け後3日保証   

1486    υυ       
    いか姿天  

  120g(1枚)   350円  （税込378円） 

【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   υυ
未来募金・食べて応援隊（登録用）

1口 上限500円（税込540円）

 現社長のおじいちゃ
んのさつま揚げをイ
メージ。すり身以外の
具材を入れず、魚のう
まみを生かしました。
            λ別所蒲鉾店（島根
県出雲市）  δお届け
後30日保証   

1485    ττ       
    おじいちゃんの天ぷら  

  120g(6枚)   410円  （税込443円） イメージイメージ

昔なつかしいおじいちゃんのさつま揚げ昔なつかしいおじいちゃんのさつま揚げ

23139号■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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。
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 石臼ですった国産魚のすり身原料と最低
限の調味料だけで作った、素朴な味わい
の竹輪です。魚のうまみが◎。            λいちう
ろこ（静岡県静岡市）  δお届け後5日保証   

1487    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    小竹輪  

  150g(5本)   330円  （税込356円） 

毎週 9125

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

1488    ττ       
    わかめはんぺん  

  200g(4枚)   428円  （税込462円） 
 真イワシとスケトウダラを合わせたすり身に、ねぎと
味噌を練り込みました。魚のうまみがたっぷりです。
    ※来年3月頃までの取り扱い予定。        λ高橋徳治商店
（宮城県東松島市）  δお届け後30日保証  θ大豆 

1490    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    いわしだんご  

  150g(5コ)   360円  （税込389円） 
 味しみと歯切れの良さが抜群の「バタ練り製法」
で仕上げました。群馬県産の有機こんにゃく芋を
使用。    ※物流の都合上、冷蔵でお届けします。        λグ
リンリーフ（群馬県昭和村）  δお届け後30日保証   

1491    υυ       
    有機ばたねり芋こんにゃく  

  250g   250円  （税込270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   

1492    υυ       
    黒滝  

  250g   248円  （税込268円） 

 有機栽培のこんにゃく芋を使用。やわらかで
味しみが良く、おでんや煮物に便利。    ※物流
の都合上、冷蔵でお届けします。        λグリンリ
ーフ（群馬県昭和村）  δお届け後70日保証   

1493    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産有機小巻き芋しらたき  

  6コ   181円  （税込195円） 
 カツオ風味の浅漬けです。契約栽培の大
根を醤油、砂糖などでシンプルに漬けま
した。    ※来年6月頃までの取り扱い予定。
        λヤマキ（埼玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1494        
    かつお大根  

  150g   415円  （税込448円） 

イメージイメージ

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

1495    υυ       
    古式一丁漬たくあん  

  100g   338円  （税込365円） 

イメージイメージ

 ３回の漬け直しで、大根のパリッとした
食感を生かしました。りんご果汁入りの
甘酢はまろやかです。            λ漬物本舗道長
（愛知県豊川市）  δお届け後15日保証   

1496    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    あとひきだいちゃん（大根の甘酢漬）  

  150g   348円  （税込376円） 
 宮崎県産らっきょうを、国産のきび糖と米
酢に漬け込みました。はちみつ入りでやさ
しい酸味。    ※1歳未満の乳児には食べさせ
ないでください。        λヤマキ（埼玉県神川町）     

1497    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    らっきょうの甘酢漬（はちみつ入り）  

  100g   528円  （税込570円） 

 国産有機栽培のきゅうりとなすを使用。
天然醸造の醤油や梅酢などに昆布だし
を加えて漬け込みました。            λヤマキ（埼
玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1498        
    しば漬（有機きゅうり、有機なす使用）  

  100g   518円  （税込559円） 

イメージイメージ

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

1499    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機・きざみたかな漬  

  180g   355円  （税込383円） 
 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。            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   

1500    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    月山の民田茄子からし漬  

  200g   480円  （税込518円） 
 自社農園で収穫した梅と国産契約栽培
の赤じそで漬け込みました。やわらかで
肉厚の果肉が特徴。塩分約17.5％。            λ王
隠堂農園（奈良県五條市）     

1501    NN 10/1お届け週10/1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） 

1503        
    かける梅干し（平成19年産梅使用）  

  200g   764円  （税込825円） 
 農薬を使用せずに栽培した完熟梅の練
り梅と梅酢を合わせました。            λゆあさ農
園（群馬県高崎市）     

イメージイメージ

1502    υυ       
    はちみつ梅干  

  200g   924円  （税込998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   

やわらかな酸味とまろやかな甘さが◎やわらかな酸味とまろやかな甘さが◎

 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   

1504    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミンさんのマイルドキムチ  

  300g   538円  （税込581円） 
 「韓国食品の白菜キムチ」を食べやすくカッ
ト。おいしさの決め手となる合わせ調味料・
ヤンニョムのだしは自社製です。            λ韓国食
品（千葉県匝瑳市）  δお届け後15日保証   

1505    υυ       
    ミンさんの白菜キムチ（カットタイプ）  

  300g   564円  （税込609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 

1506    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    趙さんの味 熟成白菜キムチ（さけ魚醤入り）  

  200g   480円  （税込518円） 

揚げ油は非遺伝子組み換え
原料を使用

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

惣菜
                      

 中津ミートの豚レバーを、にんにく入り
醤油ダレに漬けて衣付け。揚げるだけで
おつまみやおかずの一品に。            λ中津ミー
ト（神奈川県愛川町）    θ小麦・大豆 

1508    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豚レバーの唐揚げ（衣付き）  

  125g   410円  （税込443円） 

イメージイメージ

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

1512    ττ       
    若鶏唐揚げ甘酢あんかけ  

  150g   510円  （税込551円） 

新商品

電子レンジで温めるだけのグラタ
ンが登場です。本場イタリア産の
オーガニックペンネマカロニと国
産の玉ねぎ、チーズ、天然エビ
を使用。ホワイトソースも国産の
牛乳、小麦、バターを使用するな
ど素材を厳選。ていねいに、やさ
しい味わいに仕上げました。

     ※電子レンジ専用品です。※来年5月頃までの取り扱い予定。
    ■原材料／牛乳、有機マカロニ、ナチュラルチーズ、玉ねぎ、エ
ビ、小麦粉、バター、なたね油、馬鈴薯でん粉、砂糖、食塩、チキン
エキス、こしょう    λ大進食品（神奈川県横浜市）    θえび・小麦・乳 

1003    ττ   NN 10/1お届け週    
    海老とオーガニックペンネのグラタン  

  340g(2コ)   680円  （税込734円） 

ホワイトソースと天然エビの
ハーモニーがたまりません

 秋川牧園のこだわりの鶏肉を原料に、薄
塩味に仕上げました。冷凍のまま温め
てどうぞ。            λ秋川牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵・大豆 

1513    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鳥天  

  200g   528円  （税込570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 

1511    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） 

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

1514    ττ       
    スパイシーささみカツ  

  160g   489円  （税込528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 

1515    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

限定 500
イメージイメージ

 大地を守る会の生産者のじゃがいもを
使用。外はカリッ、中はほくほくの一口
サイズのポテトです。            λ総合農舎山形村
（岩手県久慈市）    θ卵 

1518    ττ       
    農舎のあたためるだけプチぽてと  

  170g   415円  （税込448円） 
 秋川牧園の提携農場で育てた鶏肉を使
用。塩麹などに漬けて、しっとりやわらか
く仕上げました。            λ秋川牧園（山口県山
口市）    θ小麦・卵 

1516    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

 秋川牧園の提携農場で健康的に育てた
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 

1517    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ふっくらやわらかチキンメンチカツ  

  160g（7コ）   453円  （税込489円） 
 うまみがのった真アジを開き、衣付けし
て揚げました。電子レンジで温めるだけ
です。    ※電子レンジ専用品です。        λ小倉
水産食品（鳥取県境港市）    θ小麦・卵 

1519    ττ       
    レンジであじフライ  

  200g(4枚)   613円  （税込662円） 
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イメージイメージ

大地を守る会の

惣 菜定番

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

1520    ττ       
    チーズ入り鮭フライ  

  190g（3枚）   890円  （税込961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 

1521    ττ   NN 10/1お届け週10/1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)   530円  （税込572円） 
 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 

1522    ττ       
    レンジでカニクリームコロッケ  

  130g(5コ)   658円  （税込711円） 

鶏ガラスープをきかせた濃いめの味。鶏ガラスープをきかせた濃いめの味。
お弁当のおかずや、おやつにもお弁当のおかずや、おやつにも

鶏ガラスープや味噌、醤油、黒こしょ
うなどを使い、ちょっと濃いめの味
に仕上げました。食感はやわらか。
お弁当やおやつ、お酒のおつまみ
など、温めるだけですぐ出せます。

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

1510    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    やわらかこくうま!チキンナゲット  

  220g   490円  （税込529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 

1523    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    農舎のあたためるだけじゃがバターコロッケ（10コ）  

  350g(10コ)   968円  （税込1,045円） 

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

1524    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ふんわり豆腐鶏肉だんご  

  280g(8コ)   528円  （税込570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 

1525    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

限定 500

 鶏肉をふんだんに使い、醤油ベースで味付けし
ました。お弁当に、晩ごはんに大活躍。使いたい
分だけ使用できます。    ※電子レンジ専用品です。
        λ秋川牧園（山口県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1526    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    お弁当に便利!ひとくち味付けミートボール  

  330g(25コ以上)   785円  （税込848円） 

イメージイメージ

 契約農場で育てた若鶏のムネ肉と鶏皮
に玉ねぎや調味料を加え、つくねにしま
した。幅広く使えて便利です。            λ秋川牧園
（山口県山口市）    θ小麦・卵・大豆 

1527    ττ       
    お料理に便利!鶏だんご  

  200g   461円  （税込498円） 
 鶏肉にお豆腐を加えてふわふわの食感
に仕上げました。ちょっぴり甘めのタ
レはお子さんも大好きな味。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・卵・大豆 

1528    ττ   NN 10/1お届け週10/1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 

1529    ττ   NN 10/1お届け週10/1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 

1530    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    お弁当に便利!照り焼きチキン  

  150g   480円  （税込518円） 

イメージイメージ

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

1531    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    蒸し鶏スライス（まほろば）  

  100g×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 

1532    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地うまみこい豚シューマイ  

  180g(12コ)   538円  （税込581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 

1533    ττ       
    ふわふわシュウマイ  

  204g（12コ）   588円  （税込635円） 
 豚肉にキャベツ、人参、玉ねぎ、たけのこ、しい
たけを加え、塩味で仕上げました。本格点心
の味わいを。            λ日本セントラルキッチン（東
京都荒川区）  δお届け後45日保証  θ小麦 

1534    ττ       
    五目シュウマイ  

  204g(12コ)   646円  （税込698円） 
 天然エビがたっぷり入った本格シュウマ
イ。形やサイズが不ぞろいのエビを使っ
ています。            λニッコー（神奈川県大和市）
    θえび・小麦・卵・大豆 

1535    ττ       
    プチえびしゅうまい  

  144g   388円  （税込419円） 

限定 300
イメージイメージ

 ごぼうの香りとシャキッとした食感が特
徴。深みのある和風味です。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1536    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    鶏ごぼうしゅうまい  

  216g(8コ)   498円  （税込538円） 

限定 500

 豚肉と野菜のジューシーなタネを、もち
米を付けて蒸し上げました。冷凍のまま
蒸し器で7～10分間蒸してどうぞ。            λ安
達食品（千葉県千葉市）    θ小麦・大豆 

1537    ττ       
    もち米焼売  

  33g×6コ   554円  （税込598円） 

限定 600

 カニと鶏肉入りの具材に香り高い特製ね
ぎ油を加え、手で包みました。            λ大昌（神
奈川県横浜市）    θかに・小麦・大豆 

1538    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    横浜「大昌」中華ちまき（カニ・鶏肉入り）  
  60g×5コ   1,667円  （税込1,800円） 

限定 300

 やわらかでもちもちの食感の皮と、 エビ
の香りが食欲をそそります。蒸してどう
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えび・小麦 

1539    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    エビ蒸し餃子  

  125g(5コ)   680円  （税込734円） 
 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 

1540    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

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

1507    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    とりのからあげ  

  200g   528円  （税込570円） 

 揚げてあるのでトー
スターなどで温めれ
ば完成です。            λ秋川
牧園（山口県山口市）
    θ小麦・卵 

1509    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    チキンナゲット  

  200g   488円  （税込527円） 

 お子さんやご年配の
方でも食べやすい一
口サイズ。素材のうま
みを生かして作りま
した。            λ大進食品（神
奈川県横浜市）    θ小
麦・大豆 

1542    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パクッと一口餃子  

  250g(25コ)   609円  （税込658円） 

限定 500

 鶏肉を全重量の35
％以上使用した、肉
感たっぷりのキーマ
カレー。スパイスが
きいた本格的な味わ
い。            λ総合農舎山形村
（岩手県久慈市）     

1549    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています秋川牧園の鶏肉のうまみが生きています

外はパリッ、中はジューシー外はパリッ、中はジューシー

温めるだけでお弁当やおつまみに温めるだけでお弁当やおつまみに

スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派スパイシーで鶏挽肉たっぷりの本格派

25139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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これは大変おいしかったで
す。きのこの種類の問題なのか、
干したことで味がぐんと深まっ
たのか、ともかく一口一口がおい
しくて、あぶなくお代わりしそう
になりましたが、翌日用に温存し
ました。

（千歳さん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

 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 

1541    ττ   NN 10/1お届け週10/1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

 国産小麦を使ったもちもちの皮で豚肉と
エビがメインのタネをたっぷり包み込み
ました。            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 

1543    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地うまみこい豚もっちり水餃子  

  240g(15コ)   548円  （税込592円） 
 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 

1544    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用 大地うまみこい豚もっちり水餃子30コ  
  480g(30コ)   1,044円  （税込1,128円） 

 エビ中心のタネを、国産小麦の薄い皮で手包みしました。沸
騰したお湯で約２分ゆでてどうぞ。        ■セット内容／ワンタン
144g（12コ）、スープ30g×2パック    λ日本セントラルキッチ
ン（東京都荒川区）  δお届け後45日保証  θえび・小麦・大豆 

1545    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    エビワンタン（スープ付き）  

  204g   788円  （税込851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 

1546    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミニ五目春巻き  

  160g（8本）   798円  （税込862円） 

 大地を守る会生産基準のなすを使用した、こ
だわりの麻婆なす。温めるだけで、本格的なピ
リ辛中華に。    ※11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 

1547    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    麻婆茄子  

  150g×2パック   698円  （税込754円） 

限定 500

1548    ττ       
    エビのチリソース  

  210g   1,198円  （税込1,294円） 

 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 

自社製チリソースの本格的な味わい自社製チリソースの本格的な味わい

1550    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミネストローネ（押麦入り）  

  210g×2パック   648円  （税込700円） 
 中津ミートのベーコンや、大地を守る会
の生産者の野菜を入れたトマト味のス
ープです。パスタソースにも。            λ誠晃産業
（埼玉県神川町）     

限定 500

 国産の有機小松菜と、有機大豆を使用し
た油揚げを組み合わせたインスタントの
お味噌汁です。            λビオ・マーケット（大阪
府豊中市）    θ大豆 

1551    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機即席みそ汁（畑育ちのおみそ汁）  
  7.5g×10コ   1,870円  （税込2,020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）     

1552    NN 10/1お届け週10/1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 

1553    ττ   NN 10/1お届け週10/1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   756円  （税込816円） 

イメージイメージ

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

1554    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    トマトの冷製パスタソース  

  160g×2パック   698円  （税込754円） 

限定 500
イメージイメージ

 国産トマトケチャップと有機スパゲッテ
ィで作った、温めるだけのナポリタン。素
材と食感にこだわりました。            λニッコー
（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1555    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産トマトケチャップのナポリタン  

  360g(2食)   698円  （税込754円） 

限定 500

 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 

1557    ττ       
    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

イメージイメージ

1556    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 

 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 

甘辛の本格ビビンバをご家庭で甘辛の本格ビビンバをご家庭で

 豚肉やアサリ、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。            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 

1558    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミンさんの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 

1559    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミンさんの国産春雨で作ったチャプチェ  

  200g   454円  （税込490円） 
 大地を守る会の生産者が農薬不使用で育てた黒豆を
鉄製の直火釜で煮ました。やさしい甘みに心が和みま
す。    ※来年6月頃までの取り扱い予定。        λ遠忠食品（東
京都中央区）  δお届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1560    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会の黒豆煮  

  120g   528円  （税込570円） 

 お豆腐屋さんが作ったこだわりの「うの花」を、３つの食べ
切りサイズにパックしました。    ※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丸和
食品（東京都練馬区）  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1561    υυ       
    もう一品のおかずセット（うの花）  

  60g×3パック   418円  （税込451円） 
 素材の味を生かした程よい甘辛さで、ご
はんとよく合います。使いやすい食べ切
りサイズ。            λ遠忠食品（東京都中央区）
  δお届け後15日保証  θ小麦・大豆 

1562    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もう一品のおかず（きんぴらごぼう）  

  50g×2パック   528円  （税込570円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者の人参、ごぼう、
鶏肉、国産たけのこなどが入った筑前煮。
湯せんまたは電子レンジで温めて。            λ誠
晃産業（埼玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1563    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    もう一品のおかず 筑前煮2パック  

  110g×2パック   490円  （税込529円） 

限定 500

 歯ざわりの良い国産たけのこにカツオ節
を加え、薄味仕立てのだしで炊き上げま
した。            λ遠忠食品（東京都中央区）  δお
届け後45日保証  θ小麦・大豆 

1564    υυ       
    竹の子土佐煮（2パック）  

  60g×2パック   698円  （税込754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 

1565    υυ       
    手作りポテトサラダ  

  120g×2パック   498円  （税込538円） 

限定 2000

 大豆、玉ねぎ、ひよこ豆に黒米、押麦など
の雑穀が加わったサラダの素。季節の野
菜と一緒にどうぞ。            λニッコー（神奈川
県大和市）    θ大豆 

1566    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆サラダのもと（雑穀入り）  

  180g（2袋）   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

 モロヘイヤ、オクラ、茎ワカメのシャキシャキ、
ねばねばとした食感が楽しい和え物。ごはんに
かけても美味。    ※10月頃までの取り扱い予定。
        λニッコー（神奈川県大和市）    θ小麦・大豆 

1567    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    流水解凍で便利!ねばねば野菜と茎わかめさっぱり和え  

  150g(3袋入り)   498円  （税込538円） 
 豆腐を混ぜたふんわり生地に、ヒジキや
紅生姜などを入れました。軽食やおやつ
に。    ※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 

1570    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆腐とひじきのふんわりミニお好み焼き  

  500g(10枚)   912円  （税込985円） 

限定 500
イメージイメージ

 信州の山里・キノコの村で育
った5種のきのこ入り。調味料
にもこだわり、ほっこりした味
に仕上げました。    ※来年6月頃
までの取り扱い予定。    ■セッ
ト内容／乾燥キノコ15g、液
体調味料50g    λキノコ村（長
野県須坂市）    θ小麦・大豆 

1568    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    5種乾燥キノコの炊き込みご飯の素  

  65g(2合用)   546円  （税込590円） 

イメージイメージ

1569        
    わかめごはんの素  

  50g   450円  （税込486円） 

 ワカメを手軽に食べ
られるよう、ごはんの
素に仕上げました。炊
きたてごはんに混ぜ
るだけ。            λハヤシ食
品工業（広島県広島
市）  δお届け後45日
保証   

混ぜるだけ！ 豊かな磯の香りを堪能混ぜるだけ！ 豊かな磯の香りを堪能

 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 

1571    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飛鳥の豚肉まん  

  270g(3コ)   598円  （税込646円） 

野菜系副菜

軽食・パックご飯

ごはんの素・その他

イメージイメージ

とにかく味が良く、とにかく味が良く、
大変おいしかったです大変おいしかったです

イメージイメージ

26 139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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休日のお昼に、シンプルな
野菜を入れて食べました。さっ
ぱりしていて、子どもにも安心し
て食べさせられました。味にうる
さい夫も、「これなかなか味良い
ね！」と言っていました。リピー
トします。

（バムさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

 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。
            λ飛鳥食品（東京都江戸川区）  δお届け
後60日保証  θ小麦 

1572    ττ   NN 10/1お届け週10/1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） 
 国産小麦と内モンゴル産重曹を使いふっくら
とした食感に仕上げた衣で、「皮なしノンスパイ
スウインナー」を包みました。    ※電子レンジ専用
品です。        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1573    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミニアメリカンドッグ  

  125g（5本）   498円  （税込538円） 
 マルゲリータ風のMIXチーズ、4種のチーズ、バジルが香るジェノ
バ風をセットで。石窯で焼き上げました。        ■セット内容／ＭＩＸチー
ズのミニピザ、4種チーズのミニピザ、ジェノバ風ミニピザ各1枚（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 

1574    ττ       
    バンビーノピザ三種セット  

  1セット   3,198円  （税込3,454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 

1575    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会のチキンライス  

  450g(2食分)   588円  （税込635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 

1576    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産丸大豆醤油が香る焼おにぎり  

  360g(6コ)   528円  （税込570円） 

限定 1000

 大地を守る会の生産者の小豆ともち米
を使用し、ふっくらもっちりとした味わ
い。電子レンジか蒸し器で温めるだけ。
            λポーラスター（石川県白山市）     

1577    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    せいろ蒸しの赤飯おにぎり  

  360g(6コ)   588円  （税込635円） 

限定 500

 大地を守る会の生産者のお米を使用。牛
肉、玉ねぎを国産丸大豆醤油や「味の母」
で味付け。    ※電子レンジ専用品です。        λ全
国農協食品（東京都渋谷区）    θ小麦・大豆 

1578    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産牛の焼肉ライスバーガー  

  260g(2コ)   698円  （税込754円） 

限定 1000

 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。※来年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 

1579    ττ       
    鶏ごぼうおこわ  

  100g×2コ   398円  （税込430円） 
 有機玄米を圧力釜で炊き上げ、レトルトパックにし
ました。湯せんまたは電子レンジで温めるだけ。  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コジマフーズ（愛知県名古屋市）     

1580        
    有機玄米ごはん（パック）  
  160g×20パック   4,400円  （税込4,752円） 

 鶏肉、ひよこ豆、玉ねぎ、赤パプリカ入り
で具だくさん。防災の常備品にも。            λ誠
晃産業（埼玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1581        
    玄米トマトリゾット  
  200g×8パック   1,895円  （税込2,047円） 

限定 300

麺類
もち

もち：国産のもち米
（有機～減農薬）が原料

麺：付属のスープは
食品添加物不使用

麺：主原料（小麦・そば等）は
すべて国産

                      

限定 1000

 讃岐うどん作りの技
法を生かし、つるつる
の麺に仕上げました。
２パックで量もたっぷ
り。    ※9月頃までの取
り扱い予定。        λ中尾
食品（香川県坂出市）
    θ小麦 

1582    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    讃
さ ぬ き

岐そうめん2パック  
  250g×2パック   322円  （税込348円） 

1583    NN 10/1お届け週10/1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

1585    NN 10/1お届け週10/1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。        ■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

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5
日保証  θ小麦・卵 

1586    υυ   NN 10/1お届け週10/1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） 

 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5日保証  θ小麦・卵・大豆 

1587    υυ   NN 10/1お届け週10/1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
イメージイメージ

 麺は2種の北海道産小麦粉を使用したノンフライ麺。スープは2種の国産
チキンエキスで濃厚なうまみとあっさりとした後味を両立させました。酵母
エキス使用。    ※来年3月頃までの取り扱い予定。    ■セット内容／（麺80g・ス
ープ32g）×5食    λ高橋製麺（埼玉県鴻巣市）  δお届け後60日保証  θ小麦 

1584    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    即席らーめん粋（鶏白湯味）5食・ノンフライ麺  

  5食   988円  （税込1,067円） 

限定 1000

 北海道産小麦粉と塩、内モンゴル産の天然かんすいで作
ったもちもちの麺に、厳選素材で作った甘めのソース付
き。        ■セット内容／（麺150g・ソース34g）×3食    λクリタ
食品（群馬県館林市）  δお届け後8日保証  θ小麦・大豆 

1588    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産小麦のもちもち焼そば（ソース付）  

  3食   508円  （税込549円） 

イメージイメージ

1589    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    讃
さ ぬ き

岐うどん5食入り（冷凍）  
  200g×5食   428円  （税込462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 

 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 

1590    NN 10/1お届け週10/1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） イメージイメージ

1592        
    十割そば（北海道産そば粉100%使用）  

  200g   528円  （税込570円） 

 北海道産のそばの実
を丸ごと挽き、食塩も
小麦粉などのつなぎ
もまったく使わずに
作りました。そば湯に
も風味とこくがありま
す。            λムソー（大阪府
大阪市）    θそば 

そば湯までおいしい、風味豊かな十割そばそば湯までおいしい、風味豊かな十割そば

イメージイメージ

香り高いよもぎの新芽を使用。香り高いよもぎの新芽を使用。
こんがり焼いてお好みの味付けでこんがり焼いてお好みの味付けで

大地を守る会の生産者のもち米
に、雪どけを待って芽吹いたよも
ぎの新芽を練り込んだ香り高いお
もちです。こんがり焼けば、つきた
てのようなもちもちの食感に。

             λ高橋総合食品本舗（東京都大田区）
  δお届け後15日保証   

1597        
    よもぎ餅  

  350g   878円  （税込948円） 

 そば粉、小麦粉とも国
内産。そば粉は自社
製粉の挽きたてを使
用しています。ゆで時
間は約3分。            λ本田
商店（島根県雲南市）
  δお届け後45日保証
  θ小麦・そば 

1591    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    奥出雲生そば  

  100g×2パック   440円  （税込475円） 

1593    NN 10/1お届け週10/1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 

1595    υυ       
    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 

イメージイメージ

1594    υυ   NN 10/1お届け週10/1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 

もっちもちの皮で手作り餃子を！

1596        
    徳用・庄内の杵つき餅白丸（2パック）  
  500g×2パック   1,498円  （税込1,618円） 
 庄内地方で収穫されたもち米を杵でつ
きました。コシが強く、煮崩れしにくいで
す。            λ庄内協同ファーム（山形県鶴岡市）
  δお届け後45日保証   

麺類
もち

※ ランキング集計期間：
2017年114号 ～ 2018年113号

部門別人気商品
ベスト2をご紹介
このマークが目印

▲
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NoNo.1人気
○○○○部門

NoNo.1人気
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NoNo.2人気

麺・皮部門
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リピートしますリピートします
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タレ系はすべて手作りのた
め、どうしてもお醤油を使う頻度
が高いわが家。大地を守る会の
お醤油は値段が高く、なかなか
手が出ませんでした。でも、こち
らの醤油はリーズナブルに買え、
本当に助かっています！

（miraiさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの リーズナブルで感謝。リーズナブルで感謝。
タレ作りに活用していますタレ作りに活用しています

「有機純米酢（庄分酢）」の工場の様子

ほっと
Story

の手作り

庄分酢
（福岡県大川市）

九州北部豪雨による災害より、復旧いたしました
今年7月に起きた九州北部豪雨により、久留米市にあるびん詰め工
場が水没し、大きな影響を受けました。商品を一部お届けできな
かったり、掲載を一時休止させていただいたこともあり、ご迷惑を
おかけいたしました。
現在、製造ラインは復旧し、商品のお届けを再開しています。江戸
時代に創業して以来300年、じっくり昔ながらの「静置発酵」で造
り続ける「有機純米酢（庄分酢）」や、長期熟成でかどがない上品
な風味の「有機玄米くろ酢・720ml」など、あらためて自信を持って
おすすめします。今後ともご愛顧よろしくお願いいたします。

庄分酢　松尾 一博

長期熟成で上品な風味静置発酵で深みのある味わい

天然醸造・長期熟成等の
伝統的な製法が原則

味噌・醤油：すべて
国産丸大豆を使用

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。

原料はすべて
非遺伝子組み換え

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

調味料
                      

 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 

1598    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特級 大地を守る会の木桶熟成醤油（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 

1599    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特級 みのり醤油（国産丸大豆）・900ml  

  900ml   915円  （税込988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 

1600    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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 

1602    NN 10/1お届け週10/1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） 

 丸大豆と小麦、神泉
水で仕込み、杉樽でじ
っくり天然醸造した、
香り豊かな濃口醤油。
  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ヤマキ（埼
玉県神川町）    θ小麦・
大豆 

1603        
    神
かみいずみすい

泉水仕込み手造り醤油・1.8L  
  1.8Ｌ   1,580円  （税込1,706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 

1604    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大津賀さんの味噌  

  1kg   828円  （税込894円） 

1605    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 大津賀さんの味噌・450g（カップ）  

  450g   525円  （税込567円） 
 昔ながらの伝統的な製法で、米麹造りから
行い、ゆっくりと熟成。普段の味噌汁を深
い味わいに仕上げます。            λ大津賀商店（鳥
取県伯耆町）  δお届け後45日保証  θ大豆 

 国産契約栽培の丸大
豆と米、神泉水などで
長期熟成。深みのあ
る香りとまろやかな
味わいの玄米味噌で
す。            λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ大豆 

1606    υυ   NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

1613    NN 10/1お届け週    
    有機純米酢（庄分酢）  

  500ml   515円  （税込556円） 

 約３カ月発酵させ、６カ月
以上熟成させた、うまみの
ある有機玄米の黒酢。薄
めて飲んだり、料理にもど
うぞ。飲むときは空腹時
を避けてください。            λ庄
分酢（福岡県大川市）     

1614    NN 10/1お届け週    
    有機玄米くろ酢・720ml  

  720ml   2,800円  （税込3,024円） 

 長期熟成で、乳酸菌・
酵母・麹菌が生きて
います。もちろん主
原料は国産のものを
使用。            λやさか共同
農場（島根県浜田市）
    θ大豆 

1607    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    やさかみそ（中辛）  

  750g   698円  （税込754円） 

1608    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    三河産大豆の八丁味噌  

  300g   520円  （税込562円） 
 大豆のうまみたっぷり。田楽のタレ、カレー
やデミグラスソースのこく出しにも。            λま
るや八丁味噌（愛知県岡崎市）    θ大豆 

 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）     

1609    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 料理がおいしくなる純米料理酒  

  720ml   998円  （税込1,078円） 

 240余年続く「九重味
淋」の伝承の技が生
み出す本みりんに、国
産原料を使用した糖
類を加えました。普段
使いに。    ※酒類です。
        λ九重味淋（愛知県
碧南市）     

1610    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    九重 純国産本みりん  

  500ml   500円  （税込540円） 

 米と米麹が主原料
の、酒の風味とみりん
のうまみを併せ持っ
た発酵調味料。            λ味
の一醸造（埼玉県狭
山市）     

1611    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    味の母・720ml（みりん・料理酒をこれ一本で）  

  720ml   693円  （税込748円） 

 京都・宮津の栽培期
間中農薬不使用の米
を100％原料に、静置
発酵でじっくり醸造。
濃厚な味わいが特徴
で、料理にこくを与え
ます。            λ飯尾醸造（京
都府宮津市）     

1612    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    純米富士酢・900ml  

  900ml   1,100円  （税込1,188円） 

1615    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニックレモン果汁  

  180ml   480円  （税込518円） 

 イタリア・シチリア産
の有機レモンのストレ
ート果汁です。香料、
着色料、保存料、酸化
防止剤は不使用。    ※同
時配布チラシをご覧
ください。        λ光食品
（徳島県上板町）     

 イタリア北部エミリ
ア・ロマーニャ州モデ
ナ地方の有機ぶどう
のワインビネガーに、
有機濃縮ぶどう果汁
をブレンド。        ■原産国
／イタリア    λ創健社
（神奈川県横浜市）     

1616    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機バルサミコ酢  

  250ml   1,500円  （税込1,620円） 

 国産ゆず・かぼすの果
汁、利尻昆布・鹿児島
県産カツオ節のだし
など、選りすぐりの素
材で仕上げた一品。
            λ飯尾醸造（京都府
宮津市）    θ小麦・大豆 

1617    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    富士ゆずぽん酢  

  360ml   800円  （税込864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 

1619    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    万能つゆ（3倍希釈）  

  300ml   418円  （税込451円） 

イメージイメージ

1618    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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 

国産原料の上品なだし、奥深い味わいが自慢国産原料の上品なだし、奥深い味わいが自慢

1620    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会の中華風ブイヨン  

  15g×10袋   498円  （税込538円） 
 ポークとチキンのエキスをベースに、ご
ま油などで風味付け。1袋を300mlのお
湯で割るのが目安。            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。
            λ末廣醤油（兵庫県た
つの市）    θ小麦・大豆 

1601    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

1621    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    とりがらスープ  
  50g×15本   1,269円  （税込1,371円） 

 日高昆布の根の部分
を丸ごと煮込んだ濃
縮液体だしです。これ
1本で料理の味がぐん
とアップ。            λ北海道ケ
ンソ（北海道札幌市）     

1622        
    丸ごと根昆布だし  

  300ml   1,000円  （税込1,080円） 

 東北の家庭でおなじ
みの麹漬けの素。ぬ
か床のような手入れ
は不要。季節の野菜
の浅漬けや、肉・魚に
も。            λ御稲プライマル
（福島県本宮市）     

1623        
    358サゴハチ 糀ピクルスの素（三五八漬けの素）  

  100g   358円  （税込387円） 

28 139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。

tsuci18_139_p28_3rd01.indd   28 2018/09/03   12:50:43



 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）     

1624    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

1625    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

1626    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    今井のごま油465g  

  465g   1,285円  （税込1,388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）     

1627    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    天麩羅胡麻油  

  910g   1,500円  （税込1,620円） 

 有機栽培された亜麻の種
を、酸素と光を遮断して低
温圧搾しました。α-リノ
レン酸を多く含むオイル
です。    ※開封後は6週間を
目安にお召し上がりくだ
さい。    ■原産国／アメリカ
    λアトワ（宮城県仙台市）     

1628    υυ       
    亜麻仁油（フラックスシードオイル）  

  218g   1,800円  （税込1,944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）     

1629    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    香辛胡麻らー油  

  45g   450円  （税込486円） 

 オリーブ原産地、パレスチナ自治区
で栽培され、遠心分離機で製油され
たエキストラバージンオイル。    ※1本
につき24円を「スマイルオリーブ基
金」として積み立て、パレスチナにオ
リーブの苗を送ります。    ■原産国／
パレスチナ自治区    λオルター・トレ
ード・ジャパン（東京都新宿区）     

1630    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オリーブオイル（パレスチナ自治区産）  

  450g   1,833円  （税込1,980円） 

1631        
    スペイン産オリーブオイル・オレアウルム  

  229g   1,417円  （税込1,530円） 

 完熟したオリーブの
実を搾り、加熱や化学
的処理を行わず、果
実のエキスを抽出。青
りんごのようなフレッ
シュな香り。        ■原産国
／スペイン    λサス（東
京都中央区）     

フレッシュな香りをサラダにフレッシュな香りをサラダに
 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。    ※同時配布チラシ
をご覧ください。        λフ
ルーツバスケット［新
光糖業］（鹿児島県中
種子町）     

1632    NN 10/1お届け週10/1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） 

 ファスナー付きのス
タンドパックに入っ
た詰替用。食卓びん
（60g）の約３回分の
量。            λ海の精（東京都
大島町）     

1633        
    海の精やきしお（詰め替え用パック）  

  150g   560円  （税込605円） 

1634    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

唐津の海で育まれた自然海塩唐津の海で育まれた自然海塩

 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）     

1635    NN 10/1お届け週10/1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） 

1636    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機トマトピューレー（200g×3）  

  200g×3コ   628円  （税込678円） 
 イタリア産の有機トマトを収穫後12時間
以内に加工。1パックにトマト8コ分を濃
縮しました。        ■原産国／イタリア    λ日仏
貿易（東京都千代田区）     

 国産のカキを自己消
化酵素で分解したエ
キスがベース。本格
中華料理やいろいろ
な料理に。            λフルー
ツバスケット（静岡県
函南町）    θ小麦・大豆 

1637    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オイスターソース  

  115g   499円  （税込539円） 

 広島県産カキをボイ
ルしたゆで汁を濃縮。
カキ本来のうまみが
濃厚で、少量でも料
理が深い味わいに。
            λ丸兼食品（広島県
広島市）     

1638        
    広島産濃厚オイスターソース  

  120g   1,000円  （税込1,080円） 

 契約生産者の平飼卵
となたね油、こくのあ
る純米酢で作りまし
た。            λ丸和油脂（東京
都品川区）    θ卵 

1639    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    特撰 平飼いたまごのマヨネーズ  

  300g   378円  （税込408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 

1640        
    炒めたまねぎドレッシング  

  200ml   518円  （税込559円） 

 トルコ産有機金ごま
を使用し、ごまの風味
を引き出しました。濃
厚な味わいをお楽し
みください。            λ冨貴
食研（大阪府高槻市）
    θ小麦・卵・大豆 

1641    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    金ごまドレッシング  

  190ml   639円  （税込690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（埼
玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1642    NN 10/1お届け週10/1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

イメージイメージ

1643    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    青椒肉絲（チンジャオロウスー）のタレ2パック  

  100g×2パック   490円  （税込529円） 

 具材のうまみが引き
立つやさしい味付
け。肉とたっぷりの野
菜を炒め合わせて。
            λ誠晃産業（東京都
新宿区）    θ小麦・大豆 

限定 300

たっぷりの野菜や肉と炒めてたっぷりの野菜や肉と炒めて

1644    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会のカレールウ（辛口）  

  115g×2パック   555円  （税込599円） 
 酸味料や化学調味料を使わず、厳選した
材料で作った安心のルウです。カレー粉
を増量した辛口仕上げ。1パック約6人前。
            λ大味研（鳥取県境港市）    θ小麦・大豆 

1645    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会のカレールウ（中辛）  

  115g×2パック   545円  （税込589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 

2035    υυ     
    やさかの麦みそ  
  500g   458円  （税込495円） 

                 θ大豆 

2041        
    そばつゆ（ストレート）  
  400ml   550円  （税込594円） 

               δお届け後60日保証  θ小麦・大豆 

2048      
    波
は て る ま

照間島黒糖かちわり  
  200g   327円  （税込353円） 

                  

2054        
    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   498円  （税込538円） 
                 θ小麦・乳 

2023        
    納豆のたれ  
  200ml   306円  （税込330円） 

                 θ小麦・大豆 

2036      
    三河みりん・700ml  
  700ml   1,020円  （税込1,102円） 
     ※酒類です。             

2042        
    おいしいたれ 焼肉中辛  
  215g   600円  （税込648円） 

                 θ小麦・大豆 

2049        
    おふくろの塩  

  1kg   424円  （税込458円） 
                  

2055        
    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 

2031        
    特級 みのり醤油（国産丸大豆）・1.8L（ペットボトル）  
  1.8L   1,537円  （税込1,660円） 
                 θ小麦・大豆 

2037      
    味の母・1.8L（みりん・料理酒をこれ一本で）  
  1.8L   1,507円  （税込1,628円） 
     ※送料お得便限定。             

2043        
    大地を守る会の洋風ブイヨン  
  15g×10袋   498円  （税込538円） 
                 θ小麦・大豆 

2050        
    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） 

               δお届け後60日保証  θ小麦・卵・大豆 

限定 1000 2056    ττ     
    おろし本わさび  
  5g×6パック   325円  （税込351円） 
                  

2032        
    かめびしのこいくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2038        
    特撰 まろやか純りんご酢 青森育ち  
  600ml   924円  （税込998円） 

                  

2044        
    白だし  
  400ml   890円  （税込961円） 

                 θ小麦 

2051    ττ      
    農舎のひき肉たっぷり麻婆（マーボー）の素  
  200g(約3人前)   444円  （税込480円） 
                 θ小麦・大豆 

2033        
    かめびしのうすくち醤油  
  900ml   990円  （税込1,069円） 
                 θ小麦・大豆 

2039        
    庄分酢のすし酢  
  360ml   515円  （税込556円） 

                 θ小麦・大豆 

2045        
    液体かつお混合だし（20倍濃縮）  
  300ml   1,180円  （税込1,274円） 
               δお届け後60日保証   

2052        
    有機ガパオソース  
  200g   648円  （税込700円） 

                 θ大豆 

2030        
    特級 大地を守る会の木桶熟成醤油（国産丸大豆）  

  300ml   488円  （税込527円） 
                 θ小麦・大豆 

2034    υυ      
    やさかみそ（甘口）  
  750g   698円  （税込754円） 

                 θ大豆 

2040      
    大阪ごまぽん酢  
  360ml   800円  （税込864円） 

                 θ小麦・大豆 

2046      
    ヒカリ浅漬けの素  
  360ml   360円  （税込389円） 

                 θ小麦・大豆 

2053        
    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   545円  （税込589円） 
                 θ小麦・乳・大豆 

2047        
    今井のごま油  
  165g   461円  （税込498円） 

                  

お試し少量品

醤油・味噌・酢など

29139号

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。

■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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大地を守る会の

乾 物定番

イメージイメージ

香りの良さが魅力。カレー作りや、香りの良さが魅力。カレー作りや、
タンドリーチキン、スープなどにもタンドリーチキン、スープなどにも

奄美大島の契約農家が栽培した
ターメリック（うこん）などの香辛
料を配合しました。自家製カレー
ルウはもちろん、カレー味の炒め
物やスープ、ヨーグルトと漬け込
んで簡単タンドリーチキンにも！

             λヤスマ（東京都品川区）     

1647    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    カレーパウダー  

  35g   287円  （税込310円） 

1646    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大地を守る会のカレールウ（甘口）  

  115g×2パック   545円  （税込589円） 
 カレー粉を減らしてりんごピューレを増
量し、お子さん好みの味に仕上げていま
す。1パック約6人前。            λ大味研（鳥取県
境港市）    θ小麦・乳・大豆 イメージイメージ

1649    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ねりからし（チューブタイプ）  

  40g   345円  （税込373円） 

 辛みの強いオリエンタル
マスタードを使用。からし
本来の風味が魅力です。
おでん、シュウマイ、とん
かつに。  「別所自慢のおで
ん種セット（だし付）（注文番
号1482）」とご一緒に。          λム
ソー（大阪府大阪市）     

からし本来の風味で料理がよりおいしくからし本来の風味で料理がよりおいしく

1648        
    香川本鷹 鬼びっくり一味唐辛子（缶入り）  

  14g   639円  （税込690円） 

 農薬・化学肥料を使
わずに栽培した本鷹
唐辛子を使用。辛み
のなかにしっかりと感
じられるうまみや風
味。            λ山清（香川県綾
川町）     

 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）     

1650        
    にんにくペースト（食塩入り）  

  70g   570円  （税込616円） 
 高知県産有機青ねぎを乾燥。小口切りに
刻んであるので、料理に振りかけるだけ。
            λ大地と自然の恵み（高知県香美市）     

1651        
    有機乾燥青葱  

  10g   500円  （税込540円） 

イメージイメージ

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

粉・乾物
だし・缶詰など

                      

 有機質肥料を施し、
農薬を抑えて栽培
した貴重な国産小麦
「キタカミ小麦」を使
用。天ぷらやお菓子作
りに。            λ桜井食品（岐
阜県美濃加茂市）
    θ小麦 

1652        
    国内産薄力粉（契約栽培）  

  500g   498円  （税込538円） 

 北海道産小麦100%
使用。パン作りはもち
ろん、餃子の皮、ピザ
台など、強力粉同様に
ご利用いただけます。
            λ江別製粉（北海道
江別市）    θ小麦 

1653        
    パン用粉（準強力粉）  

  1kg   507円  （税込548円） イメージイメージ

1654        
    有機黒いりごま  

  50g   180円  （税込194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）     

職人が焙煎した、こくと香ばしさ職人が焙煎した、こくと香ばしさ

限定 500

 長野県・南信州産の
希少な黒ごまを、直
火焙煎釜で芯までじ
っくり煎り上げ、しっ
とりとした食感に仕
上げました。    ※生育
状況により、皮の剥が
れた乳白色のものを
含む場合があります。
        λ豊年屋（長野県駒
ケ根市）     

1655        
    信州ごま すりごま黒  

  45g   500円  （税込540円） イメージイメージ

1657        
    きざみ麩  

  40g   332円  （税込359円） 

 国産小麦とグルテン
で、薄く焼き上げまし
た。水で戻さずにその
まま使えるので、普段
使いに便利！            λ阿蘇
食品（山形県酒田市）
    θ小麦 

水戻し不要。そのままお味噌汁へ水戻し不要。そのままお味噌汁へ

イメージイメージ

歯ごたえしっかり、歯ごたえしっかり、
スープにもよく合う細めタイプスープにもよく合う細めタイプ

原料は北海道産馬鈴薯でん粉と
九州産甘藷でん粉のみ。押し出し
式製法で、歯ごたえのある食感に
仕上げました。定番のスープやサ
ラダの他、炒め物にも。

             λ金正食品（奈良県御所市）     

1659    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    はるさめ（国産でんぷん100%）  

  80g   240円  （税込259円） 

 ぷりぷりとして弾力
のある大分県産の乾
燥きくらげ。お好みの
大きさにカットしてご
使用ください。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1658    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大分産乾燥きくらげ・12g  

  12g   369円  （税込399円） 

 宮崎県・和歌山県の
王隠堂農園提携農家
の大根を天日のみで
干し上げた、素朴な味
と歯ごたえの切干し
大根です。            λ王隠堂
農園（奈良県五條市）
  δお届け後45日保証   

1660    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    切干し大根  

  50g   276円  （税込298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。    ※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）     

1661    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ウエダ家のにおわないぬか床  

  1kg   1,833円  （税込1,980円） 

イメージイメージ

2057      
    国産小麦のふわふわお好み焼粉  
  400g   464円  （税込501円） 

                 θ小麦 

2065      
    大分産乾しいたけ（香信）  

  30g   554円  （税込598円） 
                  

2072    υυ     
    煮干し  
  150g   709円  （税込766円） 

               δお届け後30日保証   

2058        
    片栗粉  
  200g   230円  （税込248円） 

                  

2066      
    おつゆ麩

ふ

  
  30g   249円  （税込269円） 

                 θ小麦 

2073        
    食塩不使用 いぶし銀の自然だし（ボトル）  

  100g   800円  （税込864円） 
                  

2061      
    わらび餅粉  
  200g   415円  （税込448円） 

                  

2067    υυ      
    ウエダ家のにおわないぬか床ミニサイズ（補充にも）  
  500g   998円  （税込1,078円） 
                  

2074        
    さんま水煮缶  
  160g   380円  （税込410円） 

                  

 原木栽培で1年半～
3年かけて育てまし
た。肉厚でとろける
ような舌ざわりと絶
妙なしこしこ感をご
堪能ください。            λ武久
（福岡県筑後市）     

1656    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    大分産乾しいたけ（どんこ）  

  50g   785円  （税込848円） 

2062      
    職人焙煎 黒大豆香る 黒豆きな粉  
  100g   320円  （税込346円） 

                 θ大豆 

2068      
    やさかの有機乾燥白米こうじ  
  500g   1,210円  （税込1,307円） 
               δお届け後76日保証   

2075        
    やきとり缶（タレ）  

  80g   297円  （税込321円） 
                 θ小麦・大豆 

2063        
    佐賀県産地ごま 白すりごま  

  30g   428円  （税込462円） 
                  

2069      
    三重県産あおさのり  

  18g   518円  （税込559円） 
                  

2076        
    もろこし畑 北海道産ホールコーン  
  180g(固形量125g)×3缶   654円  （税込706円） 
                  

2064      
    有機黒ごまペースト  

  80g   400円  （税込432円） 
                  

2070      
    天然真昆布（カット）  

  60g   528円  （税込570円） 
                  

2077    υυ     
    国産アンチョビペースト（なたね油）  

  60g   750円  （税込810円） 
                  

原木栽培でていねいに育て
肉厚に仕上げました
昔ながらの原木栽培で時間をか
けて育てたしいたけを、創業80余
年のしいたけ屋が選りすぐりお届
け。肉厚で、とろけるような舌ざ
わりと食べごたえは原木栽培なら
では。良いだしが出て、煮物もお
いしく仕上がります。

30 139号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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 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］   

1662    NN 10/1お届け週10/1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） 

 鮮やかな緑と香りの
高さが特徴。お吸い
物やサラダ、佃煮、天
ぷらなどに。            λガイア
みなまた（熊本県水
俣市）  δお届け後45
日保証   

1663    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    あおさ  

  30g   645円  （税込697円） 

 カビ付けと天日干し
を繰り返して作られ
るカツオ本枯節を削
りました。上品な甘み
がおいしい削り節の
少量パック。            λカネサ
鰹節商店（静岡県西
伊豆町）     

1664    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    削りぶしパック  

  5g×6袋   369円  （税込399円） 

 鹿児島の本節と煮干
し、昆布、もろみだけ
をブレンド。ティー
バッグ式の便利なだ
しパック。            λ井口食
品（福岡県福岡市）
    θ小麦・大豆 

1665        
    和風だしパック（かつお）  

  8g×8袋   395円  （税込427円） 

1667    NN 10/1お届け週10/1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）     

イメージイメージ

1666        
    かつおリッチだしの素（顆粒だし）  
  120g（4g×30袋）   880円  （税込950円） 

 うまみが凝縮された
鹿児島県枕崎産の本
枯節と、香り豊かな荒
節をたっぷり使用。と
けやすい顆粒タイプ。
    ※酵母エキス使用。
        λ日本食品工業（鳥
取県境港市）     

味噌汁や煮物に便利な顆粒タイプ味噌汁や煮物に便利な顆粒タイプ

1668        
    箱売・もろこし畑 北海道産コーン裏ごし（なめらか）（24缶）  
  230g×24缶   5,136円  （税込5,547円） 
 きめが細かい裏ごしタイプ。牛乳を加えてポ
タージュなどにどうぞ。  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フルーツバスケット（静岡県函南町）     

1669        
    もろこし畑 北海道産コーンクリーム（粒入り）  

  230g×3缶   630円  （税込680円） 
 北海道産のとうもろこしを、収穫後新鮮なう
ちに加工。牛乳で伸ばしてスープなどにどう
ぞ。裏ごしに比べ、ややつぶつぶが残ったタ
イプ。            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

 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）     

1670        
    オーガニックホールトマト  

  400g   290円  （税込313円） 

ポリフェノールやクエン酸など、ポリフェノールやクエン酸など、
黒大豆の栄養をまるごと摂取！黒大豆の栄養をまるごと摂取！

北海道産の黒大豆を、米麹と球磨
川の水だけで発酵させました。黒
大豆由来のポリフェノールをはじ
め、発酵によるクエン酸とアミノ酸
を含有。ほんのりとした甘みで飲
みやすくなっています。

             λ堤酒造（熊本県あさぎり町）    θ大豆 

1681    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    麹発酵黒大豆搾り（健康飲料）  

  720ml   2,200円  （税込2,376円） 

¼  週 9329

 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）     

1682        
    日本の恵みそのまま茶（16種ブレンド）  

  300g   500円  （税込540円） 
1671    NN 10/1お届け週10/1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） 

     ※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

1672    NN 10/1お届け週10/1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）     

1673    NN 10/1お届け週10/1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）     

1674        
    くろず納豆（にんにく入り）・カプセル  
  400mg×62粒   1,600円  （税込1,728円） 

限定 50

 国産有機黒酢もろみ、九州産大豆で作った
納豆、青森県産にんにくを使用。1日4～6
粒が目安です。    ※同時配布チラシをご覧くだ
さい。        λ日本有機（鹿児島県曽於市）    θ大豆 

2078        
    ぎゅぎゅっと凝縮 じゃばらのちから  
  18g(300mg×60粒)   

2,980円  （税込3,218円） 

¼  週 9335

             λ王子食品（京都府京都市）     

2084        
    マヌカはちみつNPA15+  
  180g   

6,700円  （税込7,236円） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。
        λ藤井養蜂場（福岡県朝倉市）     

2079        
    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）     

2085      
    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） 
     ※1歳未満の乳児は食用不可。
        λビジービーズ（兵庫県神戸市）     

1675    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    桜燻製 すっぽんのちから  
  18g(300mg×60粒)   2,980円  （税込3,218円） 

¼  週 9332

 宇和島産すっぽんを桜の木でくん製し、
すりつぶした粉末を飲みやすいカプセル
にしました。1日2粒が目安。            λ王子食品
（京都府京都市）     

1676    NN 10/1お届け週10/1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 限定500

 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）     

1677    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    コラーゲンプラス低分子ヒアルロン酸  

  112g   3,500円  （税込3,780円） 

¼  週 9320

 豚由来のコラーゲンペプチドと、低分子ヒアルロ
ン酸を配合。さっと溶けやすい粉末タイプで、に
おいも気になりません。    ※同時配布チラシをご
覧ください。        λプロスペリティ（大阪府大阪市）     

2080      
    コラーゲン  
  90g（約360粒）   

5,380円  （税込5,810円） 
             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2086      
    有機麻の実ナッツ（非加熱）  
  180g   

1,850円  （税込1,998円） 
             λニュー・エイジ・トレーディ
ング（東京都世田谷区）     

2081      
    コラーゲン（6カ月パック）  
  540g（約2,160粒）   

28,880円  （税込31,190円） 
             λ丸共バイオフーズ（北海道
稚内市）     

2087        
    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）     

限定 200

 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。ミン
トフレーバー。    ※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）     

1678        
    のどにスプレーマヌカハニー+アズレン ミント  

  25ml   1,400円  （税込1,512円） 

1679    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    瀧の酵母 30包  
  66g(2.2g×30包)   4,700円  （税込5,076円） 

¼  週 9323

 清酒天然酵母とパン酵母を合わせた複合酵母が生きた
まま腸へ届きます。さらに、107種の植物の発酵エキスが
酵素を補給。水またはぬるま湯でお召し上がりください。
            λなごみコーポレーション（神奈川県横浜市）    θ大豆 

 マヌカの花から採取
した、ハーブのような
香りのはちみつ。    ※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）     

1680        
    マヌカはちみつNPA7+  

  180g   4,150円  （税込4,482円） 

2082      
    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 

2088      
    有機ザクロとアサイーのドリンク（8倍希釈）  
  360ml   

2,000円  （税込2,160円） 

             λ生活の木（東京都渋谷区）     

2083      
    お試し・瀧の酵母 14包  
  30.8g(2.2g×14包)   

2,593円  （税込2,800円） 
             λなごみコーポレーション
（神奈川県横浜市）    θ大豆 

2090      
    みんなのどくだみ茶  
  3.5g×20包   

700円  （税込756円） 

             λ小川生薬（徳島県東みよし町）     

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
お得

週000014 で

                      
「本当に青汁？」と思うほどの「本当に青汁？」と思うほどの
飲みやすさ。毎日の健康習慣に飲みやすさ。毎日の健康習慣に

大麦若葉、ケールなど国産有機
JAS認定の4種の原料のみ使用。
個包装なので使いやすく、手軽に
栄養が摂れます。「本当に青汁？」
と思うほどの飲みやすさです。毎
日の健康習慣にどうぞ。

31139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。
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大ぶりの栗甘露煮をのせた大福大ぶりの栗甘露煮をのせた大福煮りんごたっぷりのぜいたくパイ煮りんごたっぷりのぜいたくパイ

よもぎのほのかな苦味と粒あんが絶妙よもぎのほのかな苦味と粒あんが絶妙

生クリームたっぷりのなめらかプリン生クリームたっぷりのなめらかプリン

食欲の秋に♪ 選りすぐりのスイーツ

生クリームはすべて
国産生乳使用

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

洋菓子
和菓子

                      
新商品

平飼卵をたっぷり使ったスポンジ
で、おきたま興農舎のラ・フラン
スの自社製シロップ煮とキャラメ
ルクリームをサンド。ラ・フラン
スの甘い香りとキャラメルのほろ
苦さがふわっと広がります。容器
がアルミから紙になり、取り出し
やすく、食べやすくなりました。

         ■原材料／クリーム（生乳）、洋梨のシロップ漬
け、砂糖、鶏卵、牛乳、小麦粉、バター■サイズ／
約16×5×高さ4cm    λムーラン ナ ヴァン（静岡
県函南町）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1004    ττ       
    ムーラン ナ ヴァンのキャラメルポワール  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

冷蔵庫で半解凍させて
いただくのがおすすめです

新商品

加賀麩の熟練職人の手による、
まったり、もちもちとした食感の
麩まんじゅうです。生麩の生地
には、厳選した小麦から精製さ
れるグルテンと国内産水稲餅米
を原料とした上糯粉を使用。北
海道産小豆で作ったこしあんを
入れ、香り高い笹で包みました。

         ■原材料／生地：小麦たん白、もち粉、よ
もぎ、あん：小豆、砂糖    λ麸中（石川県金
沢市）    θ小麦 

1005    ττ   NN 10/1お届け週    
    笹で包んだ 麸萬寿（ふまんじゅう）  

  5コ入り   1,058円  （税込1,143円） 

独特のもちっと食感が美味。
温かいお茶と好相性です

 シナモンが香るスイートポテトにバニラビーンズを加えたりんご
のコンポートを入れ、サクサクのパイ生地にのせて焼き上げまし
た。    ※10月頃までの取り扱い予定。    ■サイズ／直径約17cm    λムー
ラン ナ ヴァン（静岡県函南町）  δお届け後15日保証  θ小麦・卵・乳 

1683    ττ       
    アップルポテトパイ  

  1コ   1,833円  （税込1,980円） 

 サラダ油の代わりに生クリームを使用。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。
        ■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 

1684    ττ       
    パスティーフーズのシフォンケーキ（濃厚チョコ）  

  1コ   1,100円  （税込1,188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 

1686    ττ       
    北海道黒豆大福  

  70g×5コ   536円  （税込579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 

1689    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    みたらし団子  

  300g(5本)   428円  （税込462円） 
 もち米を半つきにして、上品な甘さの粒
あんとこしあんで包みました。    ※解凍は
常温でゆっくりと。        λ平和堂（山梨県甲
府市）  δお届け後30日保証  θ小麦 

1690    ττ       
    おはぎ（粒・こし）  

  60g×各3コ   859円  （税込928円） 
 大地を守る会の生産者の小豆で作った
こしあんを国産のもち米で包んで、きな
粉をまぶしました。            λ華桔梗（愛知県名
古屋市）    θ大豆 

1691    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    きな粉おはぎ（こしあん）  

  50g×4コ   448円  （税込484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 

1692    ττ       
    串団子（くさあん）  

  45g×5本   678円  （税込732円） 
 国産うるち米を使用した上新粉（米粉）でコ
シのある生地を作り、北海道産小豆の粒あん
を包みました。    ※10月頃までの取り扱い予
定。        λ岩手阿部製粉（岩手県花巻市）    θ大豆 

1693    ττ       
    芽吹き屋の十五夜だんご  

  240g(12コ)   538円  （税込581円） 
 おもちにほんのり甘みがあり、そのままで
も、あんこやきな粉と一緒でもおいしい。
    ※次回取り扱いは来年９月頃予定。        λ港
製菓（新潟県新潟市）    θ小麦 

1694    ττ       
    お月見団子  

  20g×14コ   738円  （税込797円） 

限定 1000

 国産馬鈴薯でん粉と本葛粉にわらび粉をブレンドし、寒天とこんに
ゃく粉で仕上げた冷菓子。カットしやすい容器入り。    ※次回取り扱い
は来年４月頃予定。    ■セット内容／わらび餅140g×2コ、きな粉12g×2
コ    λフルーツバスケット（静岡県函南町）  δお届け後35日保証  θ大豆 

1695        
    吉野葛わらび餅（きなこ付き）  

  140g×2パック   683円  （税込738円） 
 1年以上熟成発酵させた小麦でん粉を原
料に、ほのかな酸味と弾力のある食感に
仕上げました。            λミサワ食品（東京都足
立区）  δお届け後10日保証  θ小麦・大豆 

1696        
    手造りのせいろ蒸し 東京くずもち  
  2枚×2袋(みつ･きな粉付き)   598円  （税込646円） 

イメージイメージ

 国産天草で作った寒天、北海道産小豆の粒あん、沖縄県産黒
蜜のセット。    ※フルーツは入っていません。※10月頃までの取
り扱い予定。    ■セット内容／（寒天130g・あん40g・黒蜜25g）
×2パック    λむつみ（東京都八王子市）  δお届け後15日保証   

1697    υυ       
    あんみつ（黒みつ付き）  

  2パック   498円  （税込538円） 

イメージイメージ

1698    υυ       
    王
おういんどう

隠堂農園の完熟南高梅ゆずシロップ漬け  
  150g   628円  （税込678円） 

 南高梅を塩漬けせ
ず、直接ゆずシロップ
に漬け込み、いわゆる
梅干しとは異なる味
わいに仕上げました。
            λ王隠堂農園（奈良
県五條市）  δお届け
後20日保証   

ほんのり甘くさわやかな酸味が美味ほんのり甘くさわやかな酸味が美味

 新鮮な鶏卵を使用し、人の手でていねいに作っていま
す。甘さ控えめにしっとりと焼き上げました。    ※原材料
にはちみつを使用。1歳未満の乳児には食べさせないで
ください。        λたんばや製菓（山形県酒田市）    θ小麦・卵 

1699    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産小麦のはちみつカステラ  

  5コ   498円  （税込538円） 

限定 500

 京都の菓子職人が、丹精込めて焼き上げました。
生地には中井製茶場の茶師が吟味・選定した有機
抹茶を使用。        ■サイズ／長さ約17cm    λアトレ（京
都府木津川市）  δお届け後22日保証  θ小麦・卵 

1700        
    茶師監修 宇治抹茶ロールカステラ  

  1本   1,538円  （税込1,661円） 

 煮りんごとレーズンをサクッと香ばしい
パイ生地で包み、シナモン風味に仕上げ
ました。            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 

1685    ττ       
    三角アップルパイ  

  2コ   780円  （税込842円） 

 国産栗甘露煮を半割にしてのせました。
白玉粉で練り上げた大福生地がなめら
かな口当たり。            λ松屋（京都府城陽市）
  δお届け後45日保証   

1687    ττ       
    宇治松屋の栗大福  

  4コ   1,100円  （税込1,188円） 

 上品な甘さのあんを、
歯ざわりなめらかなよ
もぎもちで包みました。
    ※解凍は常温でゆっく
りと。        λ平和堂（山梨県
甲府市）  δお届け後45
日保証  θ小麦 

1688    ττ       
    くさ餅（つぶあん）  

  5コ   727円  （税込785円） 

 酪農家を限定した低温殺
菌牛乳と生クリーム、平飼
卵、寒天を使ったプリン。
    ※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 

1706    υυ   NN 10/1お届け週    
    丹那牛乳みるくプリン  

  90g×3コ   356円  （税込384円） 
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 国産小麦を使った皮と、北海道産小豆の
粒あんが、相性抜群。小腹が空いたとき
にぴったり。    ※電子レンジ専用品です。
        λ山﨑食品（熊本県八代市）    θ小麦 

1701    ττ       
    ミニたい焼き  

  320g（8コ）   538円  （税込581円） 
 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10日保証  θ小麦・卵 

1702    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産小麦のどら焼（小倉あん）  

  4コ   398円  （税込430円） 
 長期貯蔵ででんぷんを糖化させ、甘みを
深めた紅はるか（有機栽培）を使用。半解
凍でも、温めてもおいしく食べられます。
            λくらぶコア（茨城県行方市）     

1703    ττ       
    はるかに美味しい 冷凍焼き芋（紅はるか）  

  250g   387円  （税込418円） 
 有機栽培したさつまいもを、太陽の光と
寒風で自然乾燥。手間はかかりますが、
深みのある甘さが絶品です。            λ戸崎農園
（栃木県壬生町）  δお届け後45日保証   

1704    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    戸崎農園の天日干し有機干し芋（べにはるか）  

  150g   711円  （税込768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）     

1705        
    むき和栗 薄渋皮付き  

  130g   554円  （税込598円） 

揚げ油は非遺伝子
組み換え原料を使用

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

菓子
ドライフルーツなど

                      

 静岡県の丹那牛乳、北海道産てんさい糖 
100%、寒天のみで固めました。やさしい甘
みの寒天です。            λフルーツバスケット（静
岡県函南町）  δお届け後3日保証  θ乳 

1707    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    丹那牛乳のやさしいあじわい みるく寒天  

  120g×2コ   388円  （税込419円） 
 牛乳、卵、生クリームの濃厚な味わいに国産
大豆の豆乳を加えてまろやかな味に仕上げ
ました。            λおとうふ工房いしかわ（愛知県高
浜市）  δお届け後10日保証  θ卵・乳・大豆 

1708    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    和らぎ濃厚豆乳プリン  

  100g×2コ   267円  （税込288円） 
 国産大豆100％の自家製豆乳に香り高い黒練り
ごまを加えてプリンを作りました。やさしい甘み
と黒ごまのこくが好相性。            λおとうふ工房いしかわ
（愛知県高浜市）  δお届け後15日保証  θ卵・大豆 

1709    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆乳ぷりん（黒ごま）  

  80g×4コ   350円  （税込378円） 
 一口サイズのゼリー。国産りんごの果汁を使
い、香料や酸味料は使用していません。    ※凍
らせて食べないでください｡         λフルーツバス
ケット（静岡県函南町）  δお届け後60日保証   

1710    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミニカップゼリー（りんご）  

  22g×12コ   330円  （税込356円） 

 アメリカ産の有機ぶどうのさわやかな甘
み。寒天とこんにゃく粉でぷるるんとやわ
らかです。            λフルーツバスケット（静岡県
函南町）     

1711    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飲むこんにゃくゼリー（ぶどう）5コパック  

  130g×5コ   808円  （税込873円） 
 国産小麦、国産大豆豆乳で作った、もっちりとした
食感。やさしい甘みをおやつにどうぞ。    ※アルミフ
リーのベーキングパウダーを使用。        λ丸和食品（東
京都練馬区）  δお届け後30日保証  θ小麦・乳・大豆 

1712    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    豆乳ドーナツ（白蜜）  

  170g   280円  （税込302円） 
1713        
    マリーレンのクルミクッキー  

  80g   438円  （税込473円） 

 バターとくるみをた
っぷり使用。サクッ
とした歯ざわりと、く
るみが香ばしいクッ
キーです。            λマリー
レン（埼玉県本庄市）
  δお届け後45日保証
  θ小麦・卵・乳 

発酵バターがふわっと広がります発酵バターがふわっと広がります

 国産小麦粉を使ったハードクッキー。レ
ーズンやカレンツ、レモンピールがたっぷ
りです。            λげんきタウン（大阪府豊中市）
  δお届け後45日保証  θ小麦 

1714        
    フルーツ・バー（ハードクッキー）  

  10枚   399円  （税込431円） 

 クルミの香ばしさとほろ苦さに、沖縄県産
黒糖のこくのあるやさしい甘みがマッチ。
            λ第3世界ショップ（プレス・オールターナテ
ィブ）（東京都目黒区）  δお届け後60日保証   

1715    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    黒糖くるみ  

  110g   659円  （税込712円） 
 濃縮したザクロ果汁を、有機のドライフル
ーツやナッツと合わせました。甘酸っぱい
味わいを楽しめます。        ■原産国／カナダ
    λむそう商事（大阪府大阪市）    θ落花生 

1716        
    有機フルーツ&ナッツバー・ザクロ  

  1本   298円  （税込322円） 
1717        
    有機玄米セラピー 有機玄米煎餅5種詰合せ  

  30g×5袋   680円  （税込734円） 

 有機玄米と有機ごまを使用し、
シンプルに味付けしたせんべい
5種のセット。手軽に玄米を楽し
めます。        ■セット内容／有機玄
米セラピー素焼き・うす塩味・た
まり醤油味・黒胡麻・白胡麻各
1袋    λアリモト（兵庫県加西市）
  δお届け後60日保証  θ大豆 

おやつで手軽に玄米をおやつで手軽に玄米を

 しっかりとしたぱりっと感。お米の甘みと
醤油の香ばしさが広がります。            λ富士見
堂（東京都葛飾区）  δお届け後30日保証
  θ小麦・大豆 

1718        
    富士見堂の小丸揚げせんべい  

  14枚   398円  （税込430円） 

 無茶々園の新鮮なシラスを練り込み、サ
クサクと食感の良いおかきにしました。あ
っさりとした味わいです。            λ富士見堂（東
京都葛飾区）  δお届け後45日保証   

1719        
    富士見堂のしらす揚げおかき  

  50g   320円  （税込346円） 

 程よい酸味と上品な香
り。仏政府に認められた
ものだけが名乗れるアジ
ャンを冠した貴重なプル
ーンをぜひどうぞ。        ■原
産国／フランス    λ丸成
商事（東京都練馬区）     

1720    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    南仏アジャンのオーガニックプルーン（種あり）  

  200g   722円  （税込780円） 

1721    NN 10/1お届け週10/1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   

 大粒の白イチジクを
天日で乾燥させまし
た。身厚で濃厚な甘み
が特徴。種のつぶつ
ぶした食感も美味で
す。        ■原産国／トルコ
    λナチュラルキッチン
（愛知県名古屋市）     

1722    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニック ドライ白イチジク（スミルナ）  

  400g   1,250円  （税込1,350円） 

 メキシコ北西部で栽
培したフェアトレード
のマンゴーを、砂糖や
保存料を使わずに乾
燥させました。        ■原
産国／メキシコ    λ第
3世界ショップ（プレ
ス・オールターナティ
ブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証   

1723    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ドライマンゴー（無加糖）  

  60g   549円  （税込593円） 

1724    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    第3世界ショップのくるみ  

  65g   639円  （税込690円） 

 ローストや味付けをし
ていない生タイプ。パン
やお菓子作りにも活躍
します。        ■原産国／アメ
リカ    λ第3世界ショップ
（プレス・オールターナ
ティブ）（東京都目黒区）
  δお届け後60日保証   

サラダのトッピングやおやつなどにサラダのトッピングやおやつなどに
2098        
    麩菓子  

  12本   279円  （税込301円） 
               δお届け後45日保証  θ小麦 

2105        
    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   

2092    ττ      
    北海道よもぎ大福  
  70g×5コ   554円  （税込598円） 
                 θ小麦 

2099      
    第3世界ショップのカシューナッツ（カレー味）  

  60g   549円  （税込593円） 
               δお届け後60日保証  θ小麦 

2106        
    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   

2093    ττ      
    甘陣屋 米粉の破れまんじゅう  
  270g(6コ入)   415円  （税込448円） 
                  

2100    υυ     
    ラプンツェル ココスクリームチョコレート  

  100g   800円  （税込864円） 
                 θ乳・大豆 

限定 100 2108        
    ノヴァの有機くるみ  

  80g   750円  （税込810円） 
               δお届け後60日保証   

 油や塩は使用せず、
素材そのものの味わ
いを生かしました。
        ■原産国／アメリカ
    λ第3世界ショップ
（プレス・オールター
ナティブ）（東京都目
黒区）  δお届け後60
日保証   

1725    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    第3世界ショップのアーモンド（無塩）  

  70g   619円  （税込669円） 

 ピスタチオ、アーモンド、カシュ
ーナッツ、くるみの4種類をミ
ックス。ナッツ本来のおいしさ
が楽しめます。      ■原産国／ア
メリカ、カンボジア、スリランカ
      λ第３世界ショップ（プレス・
オールターナティブ）（東京都
目黒区）  δお届け後60日保証   

1726    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    第3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） 

2094        
    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） 
                 θ小麦・卵・乳 

2102        
    富士見堂の職人手焼き醤油せんべい  
  2枚×6袋   275円  （税込297円） 
                 θ小麦・大豆 

2109      
    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   

2095        
    きらず揚げ（しお）  
  160g   315円  （税込340円） 

               δお届け後30日保証  θ小麦・大豆 

2103      
    精華堂の黒糖かりん  

  32g   304円  （税込328円） 
               δお届け後50日保証  θ小麦・大豆 

2110      
    第3世界ショップのマカデミアナッツ（食塩不使用）  

  65g   668円  （税込721円） 
               δお届け後60日保証   

2096        
    マリーレンのパルミエパイ  

  60g   398円  （税込430円） 
               δお届け後30日保証  θ小麦・乳 

2104        
    第3世界ショップのドライプルーン（種抜）  

  120g   646円  （税込698円） 
                  

2111        
    函館産がごめおしゃぶり昆布（黒酢仕込み）  

  12g   318円  （税込343円） 
                  

ドライフルーツなど

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

33139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

レビューを見て、試しに購
入。びっくりするぐらいおいしい！ 
ストレートのりんごジュースで、ビ
タミンCが添加されていないもの
は珍しいです。ビタミンC添加のり
んごジュースを2種類買って飲み
比べましたが、圧倒的においしく、
プレゼントにも良いと思います。

（ミケさん）

お気に入り
～会員さんより～

わたしの

飲料

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

登録すると
お得

週000014

毎週 0000
隔週 0000

で

                      

1727    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    野菜を飲もう!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 9342 隔週 9343

1729    NN 10/1お届け週10/1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 9348 隔週 9349

1730    NN 10/1お届け週10/1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 9353

1731    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    FB有機トマトジュース・無塩（20缶）  
  190g×20缶   4,889円  （税込5,280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）     

1728    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    箱売・野菜を飲もう!ぜいたくベジタブル30缶  
  160g×30缶   6,980円  （税込7,538円） 
             λ日本デルモンテ株式会社（長野県千曲市）     

¼  週 9347
1733        
    アップル&キャロット混合飲料10本  
  195g×10本   1,541円  （税込1,664円） 
 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たド
リンクです。人参は濃縮還元汁を使用。
            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

 新農業研究会のりん
ごを搾った、混濁タイ
プ・果汁100％のスト
レートジュースです。
            λフルーツバスケット
（静岡県函南町）     

1735    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    りんごジュース1000ml  

  1000ml   740円  （税込799円） 

 りんごの華やかな香
りと甘みが詰まった、
果汁100％ストレート
ジュース。            λフルーツ
バスケット（静岡県函
南町）     

1737    NN 10/1お届け週10/1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） 

 りんごの華やかな香りと甘みがいっぱい
に詰まった、果汁100％ストレートジュー
ス。            λフルーツバスケット（静岡県函南町）     

1736    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    アップルジュース10缶  
  195g×10缶   1,500円  （税込1,620円） 

 農薬を使わずに栽培
した沖縄県産シーク
ワーサーの100％果
汁です。無添加・無着
色。            λ島酒家（沖縄県
那覇市）     

1738    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    久米島産有機シークワーサー果汁  

  300ml   1,300円  （税込1,404円） 

 イタリア産有機レモン
の香りと風味が楽し
めます。すっきりした
甘みで後味も爽快で
す。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1739    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    お試し・スカットれもん（炭酸飲料）6本  

  200ml×6本   936円  （税込1,011円） 

 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）     

1740        
    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） 

 やぶきた種の一番茶
のみを使用したお茶。
程よい甘みですっき
りとした味わいです。
            λ松田博久（静岡県
袋井市）     

1741    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    松田さんのやすらぎ一番茶  

  100g   1,090円  （税込1,177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 10/1お届け週10/1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        
    いりえ茶園の八

や め ち ゃ

女茶  
  100g   1,204円  （税込1,300円） 

 京都府和束町の有機
茶葉を原料にした煎茶
（茎の部分）と抹茶を
ブレンド。程よい甘さ
が特徴です。            λ堀田
勝太郎商店（京都府
宇治市）     

1745    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    宇治有機抹茶入り茎茶  

  100g   600円  （税込648円） 

 京都府宇治産の有機
栽培茶葉を使用した、
有機ほうじ茶。昔なが
らの釜炒り焙煎方法
で仕上げました。冬
はホット、夏はアイス
で。            λ堀田勝太郎商店
（京都府宇治市）     

1746        
    宇治・有機 釜炒りほうじ茶  

  200g   600円  （税込648円） 

やぶきたとオクミドリのブレンド茶。やぶきたとオクミドリのブレンド茶。
渋めのお茶で気分をリフレッシュ！渋めのお茶で気分をリフレッシュ！

夏の日差しをたっぷりと浴びた二
番茶が主体の、栽培期間中農薬不
使用のお茶です。「やぶきた」と他
ではなかなか手に入らない「オク
ミドリ」をバランス良くブレンドし
ました。

             λ松田博久（静岡県袋井市）     

1742    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    松田さんの煎茶  

  100g   628円  （税込678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）     

1748    NN 10/1お届け週10/1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） 

2112      
    箱売・野菜ジュース（食塩無添加）30缶  
  190g×30缶   3,480円  （税込3,758円） 
                  

2118        
    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   568円  （税込613円） 
                  

2113      
    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） 
                  

2119        
    国産ゆず茶（有機ゆず果汁入り）  
  520g   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2114        
    水車むらのせとやみどり（煎茶）  
  100g   750円  （税込810円） 

                  

2121      
    オーガニックカフェインレスコーヒー（粉）  
  250g   1,300円  （税込1,404円） 
                  

限定 200

 発酵させていないの
で、さわやかな味わい。
5包お得な増量パック
です。    ※売り上げの1
％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）     

1749        
    みどりのルイボス茶（有機栽培）増量パック  
  3.5g×55包   2,350円  （税込2,538円） 

2115      
    北村製茶の有機ほうじ茶  
  150g   466円  （税込503円） 

                  

2122        
    箱売・雲仙島原の天然水（2L×8本）  
  2L×8本   3,128円  （税込3,378円） 
                  

毎週 9354
隔週 9355

2116      
    まるごと粉末茶 有機発芽玄米緑茶  
  0.5g×30包   908円  （税込981円） 
                  

2123        
    箱売・神泉水（2L×6本）  
  2L×6本   1,739円  （税込1,878円） 
                  

2117        
    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   278円  （税込300円） 
                  

2124      
    箱売・6年保存水  
  2L×6本   1,938円  （税込2,093円） 
                  

 大地を守る会の生産
者の人参を搾り、り
んご果汁を合わせて
飲みやすくしました。
人参は濃縮還元汁使
用。            λフルーツバスケ
ット（静岡県函南町）     

1734        
    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） 

1732        
    箱売・りんごとにんじんのミックスジュース  
  1000ml×6本   4,100円  （税込4,428円） 
 りんごの風味が人参をマイルドに。人参は
濃縮還元汁を使用。  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）     

飲料

※ ランキング集計期間：
2017年114号 ～ 2018年113号

部門別人気商品
ベスト3をご紹介
このマークが目印

▲

今週のピックアップ今週のピックアップ

NoNo.1人気
○○○○部門

NoNo.1人気
ジュース
部門

NoNo..2人気

ジュース
部門

NoNo.3人気

ジュース
部門

定期登録なら
　72ポイント付！

定期登録なら
　209ポイント付！

レビューを見て購入。レビューを見て購入。
驚くほどのおいしさです驚くほどのおいしさです

34 139号 ■配送温度帯表示…無印：常温  蔵  冷蔵  凍  冷凍　■ 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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1747        
    ノヴァの有機フェアトレードアールグレイ紅茶ティーバッグ  

  2g×25包   680円  （税込734円） 

 良質な有機セイロン
紅茶に、柑橘系の香り
がさわやかな天然由
来の有機ベルガモッ
ト精油を噴霧しまし
た。        ■原産国／スリラ
ンカ    λノヴァ（埼玉県
北本市）     

柑橘系のさわやかな香りが好評です柑橘系のさわやかな香りが好評です

 発酵度が軽く、日本茶
に近い香りと味わい。
そしてくせがなく甘
みの残る飲み口です。
            λ中井製茶場（京都
府和束町）     

1750    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    国産有機ウーロン茶（ティーバッグ）  

  5g×15包   900円  （税込972円） 

1752    υυ       
    天鷹酒造の有機大吟醸あまさけ  

  300ml   750円  （税込810円） 

 有機米から造った米
麹の有用成分を引き
出し、なめらかな飲み
口に仕上げました。ノ
ンアルコールです。
            λ天鷹酒造（栃木県
大田原市）     

なめらかな大吟醸の甘酒ですなめらかな大吟醸の甘酒です

1751    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    木曽の手造り甘酒  

  350g   600円  （税込648円） 
 丹念に造った麹で、お米の甘みを引き出し
ました。凍らせてシャーベットにしても美
味。お好みの濃さに薄めてどうぞ。            λ小池
糀店（長野県木曽町）  δお届け後45日保証   

 ペルー豆とメキシコ豆
を7：3でブレンド。焙
煎方法はミディアムハ
イロースト（中煎り）で
す。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）     

1753    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    完熟ハンドピックコーヒー（豆）  

  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。
焙煎方法はミディア
ムハイロースト（中
煎り）です。中細挽き
で仕上げ。            λオルタ
ー・トレード・ジャパン
（東京都新宿区）     

1754    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    完熟ハンドピックコーヒー（粉）  

  400g   1,278円  （税込1,380円） 

1757        
    黒糖ココア  

  190g   648円  （税込700円） 

 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）     

黒糖のこっくりした甘みがアクセント黒糖のこっくりした甘みがアクセント

有機栽培コーヒー豆を中挽き、深煎り。有機栽培コーヒー豆を中挽き、深煎り。
仕上げた香り良くマイルドな味わい仕上げた香り良くマイルドな味わい

熱帯雨林を守るため、エクアドル、
メキシコでは、森を残したまま果樹
や作物を植える森林農法で有機
のコーヒーを栽培。このコーヒー
を日本に広めることで森を守るコ
ーヒー生産者を支援しています。

             λウインドファーム（福岡県水巻町）     

1755    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機栽培コーヒー ハチドリのひとしずく（粉）  

  200g   950円  （税込1,026円） 

 栽培期間中農薬不使用
のペルー産豆をやや深
煎りに仕上げました。カ
フェ・オ・レにも。生豆原
産国ペルー。    ※10月頃ま
での取り扱い予定。        λオ
ルター・トレード・ジャパ
ン（東京都新宿区）     

1756    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ATJリキッドコーヒー・ペルー（無糖）  

  1000ml   551円  （税込595円） 

1759    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

隔週 9361
毎週 9360

日本名水百選選出のミネラルウォーター日本名水百選選出のミネラルウォーター

隔週 9358
毎週 9357

 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）     

1758    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    龍泉洞の水（2L）  

  2L   247円  （税込267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）     

1760    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    富士山の麗水 8L  

  8L   890円  （税込961円） 

毎週 9363 隔週 9364

1761    NN 10/1お届け週10/1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。    ※同時配布チラシをご
覧ください。        λ友桝飲料（佐賀県小城市）     

¼  週 9368

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。

                      
 有機JAS認証取得の
地元の農家が育てた
酒米を有機認定工場
でていねいに仕込ん
だ、やわらかい口当た
りの純米酒。        ■原料
米／五百万石、あさ
ひの夢■日本酒度／
＋5■アルコール度
数／15度    λ天鷹酒造
（栃木県大田原市）     

1762    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    天鷹 有機純米酒  

  720ml   1,450円  （税込1,566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）     

1763    NN 10/1お届け週10/1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。    ※同時配
布チラシをご覧くださ
い。    ■アルコール度数
／12％    λ林農園（長
野県塩尻市）     

1764    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    五一わいん 竜眼（白辛口）  

  720ml   1,279円  （税込1,381円） 

 苦味や渋みが少なく、
さわやかな酸味が肉
料理によく合う辛口
の赤ワインです。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）     

1765    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    五一わいん ベリーA（赤辛口）  

  720ml   1,182円  （税込1,277円） 

 赤いベリー系やチェ
リーのアロマに、スパ
イスのニュアンスが
魅力。赤身の肉やトマ
ト系パスタ、熟成チー
ズと好相性。    ※酸化
防止剤使用。    ■原産
国／イタリア■アル
コール度数／13.5％
    λ三国ワイン（東京
都中央区）     

1766    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニックワイン ネーロ・ダーヴォラ（赤）  

  750ml   1,400円  （税込1,512円） 

 トロピカルフルーツや
ハーブのアロマが際
立ち、フレッシュかつ
辛口な味わい。前菜
や魚介料理に合いま
す。    ※酸化防止剤使
用。    ■原産国／イタリ
ア■アルコール度数
／12.5％    λ三国ワイ
ン（東京都中央区）     

1767    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニックワイン グリッロ（白）  

  750ml   1,400円  （税込1,512円） 

 キャンディーのような
香りに、ブラックチェ
リーのような果実味
が魅力。べーコンやチ
ーズとよく合います。
    ※酸化防止剤使用。
    ■原産国／スペイン
■アルコール度数／
13.5％    λ三国ワイン
（東京都中央区）     

1768    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニックワイン アルダレス ティント（赤）  

  750ml   1,340円  （税込1,447円） 

 程よい酸味とほのか
な苦味の余韻が特徴
的です。カルパッチョ
やパエリアなど魚介
料理と好相性。    ※酸
化防止剤使用。    ■原
産国／スペイン■ア
ルコール度数／12％
    λ三国ワイン（東京
都中央区）     

1769    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニックワイン アルダレス ブランコ（白）  

  750ml   1,340円  （税込1,447円） 

1770    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機農法ビール 6缶  
  350ml×6缶   1,680円  （税込1,814円） 
 ドイツ産の有機麦芽とホップを使用。マス
カットを思わせるほのかな香りとふくよ
かでバランスの良い苦味。        ■アルコール
度数／5％    λ日本ビール（東京都目黒区）     

1771    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    箱売・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）     

1772    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    箱売・ノンアルコールビール龍馬1865・24缶  
  350ml×24缶   2,880円  （税込3,110円） 
 プリン体ゼロ、ビールのカロリー62.5％カット、アルコ
ール分０％。本格的な辛口を楽しめます。添加物不使
用。  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日本ビール（東京都目黒区）     

2125        
    天鷹 有機純米吟醸  
  720ml   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2128      
    ラ・サングリア ブランコ（白）  
  750ml   960円  （税込1,037円） 
     ※酸化防止剤使用。             

2126        
    天
てんたか

鷹 有機純米酒 ひやおろし原酒  
  720ml   1,580円  （税込1,706円） 
                  

2129    υυ     
    風の谷のビール ピルスナー 6本  
  330ml×6本   2,790円  （税込3,013円） 
     ※送料お得便限定。          εお届け後45日保証   

2127      
    井筒ワイン ナイヤガラ（白辛口）  
  720ml   1,187円  （税込1,282円） 
                  

2130        
    ノンアルコールビール龍馬1865・6缶  
  350ml×6缶   720円  （税込778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・ラ・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

35139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。※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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一次・二次原料に
石油由来成分不使用
鉱物油、合成着色料
合成香料不使用

表示指定成分不使用

洗浄成分としての
合成界面活性剤不使用

ヘルス＆
ビューティー

                      

 細やかな泡で洗い上
げ、つっぱり感を残し
ません。      ※冷蔵保存し
ないでください。※ご
使用の直前によく振
ってください。■使用
の目安／開封後2カ
月      λ創薬研究所（東
京都千代田区）     

2131    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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） 

¼  週 9399

 アミノ酸を豊富に含
んだ日本酒が主原
料。さっぱりするのに
しっとりすると好評。
      ※ご使用の直前によ
く振ってください。
■使用の目安／開封
後2カ月      λ創薬研究所
（東京都千代田区）     

2132    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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） 

¼  週 9401

 ひんやりとした使い
心地。乾燥が気にな
る部分や目元のケア
に。      ※冷蔵保存しない
でください。■使用の
目安／開封後2カ月
      λ創薬研究所（東京
都千代田区）     

2133    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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） 

¼  週 9400

 しっとりとハリのある
肌に仕上げます。べた
つかないと人気です。
      ※冷蔵保存しないで
ください。※ご使用の
直前によく振ってくだ
さい。■使用の目安
／開封後2カ月      λ創
薬研究所（東京都千
代田区）     

2134    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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） 

 石けん乳化の保湿ク
リーム。なめらかにな
じみます。      ※冷蔵保
存しないでください。
※水っぽい場合があ
ります。よく振ってか
らご使用ください。
■使用の目安／開封
後2カ月      λ創薬研究所
（東京都千代田区）     

2135    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    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） 

 低温でていねいに圧搾抽出した天然ササ樹液。さら
りと軽い感触ながらお肌をじっくりと潤します。これ
1本でお手入れOK。無香料。      ■使用の目安／開封後
7～10日      λメルインターナショナル（東京都渋谷区）     
2136    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ユード133（クマザサ化粧水）  
  25ml×4本   5,905円  （税込6,377円） 

 洗顔後の肌を整え、引
き締める化粧水。植
物エキスの働きによ
り潤いを保ち、みずみ
ずしい肌に導きます。
            λ太陽油脂（神奈川
県横浜市）     

2137        
    ボトル・パックスナチュロンフェイシャルローション（化粧水）  

  100ml   1,370円  （税込1,480円） 

 農薬を使わずに育て
たオールドローズの
蒸留水を1年熟成さ
せ、天然の保湿成分
を加えた化粧水。      ※開
封後は冷蔵庫で保存
してください。■使用
の目安／開封後2カ
月      λフロンティア蓼科
（長野県茅野市）     

2138        
    オールドローズローション（化粧水）  

  100ml   3,600円  （税込3,888円） 

2139        
    クーネ エッセンス ローション（化粧水）  

  100ml   1,900円  （税込2,052円） 

 陸前高田の椿や三陸のワカメ
など、植物の力でしっとりと肌
を潤す化粧水。ぽってりとし
た感触で、肌につけるとさらり
となじみます。      ※オイルを配合
し、乳化剤を使用していない

ため、よく振ってから適量を清潔な手に取り、お肌になじ
ませます。※ベルガモットの果実油は、皮膚に塗布後、紫
外線を浴びると、色素沈着や炎症などが表れることがあ
るフロクマリン類を除いた、フロクマリンフリーの精油を
使用しています。      λネパリ・バザーロ（神奈川県横浜市）     

2140    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    Dエクストラ ガッスールソープ  

  100g   1,450円  （税込1,566円） 

 吸着力と洗浄力に優れた天然クレイ（粘
土）とアルガンオイル配合の洗顔ソープ。
ダブル洗顔が面倒な方には、クレンジン
グとしてもおすすめ。            λガッスールジャ
パン・ジャミーラ（東京都杉並区）     

2141    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    パックスナチュロンフェイスクリアソープ（洗顔石けん）  

  95g   890円  （税込961円） 

 はちみつなどの保湿成分の配合によりき
め細かい泡でやさしい洗い上がり。            λ太
陽油脂（神奈川県横浜市）     

 水を使わず厳選した
国産のハーブウォー
ター、植物エキスとオ
イルで作った泡タイ
プの洗顔料。きめ細
かな泡でやさしく洗
い上げ、しっとり潤う
肌に。クレンジングに
も。      ■使用の目安／開
封後3カ月      λアマナク
ラ（神奈川県鎌倉市）     

2142        
    ハーブフォーム（洗顔料）  

  150ml   1,900円  （税込2,052円） 

2143        
    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）     

 ビワ葉のエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。きめ
を整え健やかな肌へ。
肌あれ防止にも。      ■使
用の目安／開封後2
カ月      λアマナクラ（神
奈川県鎌倉市）     

2144    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    びわ葉水（化粧水）  

  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 スギナのエキスを国
産有機栽培米焼酎で
じっくり抽出。アロエ
ベラ液汁配合。豊富な
ミネラルが毛穴を引
き締めハリのある肌
へ。肌あれ防止にも。
      ■使用の目安／開封
後2カ月      λアマナクラ
（神奈川県鎌倉市）     

2145    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    すぎな水（化粧水）  

  100ml   2,000円  （税込2,160円） 

 高麗人参、アロエ、スギナ、
ドクダミ、ハトムギなど19
種類の植物エキスを配合。

生き生きとしたお肌へと導きます。      ※草木アレル
ギーのある方はご使用をお控えください。初めて
の方はパッチテスト等をお試しの上でご使用くだ
さい。※においに敏感な方は冷蔵保存をおすすめ
します。      λ淀エンタープライズ（栃木県大田原市）     
2611    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    いちえ水 自然化粧水  

  120ml   2,800円  （税込3,024円） 

 保湿成分として長崎県
五島産の椿油を配合。お
肌を生き生きとさせ、ハリ

と潤いを長く保ちます。合成界面活性剤などの
乳化剤は使用していません。      ※草木アレルギー
のある方はご使用をお控えください。初めての
方はパッチテスト等をお試しの上でご使用くだ
さい。      λ淀エンタープライズ（栃木県大田原市）     
2612        
    いちえ液 保湿美容液  

  50ml   3,700円  （税込3,996円） 

2146    NN 10/1お届け週10/1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） 

 天然由来成分100％
の大地を守る会オリ
ジナル美容液です。
肌のくすみ※、乾燥、
ハリ不足が気になる
方に。※乾燥による。
            λブランシュシュ（大
阪府大阪市）     ¼  週 9402

 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。※約2カ
月分。■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）     

2147    NN 10/1お届け週10/1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） 

 ハリのあるお肌へ導
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）     

2148    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

2149    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    椿の美容オイル  

  30ml   2,300円  （税込2,484円） 

 合成界面活性剤、合
成防腐剤不使用。石
けんで乳化した手肌
になじむハンドクリー
ム。ご家族でご使用
ください。            λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2150    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックスナチュロンハンドクリーム  

  70g   760円  （税込821円） 

2151    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    Wヒアルロン酸特泉原液30ml  

  1本   2,000円  （税込2,160円） 

 保湿成分として、浸透※
型・豊潤型の高濃度ヒ
アルロン酸を配合。み
ずみずしくハリのある
美肌を保ちたい方にお
すすめ。※角質層まで
            λクルード（大阪府大
阪市）     

高分子と低分子のWパワーでふっくら高分子と低分子のWパワーでふっくら

2152        
    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） 

                  

2158        
    詰替用・パックスオリーリンス  
  500ml   900円  （税込972円） 

                  

2164        
    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           

2170        
    詰替用・Prakritiシャンプードサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円） 
                  

2175        
    華
かみつれん

密恋 薬用入浴剤 詰替え用350ml  
  350ml   1,900円  （税込2,052円） 
                  

2153        
    詰替用・パックスナチュロンシャンプー  
  500ml   690円  （税込745円） 

                  

2159        
    詰替用・パックスお肌しあわせハンドソープ  
  300ml   300円  （税込324円） 

                  

2165        
    ウブスナ フィトリュクス ローション（化粧水）  
  100ml   4,000円  （税込4,320円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2171        
    詰替用・Prakritiリンスドサロン  
  500ml   1,400円  （税込1,512円） 
                  

2176        
    アンナトゥモール ナチュラルUVルース
クリームBB（ライトクリアベージュ）  
  40g   3,000円  （税込3,240円）                   

2154        
    詰替用・パックスナチュロンリンス  
  500ml   690円  （税込745円） 

                  

2160        
    詰替用・ハーブフォーム（洗顔料）  
  150ml   1,500円  （税込1,620円） 
                  

2166        
    ウブスナ フィトリュクス セラム（美容液）  
  30ml   6,000円  （税込6,480円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2172        
    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） 
                  

2177        
    シムカラーEX（8パック） ソフトブラック  
  25g×8パック   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2155        
    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） 

                  

2161        
    詰替用・パックスオリー フェイスフォーム  
  140ml   600円  （税込648円） 

                  

2167        
    ウブスナ フィトリュクスクリーム（保湿クリーム）  
  30g   5,000円  （税込5,400円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2651        
    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） 
       ■医薬部外品           

2178        
    ナチュラグラッセ アイライナーペンシル（ブラック）  
  1本   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2156        
    詰替用・パックスオリーボディーソープ  
  500ml   900円  （税込972円） 

                  

2162        
    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        
    ウブスナ フィトリュクス ソープ（洗顔用枠練石けん）  
  80g   2,500円  （税込2,700円） 
       ■使用の目安／開封後2カ月           

2173        
    詰替用・Larネオナチュラル ヒーリングシャンプー  
  500ml   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2179        
    ナチュラグラッセ アイライナーペンシル（ブラウン）  
  1本   2,800円  （税込3,024円） 
                  

2157        
    詰替用・パックスオリーシャンプー  
  500ml   900円  （税込972円） 

                  

2163      
    Prakriti オーガニックホホバオイル  
  35ml   2,171円  （税込2,345円） 
                  

2169        
    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） 
                  

2174        
    詰替用・Larネオナチュラル ヒーリングコンディショナー  
  500ml   3,000円  （税込3,240円） 
                  

2180        
    ローズ&ハニーシアバター（保湿クリーム）  
  30g   3,800円  （税込4,104円） 
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 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）     
2181    NN 10/1お届け週10/1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） 

 ビタミンEを多く含む
アルガンオイル。朝や
夜の洗顔後、顔全体
に薄くのばしてくださ
い。ローズの香りで優
雅な気分に。      ■使用
の目安／開封後6カ
月      λフロンティア蓼科
（長野県茅野市）     

2182    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ローズ&アルガンオイル（美容オイル）  

  30g   3,800円  （税込4,104円） 

 乾燥による肌荒れや年齢に応じたお手
入れに。お肌にハリと潤いを与えます。
      ■使用の目安／開封後6カ月      λアーク＆
エコ（東京都中央区）     

2183        
    Prakriti オーガニックアルガンオイル  

  20ml   2,900円  （税込3,132円） 

 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）     
2184        
    パックスナチュロンUVクリーム  

  45g   740円  （税込799円） 

 肌を潤すカミツレエ
キスに、なめらかに整
えるマカダミアナッ
ツ油、シアバターを配
合。ラベンダーとベル
ガモットがさわやか
に香ります。      ■使用の
目安／開封後3カ月
      λカミツレ研究所（東
京都江東区）     

2186        
    華かみ つ れ ん密恋 ボディミルク  

  150ml   2,800円  （税込3,024円） 

2187    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール40（ナチュラルベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ40、ＰＡ＋＋＋ ※スポンジ
付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

2188        
    アクア・アクア ミネラルトリートメントヴェール50（ライトベージュ）  

  10g   2,800円  （税込3,024円） 

 紫外線から肌を守り、スキンケアから、フ
ァンデーション、仕上げパウダーまでを
一つでこなす、オールインワンコンパクト
です。      ※ＳＰＦ50＋、ＰＡ＋＋＋ ※スポン
ジ付。      λＲＥＤ（東京都目黒区）     

 貝殻から作られたさらさらのパウダー。素肌や化
粧水の後に軽く付けるだけで、潤いをキープしま
す。化粧の下地や仕上げ用にもおすすめ。      ※パフ
付。※化粧品がお肌に合わないときは使用を中
止してください。      λ不動化学（大阪府大阪市）     
2189    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    胡粉美人パウダー（フェイスパウダー）  

  40g   2,900円  （税込3,132円） 

2190    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    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）     

2191        
    ボトル・Prakritiシャンプードサロン  

  600ml   1,900円  （税込2,052円） 

 髪の汚れやスタイリ
ング剤をきれいに落
とす、美容師が主体と
なって開発した、ノン
シリコンシャンプー。
      ■使用の目安／開封
後3カ月      λアーク＆エ
コ（東京都中央区）     

2192        
    ボトル・Prakritiリンスドサロン  

  600ml   1,900円  （税込2,052円） 

 シャンプーで裸の状
態になった髪のコン
ディションを整え、ハ
リ・コシのある髪に。
天然由来成分100％
のリンスです。      ■使用
の目安／開封後3カ
月      λアーク＆エコ（東
京都中央区）     

 天然由来成分だけで
作った育毛ケア剤。
頭皮を健やかな状態
に導き、強く美しい髪
を育てます。ベタつき
のない軽い付け心地。
      ■医薬部外品      λクル
ード（大阪府大阪市）     

2193    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    玉の髪 薬用養毛エキス120ml  

  1本   3,800円  （税込4,104円） 

 国産の精製度が高い
ツバキ油を使用。シャ
ンプーやドライヤー
の前に使えばしっと
り感がアップします。
            λムサシ堂（東京都
八王子市）     

2194    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    夢椿（頭髪用ツバキ油）  

  50ml   2,000円  （税込2,160円） 

2195        
    アンナトゥモール ナチュラルヘアエッセンス  

  80ml   2,500円  （税込2,700円） 

 ローズヒップ種子油
（保湿成分）を配合し
た、洗い流さないタイ
プのヘアエッセンスで
す。髪を乾燥から守り、
しっとりさせます。      ※洗
い流し不要。※夏場は
冷蔵庫保存をおすすめ
します。■使用の目安
／開封後3カ月      λ美容
薬理（福岡県芦屋町）     

 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）     

2196    NN 10/1お届け週10/1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） 

 木藍配合の天然の白髪染め。続けて使用することで、次第に白髪
がダークブラウン系の色合いに。      ※黒髪は染まりません。※ポリ
エチレン製手袋付｡ ■使用の目安／ショートヘア：30～50g、セ
ミロング：50g～  ■原産国／インド    λナイアード（東京都福生市）     
2197    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ヘナ木

もくらん

藍入  
  100g   1,500円  （税込1,620円） 

2198    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックス化粧石けんE  

  95g×3コ   300円  （税込324円） 

 天然ビタミンEを配合した、シンプルでお
肌にやさしい石けんです。豊かな泡立ち
で汚れを落とし、さっぱりとした洗い心
地。            λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2199    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    よもぎせっけん（植物油脂使用）  

  98g×4コ   900円  （税込972円） 

 植物性油脂から作られた化粧石けん。お
肌に潤いを与えるよもぎエキス配合・無
香料。      ※石けんの表面にメーカーの想い
を込めた文字が刻印されています（「クリ
ーン幸」）。      λ地の塩社（熊本県山鹿市）     

 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）     

2200    NN 10/1お届け週10/1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） 

 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）     

2201    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックスナチュロン ハミガキ  

  120g   690円  （税込745円） 

2202    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックスソルティーはみがき  

  80g   320円  （税込346円） 

 塩化ナトリウムの働
きで、歯槽膿漏、歯肉
炎を予防します。      ■医
薬部外品      λ太陽油脂
（神奈川県横浜市）     

2635    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーラルピース クリーン&モイスチュア グリーン  

  80g   1,200円  （税込1,296円） 

 口腔ケアジェル。ウメの
風味にほんのりミント
の爽快感が感じられま
す。ミントが苦手な方や
お子さまにも。      ※開封
後は3カ月以内に使い
切ってください。      λトラ
イフ（神奈川県横浜市）     

2636    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーラルピース クリーン&モイスチュア ミント  

  80g   1,200円  （税込1,296円） 

 口腔ケアジェル。スッ
キリした爽快感。ミン
トの清涼感を強めに
感じたい方に。      ※開
封後は3カ月以内に
使い切ってください。
      λトライフ（神奈川県
横浜市）     

2637    NN 10/1お届け週10/1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
薬用液体歯みがきです。
歯周炎（歯槽膿漏）の予
防や歯肉炎・口臭の防止
に。      ■医薬部外品 ■使
用量の目安／1回につ
き約10～20ml      λまある
（大阪府高石市）     

2203        
    パックス石けんハミガキ  
  140g   350円  （税込378円） 

                  

2207        
    「磨きやすい」歯ブラシ -極（きわみ）-  
  3本組   550円  （税込594円） 

                  

2211        
    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） 

                  

2486        
    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） 
                  

2643        
    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） 

                  

2593        
    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） 
                  

2208        
    40代からの「磨きやすい」歯ブラシ  
  3本組   475円  （税込513円） 

                  

2212        
    徳用 アルカリウォッシュ  
  3kg   1,455円  （税込1,571円） 
                  

2217        
    詰替用・パックス酸素系漂白剤  
  500g   430円  （税込464円） 

                  

2221        
    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） 
                  

2204        
    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） 
                  

2597        
    ソラデースペアブラシ（4本入）コンパクトサイズ極細毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2213        
    詰替用・パックスナチュロンドラム式洗濯機用液状石けん  

  800ml   450円  （税込486円） 
       ※ウール・絹洗い不可           

2218        
    SOMALI 衣類のリンス洗剤（詰替え用）  
  1000ml   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2222        
    詰替用・米ぬか台所用液体せっけん  
  400ml   250円  （税込270円） 

                  

2205        
    薬用なたまめ柿渋歯磨き（純国産）  
  120g   1,600円  （税込1,728円） 
       ■医薬部外品           

2596        
    ソラデースペアブラシ（4本入）コンパクトサイズふつう毛  
  1セット   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2214        
    詰替用・ドラム式洗濯機用 洗濯槽快  

  30g   500円  （税込540円） 
                  

2219        
    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） 

                  

2223      
    SOMALI トイレクリーナー（詰替え用）  
  1000ml   1,800円  （税込1,944円） 
                  

2206        
    石けん百貨 入れ歯洗浄剤  
  160g   500円  （税込540円） 

                  

2209        
    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）                   

2215        
    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） 

                  

2640        
    詰替用・洗のチカラ（洗濯用洗剤）1000ml  
  1000ml   2,680円  （税込2,894円） 
                  

2224        
    詰替用・洗浄消臭剤 ほっといて（お風呂場用）  
  700ml   1,600円  （税込1,728円） 
                  

2595        
    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） 
                  

2210        
    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）                   

2216        
    入浴剤HPアロマバス（フェリデローズ）  
  500g   2,200円  （税込2,376円） 
       ■医薬部外品           

2220        
    にがり温泉（入浴剤）  
  500g   1,650円  （税込1,782円） 
                  

2225        
    詰替用・パックスナチュロントイレ洗い石けん  
  350ml   290円  （税込313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
で多層パールが肌を
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）     

2185    NN 10/1お届け週10/1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） 

37139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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 石けん本来の洗浄力を引き出すには、しっかり泡立てることが重要です。      ※衣料品の取
り扱い表示にしたがってお洗濯してください。アルカリ剤が入っているため、絹やウー
ルには使用できません。※万一飲み込んだ場合は水を飲ませるなどの処置をしてくださ
い。※目に入った場合は、こすらずに流水で十分洗い流してください。※異常が残る場
合は専門医にご相談ください。※日の当たらない、涼しい場所で保管してください。※子
どもの手の届かないところに置いてください。※用途以外に使用しないでください。※本
品は飲み物ではありません。  ■サイズ／7×15×28cm    λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2226        
    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） 限定 100

植物性で、赤ちゃんの肌着などにも植物性で、赤ちゃんの肌着などにも
 米発酵エキス98％の
スキンケア入浴剤。
18種類以上のアミノ
酸や糖類でお肌をし
っとりとした状態に導

きます。      ※翌日以降残り湯を沸かしての
入浴はお避けください。■使用の目安／
200Lに対し50ml ■医薬部外品      λ日本
グリーンパックス（東京都中央区）     

2227        
    入浴剤 微笑みの郷  

  600ml   1,200円  （税込1,296円） 

2234        
    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） 
             λ日本グリーンパックス（東京
都中央区）     

2240        
    ベビーマグちゃん 
イエロー  
  1コ   

2,400円  （税込2,592円） 
             λ宮本製作所（茨城県古河市）     

2235        
    ウォッシュナッツお徳用サイズ270g  
  270g   

2,000円  （税込2,160円） 

             λハートツリー（東京都港区）     

2241        
    ベビーマグちゃん 
ピンク  
  1コ   

2,400円  （税込2,592円） 
             λ宮本製作所（茨城県古河市）     

 有機精油の香るお風
呂でリラックス。ホホ
バ油でお肌しっとり。
      ※天然の香りのため、
香りの持続が短く感

じられることがあります。■使用精油／
ラベンダー（真正）、オレンジ（スイート）、
マージョラム ■使用の目安／180Lに対
し25g ■医薬部外品      λ彩生舎（滋賀県
近江八幡市）     

2228    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    入浴剤 HPアロマバス（リラクゼーション）ホホバオイル入  

  500g   2,000円  （税込2,160円） 

 ホホバオイルをベース
に、肩や腰が気になる
方におすすめのエッセ
ンシャルオイルをブレ
ンドしました。関節の
ケアにも。      ■使用精油
／ラバンサラ、レモン、
ラバンディン、ペパー
ミント      λ彩生舎（滋賀
県近江八幡市）     

2229    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    HPマッサージオイル フォーショルダー  

  50ml   2,500円  （税込2,700円） 

 肌を優しく守る定番
オイル。乾燥肌のスキ
ンケアにおすすめで
す。なめらかですべり
が良いので、マッサー
ジにも。      ■使用の目安
／開封後6カ月      λ彩
生舎（滋賀県近江八
幡市）     

2230        
    HP スイートアーモンドオイル  

  50ml   1,100円  （税込1,188円） 

2236        
    パックスナチュロン
純粉せっけん  
  1kg   

820円  （税込886円） 
             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2242        
    ベビーマグちゃん 
ブルー  
  1コ   

2,400円  （税込2,592円） 
             λ宮本製作所（茨城県古河市）     

2237        
    ハーブの香りの粉石けん
（洗濯用）  
  1.8kg   

1,200円  （税込1,296円） 
             λまるは油脂化学（福岡県久
留米市）     

2243        
    洗のチカラ（洗濯用洗剤）ボトル1000ml  
  1000ml   

2,980円  （税込3,218円） 

             λエコワン（神奈川県横浜市）     

 クラリセージを中心
に、有機精油をブレン
ド。やわらかく落ち着
きのある香りです。ホ
ルモンバランスが崩
れがちな女性に。      ■成
分／ホホバ油、ゼラニ
ウム油、オニサルビア
油、ラベンダー油、レ
モン果皮油      λ彩生舎
（滋賀県近江八幡市）     

2231        
    HPマッサージオイル ウィメン  

  50ml   2,500円  （税込2,700円） 

 ジュニパーやサイプレスなどの有機精油をブレンド。森
林浴のような爽快さに甘さを秘めた香り。お休み前の
足のケアにどうぞ。      ■使用精油／ジュニパー、サイプレ
ス、レモン、ペパーミント      λ彩生舎（滋賀県近江八幡市）     
2232        
    HPマッサージオイル フォーフット  

  50ml   2,500円  （税込2,700円） 

2238        
    ボトル・パックスナチュロン
洗濯用液体石けん  
  1000ml   

790円  （税込853円） 
             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2244        
    アルカリウォッシュ 
プラス  
  600g   

680円  （税込734円） 
             λ地の塩社（熊本県山鹿市）     

2239      
    ダニとってポイ 
10枚入り  
  10枚入り   

4,500円  （税込4,860円） 
             λゴトウ（大阪府岸和田市）     

2245        
    アルピニアカット  
  268g   

1,800円  （税込1,944円） 

             λ日本月桃（沖縄県那覇市）     

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

                      

2246        
    木のカレースプーン（カエデ）  

  1本   1,500円  （税込1,620円） 

 カエデ材を木地に使い、漆で仕上げを
しました。カレーはもちろんシチューに
も。      ※1本ずつ木目や重さ、色目が多少異
なります。※電子レンジ・食器洗い乾燥機
不可。  ■サイズ／長さ18.5×幅4cm、重さ
13g    λ兵左衛門（福井県小浜市）     

口当たりのやさしい国産木を使用口当たりのやさしい国産木を使用

 表裏で太さを使い分けられる、野菜おろし。専用トレイ
付きで使う場所を選びません。      ※食器洗い乾燥機不可。
  ■サイズ／幅29.3×奥行10.8×高さ4.5cm、重量166g
■原産国／中国    λレーベン販売（神奈川県横浜市）     
2247        
    ののじサラダおろし  

  1コ   1,600円  （税込1,728円） 

 おしぼりにも台ふきん
としても使えます。カ

ラフルなセットです。      ※はじめてお使いに
なる時は、水かぬるま湯でよく洗ってくだ
さい。※塩素系漂白剤のご使用はお避け
ください。  ■サイズ／幅27×奥行37cm、
重量22g■原産国／中国    λアイセン（和
歌山県海南市）     

2248        
    キッチンおしぼり4枚入×2コセット  

  1セット   800円  （税込864円） 

 熊笹・ホタテ貝殻・ユーカリの持つ自然の力
で衣類を守ります。引き出しや収納箱に。
      ■使用の目安／開封後約6カ月 ■使用量の
目安／タンスの引き出し一段に2コが目安
  ■サイズ／7×7cm    λ常晴（兵庫県西宮市）     
2249    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    天然ハーブの衣類用防虫剤  

  12コ   800円  （税込864円） 

 ゴキブリ誘因効果の高いピーナッツを使用。通り道に置くだけで、姿を見ずに退治
できます。      ※本品はホウ酸を使用した製剤です。食品と区別して、誤って食べること
のないようにしてください。※小児の手の届かない場所に保管してください。※内
容物を容器から取り出して使用しないでください。※食品とは区別し、誤って食べる
ことのないようにしてください。■品質保持期限／製造日より14カ月 ■防除用医
薬部外品  ■サイズ／1コあたり：直径37×高さ26mm    λタニサケ（岐阜県池田町）     
2601    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ゴキブリキャップP1（30コ入）  
  10g×30コ   2,571円  （税込2,777円） 

 除虫菊の配合を増やし、蚊成虫の駆除に最適
です。合成着色剤は不使用。      ※総ピレトリンと
して0.36％。※1巻約4時間30分使用可。※直
射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保
管してください。■防除用医薬部外品  ■サイ
ズ／直径10cm    λりんねしゃ（愛知県津島市）     
2250    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    防除用医薬部外品 蚊取りせんこう もね  

  20巻   810円  （税込875円） 

2648    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    洗のツバキ（洗濯用洗剤）  

  1.3kg   1,280円  （税込1,382円） 

 サッと溶け、すすぎは1回で
もOK。泡立ちが少ないので

ドラム式の洗濯機にもおすすめです。      ※善玉バイオ浄
ＪＯＥに椿油を配合した商品です。※次の表示のある
衣料品には使用できません。「中性」表示のあるもの、
水洗いできないもの。■使用の目安／水60Lに対し
て20～30g、水45Lに対して15～20g  ■サイズ／幅
15×奥行9×高さ13cm    λエコワン（神奈川県横浜市）     

2251        
    ポリラップミニ 22cm×50m  

  1本   162円  （税込175円） 
                  

2257      
    やさいエコバッグ P-プラス S  

  5枚   340円  （税込367円） 
                  

2263        
    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           

2269        
    ランドリーソープ（洗濯用粉せっけん）  

  1kg   820円  （税込886円） 
                  

2600        
    ゴキブリキャップC1a（30コ入り）  
  10g×30コ   2,160円  （税込2,333円） 
       ■防除用医薬部外品           

2252        
    ポリラップ 30cm×40m  

  1本   168円  （税込181円） 
                  

2258        
    やさいエコバッグ P-プラス L  

  2枚   340円  （税込367円） 
                  

2264        
    トイレットペーパー（白・ピュアコアレス）  
  シングル6ロール   580円  （税込626円） 
       ※お1人様1点まで           

2270      
    コアレス専用芯棒  

  1本   48円  （税込52円） 
                  

2491        
    ダニコナイ15コ入  
  15コ   4,500円  （税込4,860円） 
                  

2253        
    アルミホイル8m 2本組  
  1セット   230円  （税込248円） 

                  

2259        
    キッチンペーパー（再生紙100%）  

  3箱   500円  （税込540円） 
       ※お1人様1点まで           

2265        
    トイレットペーパー（白・中芯無し）  
  シングル6ロール   580円  （税込626円） 
       ※お1人様1点まで           

2271        
    エコメイト洗濯槽クリーナー  
  2回分(250g×2袋)   648円  （税込700円） 
       ※ドラム式洗濯機不可           

2492        
    ダニコナイ3コ入  
  3コ   1,000円  （税込1,080円） 
                  

2254        
    排水口用 水切りゴミ袋  

  60枚   350円  （税込378円） 
                  

2260      
    vikuraビクラ浄水ポット交換カートリッジVC-P1  
  1コ   2,500円  （税込2,700円） 
                  

2266        
    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           

2272        
    重曹&ゴムのちから30枚入り  
  1セット   380円  （税込410円） 

                  

2507        
    フォレストハーモニーβ（消臭スプレー）  
  150ml   800円  （税込864円） 

                  

2255      
    交換用コスロンフィルター20コ入り  
  1セット   1,200円  （税込1,296円） 
                  

2261        
    スリマー交換カートリッジC-MFH-35DX  
  1コ   9,800円  （税込10,584円） 
                  

2267        
    再生紙100%ティッシュペーパー・モーリ  

  5箱   480円  （税込518円） 
       ※お1人様1点まで           

2273        
    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           

2275        
    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           

2256      
    インフルライフセーバー立体（3D）型 レギュラーサイズ  
  1セット(30枚入)   3,980円  （税込4,298円） 
                  

2262      
    vikuraビクラ浄水器交換カートリッジVC-A1  
  1コ   7,593円  （税込8,200円） 
                  

2268        
    ナチュラムーン おりもの専用シート  

  40コ   570円  （税込616円） 
                  

2274        
    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           

2276        
    ナチュラムーン生理用ナプキン多い日の夜用（羽なし）  
  12コ×2パック 12コ×2パック     760760円円    （（税税込込821821円）円）  
       ※羽なし　■医薬部外品           

 国産原料100％で、ビタミ
ンE以外の添加物不使用。
小型犬にも与えやすい、
5mm前後の粒状タイプ。
    ※総合栄養食です。※直
径5ｍｍ前後の粒状タイ

プですが、手作りの為少し長いタイプの粒が混じる事がありま
す。ご了承ください。※食物繊維が豊富で犬の胃腸を健康に保
ちます。そのため便が多少増えることがあります。※他製品に比
べ水分含有量が低くなっておりますので、食後に飲水量が増え
る場合があります。        λ徳岡商会（東京都荒川区）    θ小麦・大豆 
1773    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ドッグフード（オールステージ）・小粒  

  1kg   2,580円  （税込2,786円） 

 さっぱりした質感で
使いやすいオイル。ス
キンケアやヘアケア、
マッサージにもおすす
めです。            λ彩生舎（滋
賀県近江八幡市）     

2233        
    HPオーガニックホホバオイル  

  50ml   2,300円  （税込2,484円） 

38 139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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バックナンバーはWEBサイトでご覧ください。　▼http://www.daichi-m.co.jp/syouhinjyouhou/

                 θ乳 1395    υυ       
    低温長時間発酵 
岩泉ヨーグルト（加糖）  
  1000g   880円  （税込950円） 

                  

1616        
    有機バルサミコ酢  

  250ml   1,500円  （税込1,620円） 
1637        
    オイスターソース  

  115g   499円  （税込539円） 

                 θ小麦・大豆 

今週の名品は
これ！

加工食品セクション
西田 和弘

驚きの量（1kg！）も、ちょっと風変わりな容器もすべておいしさのためです。
ツチオーネ編集部（以下「ツ編」）： 立派なた
たずまいのヨーグルトですね。1kgもある！

西田：そう。1kgには理由があるんです。ヨー
グルトは健康面が注目されがちですが、製

造元の岩泉乳業は、「とにかくおいしいヨー

グルトを作る！」を目標に掲げました。この

ヨーグルトは包装容器に充填してから発酵

させるタイプです。「うまく発酵させる＝お

いしいヨーグルトが作られる」ということだ

姿だったんですね。本当にこれまでにないく

らい「もっちり」としていますね。

西田：そうなんです。乳酸菌を活発化させる
砂糖も加えたから、非常に「もっちり」として

います。ちまたに「もっちり」と名前が付く

商品があふれているように、日本人はこのよ

うな「もっちり」が好きですよね。

ツ編：はいっ、このおいしさは本能に訴えて
くるものですね。くせになります～。

した。通常ヨーグルトは40℃で 5～ 6時間

発酵させますが、岩泉ヨーグルトは 20℃で

約 20時間と長い時間をかけた「低温長時間

発酵」で「もっちり」とした食感に仕上げて

います。このアルミ袋は「低温長時間発酵」

に大変適していて、袋の中でゆっくりと熱が

伝わり発酵が進みます。まさに袋の中は「ヨー

グルト工場」そのものといえます。

ツ編：研究を重ねてたどりついたのが、この

から大げさかもしれませんが、岩泉乳業で

は容器がヨーグルトのおいしさを左右すると

考え、こだわりました。まずはサイズです。

いろんなサイズの容器で試作したら、大きいほ

どおいしかったようです。 だからこの1kgに

したそうですよ。

ツ編：サイズとおいしさの相関関係を発見し
たんですね！ 素材もアルミは珍しいですね。

西田： アルミにしたのも理由があると聞きま

隠れ名品案内れ名品案

商品担当と編集部による
隠れヒット商品を巡る掘り出しトーク。

れ名品案
砂糖なしの「プレーン」ももっちりしていますが、砂糖入りの
「加糖」はスプーンからなかなか落ちないほどもっちり！！

プレーン加 糖

バ
ル
サ
ミ
コ
酢
を
使
っ
た
炊
き
込
み
ご
は
ん
（
左
）
は
、
醤
油
と
み
り
ん
の
こ
っ
く
り
と
し
た
味
わ
い
が

軽
や
か
に
。
鶏
の
照
り
焼
き
（
右
）
は
、オ
イ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
を
加
え
る
と
、簡
単
に
深
み
が
増
し
ま
す
。

秋
の
定
番
メ
ニ
ュ
ー
に
、「
使
い
方
」の
新
旋
風

毎
日
の
お
料
理
に
欠
か
せ
な
い
相
棒
、

調
味
料
の
さ
し
す
せ
そ
。

そ
ん
な
基
本
の
味
付
け
の
枠
を
飛
び
出
し
て
、

新
し
い
お
い
し
さ
を
見
つ
け
て
み
ま
せ
ん
か
。

試
し
た
い
お
す
す
め
は
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
と

オ
イ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
。

そ
れ
ぞ
れ
イ
タ
リ
ア
ン
と
中
華
だ
け
で
な
く

和
食
に
も
使
っ
て
み
る
と
不
思
議
。

炊
き
込
み
ご
は
ん
は
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
の
酸
味
で

す
っ
き
り
と
し
た
風
味
に
な
っ
て
、

鶏
の
照
り
焼
き
は
オ
イ
ス
タ
ー
ソ
ー
ス
に
よ
っ
て

う
ま
み
濃
く
仕
上
が
り
ま
す
。

季
節
は
夏
を
越
え
、食
を
楽
し
む
秋
の
始
ま
り
。

味
の
世
界
を
ぐ
ん
と
大
き
く
広
げ
ま
し
ょ
う
。

さ
し
す
せ
そ
、
そ
の
先
の
調
味
料

Theme
暮
ら
し
上
手
の
ヒ
ン
ト

暮
ら
し
上
手
の
ヒ
ン
ト

バルサミコ酢を使うことでいつもの炊き込みごはんが後味
良く仕上がります。しいたけは
1/4にカット、しめじ、まいたけは
大きめにほぐし、研いだ米に醤
油、バルサミコ酢、みりん、塩とと
もに加え、2合の水加減をして通
常モードで炊飯します。お好みで
七味とうがらしをかけて。

使う調味料：「みのり醤油」大さじ1、「有機バルサミコ酢」大さ
じ1、「三河みりん」大さじ1、七味とうがらし適量、塩小さじ1
材料：しいたけ、しめじ、まいたけ各100g、米2合

使う調味料：「三河みりん」大さじ2、「オイスターソース」大さじ
1、こしょう適量
材料：鶏モモ肉2枚、チンゲンサイ200g、小麦粉適量

こんなにたっぷりのきのこ
が入ります

バルサミコ酢を使ってさっぱり
「きのこの炊き込みごはん」（米2合分）1hint

「きのこの炊き込みごはん」（

お醤油を使わなくても味わい深い照り焼きが完成。鶏モ
モ肉に小麦粉をまぶして皮目か
ら焼き、両面が焼けたら、みり
ん、オイスターソースを回し入
れて少し煮詰めて火を止めま
す。ゆでたチンゲンサイととも
に皿に盛り付けて、フライパン
に残ったソースをかけ、仕上げ
にこしょうをかけてでき上がり。

2 オイスターソースでこく足し
「鶏モモ肉の照り焼き」「鶏モモ肉の照り焼き」

hint

監修／フードスタイリスト　遠田 佳代子さん

「大地を守る会で取り扱っているオイスターソースのファンです。うまみが
濃くて私にとっては必須の調味料。冬になると、カキのマリネをこのオイス
ターソースを使って作るのがうちの恒例です。」

↓↓↓ おすすめ素材はこちら

オイスターソースで簡単に
味が決まります

農家ごはん
畑のそばの食卓スナップ

次回 140号

39139号●36～38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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1210    ττ       
    徳用 規格外・ハム切り落とし（中津）  

  100g   360円  （税込389円） 

                  

1258    υυ       
    大地うまみこい豚カタロースブロック  

  400g   1,187円  （税込1,282円） 

                  

1322    ττ       
    しじみ屋さんの冷凍しじみ（Lサイズ）  

  70g×2パック   499円  （税込539円） 

                  

1330    ττ       
    のどぐろ開き（中）  

  200g(2枚)   1,259円  （税込1,360円） 

                  

1347    υυ       
    無
むちゃちゃえん

茶々園のちりめん  
  80g   600円  （税込648円） 

                 θ小麦・卵・大豆 
1527    ττ       
    お料理に便利!鶏だんご  

  200g   461円  （税込498円） 

                 θ小麦・乳 
1574    ττ       
    バンビーノピザ三種セット  

  1セット   3,198円  （税込3,454円） 

                 θえび・小麦・乳 
1003    ττ       
    海老とオーガニックペンネのグラタン  

  340g(2コ)   680円  （税込734円） 

1585        
    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） 

                 θ小麦・大豆 

                  

1628    υυ       
    亜麻仁油    亜麻仁油
（フラックスシードオイル）（フラックスシードオイル）    
  218g     218g   1,8001,800円円    （（税税込込1,9441,944円）円）  

1671        
    国産有機青汁 四重奏  
  90g(3g×30包)   2,838円  （税込3,065円） 

                  
     ※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。             

1678        
    のどにスプレーマヌカハニー+アズレン ミント  

  25ml   1,400円  （税込1,512円） 

                 θ小麦・卵・乳 
1683    ττ       
    アップルポテトパイ  

  1コ   1,833円  （税込1,980円） 

                  

1748        
    ルイボス茶（有機栽培）  

  3.5g×50包   2,300円  （税込2,484円） 

先
日
、吉
祥
寺
の
写
真
館
で
娘
の
七
五
三
の
撮
影
を
し
ま
し
た
（
ツ
チ
オ
ー
ネ
で
も
モ
デ
ル
と
し
て
何
度
か
登
場
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
）。
カ
メ
ラ
マ
ン
さ
ん
は
子
ど
も
の
撮
影
を
得
意
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、上
手
に
盛
り
上
げ
て
、娘
の
笑
顔
の
一
瞬
を
と
ら
え
て
く
れ
ま
し
た
。
さ
す
が
で
す
ね
。
私
た
ち
の
取
材
で
も
、農
家
の
方
の
笑
顔
が
勝
負
。
笑
顔
が
苦
手
な
方

も
い
る
の
で
、私
た
ち
が
面
白
い
こ
と
を
言
っ
た
り
し
て
笑
顔
を
作
っ
て
も
ら
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
と
き
に
は
カ
メ
ラ
マ
ン
さ
ん
の
後
ろ
に
立
っ
て
、飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
す
る
こ
と
も
。
お
恥
ず
か
し
い
の
で
、そ
の
姿
は
お
見
せ
で
き
ま
せ
ん
。（
週
次
企
画
セ
ク
シ
ョ
ン
・
宇
都
宮
義
輝
）

編
集
後
記

                  
   完熟
ハンドピックコーヒー      

  400g   1,278円  （税込1,380円）
 1753       豆               1754       粉                                                                                       

限定 200

限定 1000

1753 1754
各

いい
も
の
市

食
卓
に
「
と
っ
て
お
き
」の
一
品
を
。

お
得
な
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ど
う
ぞ
。

全
品
ポ
イ
ン
ト
付
き

イメージイメージ

イメージイメージ イメージイメージ イメージイメージイメージイメージ

イメージイメージ イメージイメージ イメージイメージ

●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
●オメガ3系脂肪酸を含有

Point
●スイートポテトとりんごの
　コンポートが絶妙に調和
●おもてなしにもおすすめ

Point

●ロースなど３種の切り落とし
●不ぞろいでも味は確かPoint

●天日干しでうまみを凝縮
●程よい塩加減の乾きタイプPoint

●オーガニックのペンネを使用
●ホワイトソース味Point

●有機JAS栽培の茶葉が原料
●ノンカフェインPoint

●オーガニック食品
　使用ののどスプレー
●マヌカハニーを使用

Point

●石窯で一気に焼き上げた本格派
●直径約19cmの小さめサイズ

Point

内容（各1枚）
・MIXチーズ
・4種のチーズ
・ジェノバ風

●飲みやすくて大人気
●有機素材で作りましたPoint

●契約農場で育てた鶏が原料
●お鍋や煮物にPoint

●本場の屋台の味が楽しめる
●濃厚なとんこつスープが美味Point

●脂身が程よく、やわらか
●ローストポークや煮豚にPoint

●山陰地方を代表する魚
●脂のりの良さが魅力Point

●大きめのものを選別
●砂抜き済みPoint

人気スイーツが
今年も登場！
秋だけの

取り扱いです

の
ど
ぐ
ろ

の
ど
ぐ
ろ

し
じ
み

し
じ
み

ハハ  
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豚
肉
豚
肉
））
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油
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ん
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茶
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ス
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レ
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人気の
コーヒーを
ご一緒に

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

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

※9月17日（月）より03-6680-4473に変更となります。

サラダなどにかけて
オメガ３系

脂肪酸を摂取

tsuci18_139_p40_3rd01.indd   40 2018/09/03   12:42:56



1もっと●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。 139号

ほっこり
甘味

おいしく
作って
食卓へ

みずみずしい
果物

ごはんにも

サラダにも

今が食べどき！ の旬 味の旬 味
秋だけの美味が勢ぞろい

1030        
    さつまいも  
  400g（1本以上）   268円  （税込289円） 

1037        
    れんこん  
  350g   478円  （税込516円） 

1084    υυ       
    青森の毛豆（枝豆）  

  200g   449円  （税込485円） 

                 θ大豆 1085        
    千葉のほっくり生落花生  

  300g   498円  （税込538円） 

                 θ落花生 

1097        
  荒木さんの
ブラックオリンピア
（種ありぶどう）  
  300g   820円  （税込886円） 

1099        
     つがる（早生りんご）  
  800g(2～4コ)   688円  （税込743円） 

1109        
    二十世紀（梨）  
  1kg(2～4コ)   800円  （税込864円） 

1302    ττ       
    北海道産 生鮭切身  

  180g(3切)   780円  （税込842円） 

1320    υυ       
    活あさり（真空パック）  

  300g   629円  （税込679円） 

1354    ττ       
    秋鮭西京焼き  
  100g(2切)   680円  （税込734円） 

                 θ大豆 1357    ττ       
    骨まで食べられる焼きさんま（塩味）  

  150g   638円  （税込689円） 

1005    ττ       
    笹で包んだ 麸萬寿（ふまんじゅう）  
  5コ入り   1,058円  （税込1,143円） 

                 θ小麦 

1693    ττ       
    芽吹き屋の十五夜だんご  
  240g(12コ)   538円  （税込581円） 
     ※10月頃までの取り扱い予定。            θ大豆 

1705        
    むき和栗 薄渋皮付き  
  130g   554円  （税込598円） 

温める
だけ

温める
だけ

手掘りした国産の天然もの。
砂抜き済みですぐに調理ＯＫ

秋サンマのうまみと栄養分を
そのまま閉じ込めました

身質の良い新鮮な天然雄鮭。
お好みの味付けで楽しんで

焼き加減の難しい西京焼きが
手軽においしく仕上がります

満月のような
黄色い果肉。
大粒で、

食感やわらか

別名「はちみつぶどう」。
栽培が難しい貴重な品種です

りんごのシーズン到来！
早生品種がいよいよ登場

9月が出回りの最盛期。
豊かな果汁でのどを潤して

この時季だけの格別な“生”。
鮮度が命なので、届いたら
早めにゆがくのがおすすめ

滋味深い秋の根菜を
ごはんがすすむ

甘辛味の炊き合わせに

お届け週の9/24は十五夜。
名月を愛でながらどうぞ

青森県津軽地方の在来種。
粒が大きく、風味は濃厚

加賀なま麩店が
手がけた伝統銘菓。
もっちりなめらかな

口当たり

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

もっと 139号

全8ページ 抜き取ってご覧ください

箸がすすむごはんのおともP.2－3

体が喜ぶおいしさP.4－5

生活雑貨P.6－7

まとめて買うとポイントUP！！P.8
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2 もっと 139号

ごはんがすすむおかずから、
漬物や海苔など。新米をますます

おいしく召し上がれ。

箸がすすむ

新米の
季節到来！

ごはんの
おとも

非遺伝子組み換え飼料で健康に育った豚肉が
原料。やわらかく、良質な脂身のロース肉を、
特製のピリ辛味噌ダレに漬け込みました。唐
辛子の程よい辛みと、ピーナッツバターのほの
かな甘みとこくが豚肉のおいしさをさらに引
き立てます。1枚
100gで、食べごた
えもしっかり。

ごはんによく合うこくのある味ごはんによく合うこくのある味

イメージイメージ
             λ中津ミート（神奈川県愛川町）  εお届け後3日保
証  θ落花生・大豆 

1224    υυ       
    ロース豚漬（味噌漬）（中津）  

  200g(2枚)   698円  （税込754円） 

たっぷり使える徳用規格たっぷり使える徳用規格

           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   

1251    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用大地うまみこい豚 豚丼用うす切り  

  400g   988円  （税込1,067円） 

大地うまみこい豚を、タレがなじん
で味がしみやすい厚さにスライス。
豚丼がワンランク上のおいしさに。

イメージイメージ

健康に育ったエコシュリンプを使用。チリソ
ースの素になる鶏ガラスープや、発酵調味料
「チューニャン（酒醸）」も、手間ひまかけた
自社製です。エビのぷ
りぷりとした食感と、香
辛料をきかせた味付け
が本格的。スクランブル
エッグを絡めて召し上
がるのもおすすめです。

ぷりぷり食感の本格エビチリぷりぷり食感の本格エビチリ

             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 

1548    ττ       
    エビのチリソース  

  210g   1,198円  （税込1,294円） 

青魚の栄養を蒲焼丼で手軽に青魚の栄養を蒲焼丼で手軽に

             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 

2013    ττ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    北海道産真いわし蒲焼  

  75g(3枚)   458円  （税込495円） 

北海道釧路沖で水揚げされた大型
のイワシを、昆布だしベースのタレ
で煮上げました。湯せんしてどうぞ。

イメージイメージ

温めるだけでふっくらさくさく温めるだけでふっくらさくさく

     ※電子レンジ専用品です。        λ小倉水産食品（鳥取県
境港市）    θ小麦・卵 

1519    ττ       
    レンジであじフライ  

  200g(4枚)   613円  （税込662円） 

鳥取県境港で水揚げした、うまみ豊
かな真アジを使用。国産小麦と天然
酵母で作ったパン粉で揚げました。

知床の鮭のおいしさそのまま知床の鮭のおいしさそのまま

             λ知床ジャニー（北海道斜里町）  δお届け後30日保証   

1370    υυ       
    知
しれとこ

床ジャニーの鮭フレーク  
  80g   499円  （税込539円） 

知床の雄鮭を塩となたね油のみで
加工。ごはんに混ぜやすく、口当た
りのよい細かめのフレークです。

イメージイメージ

元気の出るネバネバ丼に！元気の出るネバネバ丼に！

         ■漁場／岩手県    λ重茂漁業協同組合（岩手県宮古
市）  δお届け後45日保証［生食可］   

1348    ττ       
    きざみめかぶ  

  50g×4パック   471円  （税込509円） 

岩手県重茂産のワカメのメカブ。お
好みの味付けで、独特の粘りと歯ご
たえの良さをお楽しみください。

イメージイメージ

北海道産の昆布とタラコを、職人が釜で仕上
げる昔ながらの「浮かし煮製法」で炊き上げま
した。昆布のやわらかな歯ごたえに、タラコの
つぶつぶ感が食感のアクセント。もちろん添加
物は使っていません。しっかりとした味付けで、
ごはんがすすみま
す。おにぎりの具
にもおすすめ。

タラコと昆布の黄金コンビタラコと昆布の黄金コンビ

             λ安田水産（鳥取県境港市）  δお届け後15日保証
  θ小麦・大豆 

2015    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    たらこ昆布佃煮  

  65g   350円  （税込378円） 

西昆
辛子明太子

食品添加物は不使用。特製調味液に漬けて、食品添加物は不使用。特製調味液に漬けて、
ごはんによく合う程よい辛みに仕上げましたごはんによく合う程よい辛みに仕上げました

添加物不使用の自然な色味と味わい
通常、魚卵商品に使われることが多い、鮮度や色
を保つための亜硝酸ナトリウムをはじめ、添加物
は不使用の辛子明太子です。

しっとり、ぷちぷちとした舌ざわり
原料はロシア産塩タラコ。なめらかな口当たりの
なかにも、粒子感がしっかり際立っています。1
本ずつ、食べたい分だけ解凍できるのも便利。

おいしいひみつ  3

新米をさらにおいしくする上品な辛み
福岡県の海産物問屋・西昆が利尻昆布のだしをき
かせた、こだわりの特製調味液で仕上げました。
後からじんわりと広がる上品な辛みが特徴です。

おいしいひみつ  2

おいしいひみつ  1

1344    ττ       
    辛子明太子  

  60g   650円  （税込702円） 
         ■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 

発酵食が食文化として受け継がれている新潟
県で、新潟県産の魚介を発酵させて作った「海
鮮珍味」です。マダイ・スルメイカ・甘エビ・サ
ザエの麹漬けと、アカモ
ク醤油漬けを合わせまし
た。麹のほんのりとした
甘みにだし入りの醤油ダ
レが、魚介のうまみを一
層引き立てています。

新潟県の発酵文化が生んだ珍味新潟県の発酵文化が生んだ珍味

             λまえた（新潟県新潟市）  δお届け後30日保証［生
食可］  θえび・小麦・大豆 

2012    ττ       
    新潟の海鮮お宝漬け  

  140g   875円  （税込945円） 

ふわっとやさしい食感がくせにふわっとやさしい食感がくせに

             λ山吉國澤百馬商店（鹿児島県指宿市）    θ小麦・大豆 

2016    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    薫匠が作る薩摩本枯れ節の鰹でんぶ  

  45g   349円  （税込377円） 

鹿児島県産の一本釣りカツオを本
枯れ節にし、調味料と合わせました。
かむほど美味な深みのある味わい。

小豆島産の生海苔と醤油を使用小豆島産の生海苔と醤油を使用

             λ宝食品（香川県小豆島町）    θ小麦・大豆 

1366    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    島っこ生のり佃煮  

  90g   428円  （税込462円） 

裁断せずに摘んで洗っただけ、繊
維が長いままの生海苔を使用。な
めらかな食感に炊き上げました。
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家族の「おかわり！」の声が聞こえてきます

●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。 3もっと139号

有明海産「秋芽一番摘み」のなかでも、早期
に摘んだやわらかい葉を使用。パリッとした
歯切れの良さとなめらかな口どけ、ふわっと
広がる磯の香りがたまりません。おにぎりを
1つ作れる大きさにカッ
ト済み。チャック付きの
小分け袋入りで、そのま
ま外出先へのおともに
もどうぞ。

少量パックでいつでもパリパリ少量パックでいつでもパリパリ

イメージイメージ              λ成清海苔店（福岡県柳川市）     

1367    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    成清さんの有明一番摘み おにぎり用焼海苔  

  2切10枚×3袋   809円  （税込874円） 

国産有機栽培のきゅうりとなすを使用。天
然醸造の醤油や梅酢などに昆布だしを加え
て漬け込みました。さっぱりとしたなかにも
深みのある味わいが特
徴です。歯ざわりの良さ
と、さわやかな風味を、
温かいごはんやお茶漬
けで、また、お茶請けで
もお楽しみください。

梅酢と香味野菜の上品な風味梅酢と香味野菜の上品な風味

             λヤマキ（埼玉県神川町）    θ小麦・大豆 

1498        
    しば漬（有機きゅうり、有機なす使用）  

  100g   518円  （税込559円） 

混ぜるだけで磯の風味たっぷり混ぜるだけで磯の風味たっぷり

             λハヤシ食品工業（広島県広島市）  δお届け後45日
保証   

1569        
    わかめごはんの素  

  50g   450円  （税込486円） 

徳島産ワカメを細かくカットし、砂
糖と昆布の粉末のみで味付け。冷め
てもおいしいのでお弁当にもぜひ。

イメージイメージ

やわらかく肉厚の大粒梅干しやわらかく肉厚の大粒梅干し

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）     

1501    NN 10/1お届け週10/1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） 

自社農園で収穫した梅と国産契約
栽培の赤じそで、昔ながらの味わ
いに仕上げました。塩分約17.5％。

秋芽一番摘みの海苔のやわらかさと風味を
生かしています。添加物不使用の調味液で、
朝ごはんにぴったりのやさしい甘じょっぱ
さに仕上げました。パリパリの食感と風味
が長持ちしやすい、チャ
ック付きの小分け袋入
り。成清海苔店の先代
から続くロングセラー
商品です。

秋芽一番摘みを香ばしく味付け秋芽一番摘みを香ばしく味付け

             λ成清海苔店（福岡県柳川市）    θえび・小麦・大豆 

1369    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    成清さんの有明一番摘み 味付おかず海苔  

  8切20枚×6袋   799円  （税込863円） 

辛さ控えめで食べやすい一品辛さ控えめで食べやすい一品

             λ韓国食品（千葉県匝瑳市）  δお届け後10日保証   

1504    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ミンさんのマイルドキムチ  

  300g   538円  （税込581円） 

特製ヤンニョムに漬け込み、乳酸
発酵させた本場さながらの味わい
です。カット済みなので、料理にも。

新米を詰めて、秋の行楽へ新米を詰めて、秋の行楽へ

             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 

1468    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    徳用 味付けいなりあげ  

  8枚×2パック   722円  （税込780円） 

定番の「味付けいなりあげ」の
2パックセット。ふっくらジュー
シーでうどんにのせても美味。

イメージイメージ

くるみがごろごろ。おやつにもくるみがごろごろ。おやつにも

             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 

2014    υυ       
    くるみ小

こ う な ご

女子  
  100g   695円  （税込751円） 

くるみの香ばしさとコウナゴのうま
みがマッチ。程よい甘さでしっとりと
炊き上げた、お子さんも喜ぶ一品。

お湯を注ぐだけで本格派の味お湯を注ぐだけで本格派の味

             λビオ・マーケット（大阪府豊中市）    θ大豆 

1551    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機即席みそ汁（畑育ちのおみそ汁）  

  7.5g×10コ   1,870円  （税込2,020円） 

国産の有機小松菜と、有機大豆
を使用した油揚げ入り。忙しい
朝やお弁当のおともにも重宝。

後を引く、程よい塩気と酸味後を引く、程よい塩気と酸味

             λムソー（大阪府大阪市）  δお届け後30日保証
  θ小麦・大豆 

1499    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    有機・きざみたかな漬  

  180g   355円  （税込383円） 

有機栽培の高菜を使用。高菜本来
の風味を大切に、あっさりめに味付
けしました。歯ごたえの良さも◎。

歯ごたえが良く、ほんのり甘め歯ごたえが良く、ほんのり甘め

     ※来年6月頃までの取り扱い予定。        λヤマキ（埼玉県
神川町）    θ小麦・大豆 

1494        
    かつお大根  

  150g   415円  （税込448円） 

契約栽培の大根を、醤油、砂糖など
でていねいに漬けました。カツオ節
のうまみがよくしみています。

イメージイメージ

キノコ村
5種乾燥キノコの炊き込みご飯の素

5種のきのこの、炊き込みごはん。5種のきのこの、炊き込みごはん。
豊かな香りと食感をお楽しみください豊かな香りと食感をお楽しみください

イメージイメージ

食感が良く、おにぎりにも◎
炊き込みごはんにしてそのまま、きのこのシャ
キシャキとした食感と上品な甘みを味わうのは
もちろん、行楽のおにぎりにもぴったりです。

信州育ちの5種類のきのこをたっぷり使用
信州の山里・キノコの村で育った、甘シャキ味えのき
たけ、野生種えのきたけ、ひらたけ、たもぎたけ、やな
ぎまつたけの5種のきのこをふんだんにミックス。

おいしいひみつ  3

やさしい甘めの味わいにほっこり
乾燥させることで、うまみを引き出しました。信
州産丸大豆醤油や国産みりんなど、調味料にも
こだわった、やさしい甘みと食感を味わえます。

おいしいひみつ  2

おいしいひみつ  1

1568    NN 10/1お届け週    
    5種乾燥キノコの炊き込みご飯の素  

  65g(2合用)   546円  （税込590円） 
     ※来年6月頃までの取り扱い予定。    ■セッ
ト内容／乾燥キノコ15g、液体調味料50g
    λキノコ村（長野県須坂市）    θ小麦・大豆 

これからの季節にぴったりのアツアツのドリ
アを手軽に作れるソース。山形村短角牛と豚
の合挽肉、有機トマトペーストをベースに、
炒め玉ねぎのやさしい甘みも味のポイントで
す。バターを塗った器に
ごはんを盛り、ソースを
かけてお好みでチーズ
をのせて焼けば、レスト
ランのような味わいに。

山形村短角牛のうまみが決め手山形村短角牛のうまみが決め手

イメージイメージ 限定 500              λ宮島醤油（佐賀県唐津市）    θ小麦・乳 

2026    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ご飯にかけて焼くだけdeミートドリア  

  110g×2パック   554円  （税込598円） 
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4 もっと 139号

体が喜ぶ

毎日の食生活に
取り入れてみては

おいしさ
食事に、おやつに。

大地を守る会ならではの
多彩なラインアップでお届け。

米
石川県産の有機米と有機大麦のみで作っ
た、やさしい甘みの米あめです。砂糖の代わ
りに煮物などの料理に加える他、そのまま
ヨーグルトやパンにかけた
り、お湯で溶いて生姜汁を
加えて飴湯にしても。チュー
ブタイプなので簡単に使え
て、冷蔵庫で保管しやすい
のも便利。

料理に甘みを加えたいときに料理に甘みを加えたいときに

限定 300              λ金沢大地（石川県金沢市）     

1002    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    オーガニック米あめ（チューブタイプ）  

  200g   598円  （税込646円） 

和製ドライフルーツ！和製ドライフルーツ！

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）  δお届け後15日保証   

2107        
    柿のしずく  

  80g   498円  （税込538円） 

柿の自然な甘みを生かすため、砂
糖を使用せず、無くん蒸で干しま
した。食べやすい一口サイズです。

限定 1000

国内で有機栽培された小麦粉と小麦ふすま
を使用したシリアルです。噛めば噛むほど小
麦の風味が広がるおいしさ。豆乳やヨーグル
トをかけたり、果物と合わ
せて朝食に、そのままおや
つにもどうぞ。動物性のも
のを使用していないので、
ビーガンの方にもお召し
上がりいただけます。

オーガニックフードを朝食にオーガニックフードを朝食に

イメージイメージ              λ桜井食品（岐阜県美濃加茂市）    θ小麦 

1433        
    まるごと有機のブランチップス  

  160g   370円  （税込400円） 

有機白味噌用の米麹と有機コシヒカリ玄米
を、湯せん方式によって発酵・糖化させたノ
ンアルコールの甘酒です。表面を削った玄
米を焙煎して加えること
で、玄米の風味がより深く
味わえます。そのままはも
ちろん、お好みでゆずや生
姜を加えても美味。素朴な
甘みをお楽しみください。

米と米麹のみの素朴な甘さ米と米麹のみの素朴な甘さ

             λやさか共同農場（島根県浜田市）  δお届け後46日
保証   

2120    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    やさかの有機玄米甘酒  

  250g   378円  （税込408円） 

3種の柑橘が香るざくざくクッキー3種の柑橘が香るざくざくクッキー

             λげんきタウン（大阪府豊中市）  δお届け後45日保
証  θ小麦 

2097    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    柑橘・バー（ハードクッキー）  

  10枚   399円  （税込431円） 

国産小麦粉の生地に国産有機のレ
モン、ゆず、甘夏のピールを練り込
みました。ほろ苦くさわやかな風味。

砂糖を使わずアガベを使用砂糖を使わずアガベを使用

         ■原産国／カナダ    λむそう商事（大阪府大阪市）
    θ落花生 

1716        
    有機フルーツ&ナッツバー・ザクロ  

  1本   298円  （税込322円） 

濃縮したザクロ果汁を、有機のレーズンや
ピーナッツ、ピーカンナッツ、ひまわりの種
などのドライフルーツやナッツと組み合わ
せました。甘酸っぱく、さわやかなフレーバ
ーをお楽しみください。

卵と乳製品を使わずに、バナナのあっさりと
した甘みを生かし、北海道産大豆で作った
豆乳を入れてしっとりと焼き上げました。内
モンゴル自治区産の
重曹使用。こくのある
やさしい甘さです。お
やつにはもちろん、軽
めの朝食にもどうぞ。

朝食やティータイムのおともに朝食やティータイムのおともに

     ※本品製造工場では卵･乳を含む製品を製造してい
ます。    ■サイズ／上面約11×8×高さ4.5cm    λナチ
ュランド本舗（東京都多摩市）  δお届け後15日保証
  θ小麦・大豆 

2091    ττ       
    バナナパウンドケーキ（卵・乳製品不使用）  

  1本   828円  （税込894円） 

アラビカ豆100％使用。厳選したフェ
アトレードオーガニック生豆を、スロ
ーロースティングという特殊な製法
を用いて、ていねいに仕上げました。

アラビカ豆100％ならではの味アラビカ豆100％ならではの味

イメージイメージ

限定 200

         ■原産国／フランス    λおもちゃ箱（東京都大田区）     

2121        
    オーガニックカフェインレスコーヒー（粉）  

  250g   1,300円  （税込1,404円） 

遺伝子組み換え原料を使用していない麦
芽水飴と、鹿児島の粗糖を使用し、直火でじ
っくりと仕上げました。れんこんと生姜の風
味がバランス良く、後味の
良い飴です。持ち歩きに
便利な個包装タイプで、こ
れからの季節に常備して
おきたい一品。

のどが乾燥する時季にぴったりのどが乾燥する時季にぴったり

     ※来年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）     

2101        
    れんこん生姜飴  

  80g   322円  （税込348円） 

王隠堂農園の梅干し・生姜に、「かめびしの
こいくち醤油」を加えました。かめびし醤油
のこくがアクセントとなって、味わい深く、
体にじんわりしみわたる
おいしさ。昔から親しまれ
る寒い季節の強い味方で
す。野菜を和えたり、おに
ぎりの具にもお使いいた
だけます。

熱い番茶で割って楽しんで熱い番茶で割って楽しんで

             λ王隠堂農園（奈良県五條市）  δお届け後30日保
証  θ小麦・大豆 

2089    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    梅
うめしょう

醤番茶の素（生姜入り）  
  220g   1,190円  （税込1,285円） 

玄米の香ばしさが後を引きます玄米の香ばしさが後を引きます

         ■セット内容／有機玄米セラピー素焼き・うす塩味・たまり醤油味・黒胡
麻・白胡麻各1袋    λアリモト（兵庫県加西市）  δお届け後60日保証  θ大豆 

1717        
    有機玄米セラピー 有機玄米煎餅5種詰合せ  

  30g×5袋   680円  （税込734円） 

有機玄米と有機ごまを使用し、シン
プルに味付けしたせんべい5種の
セット。手軽に玄米を楽しめます。

もちもちの手作り団子にどうぞもちもちの手作り団子にどうぞ

             λおきたま興農舎（山形県高畠町）     

2060        
    上新粉  

  250g   400円  （税込432円） 

おきたま興農舎のうるち米を使用。お
湯で練り適当な大きさに丸め、熱湯で
ゆでたら、もちもちのお団子の完成！

イメージイメージ
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玄米や米粉、グルテンフリー、アレルゲンフリーなど

もっと 5●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。 139号

有機うるち玄米を100％使用。圧力釜でじっ
くりと炊き上げ、ふっくら、もっちりとした食
感に仕上げました。湯せん、または電子レン
ジで温めるだけのレトル
トパック。玄米本来の味
わい深いうまみを手軽
にお楽しみください。20
パック入りで、いざとい
うときの備蓄にも便利。

温めるだけで忙しい朝にも重宝温めるだけで忙しい朝にも重宝

   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コジマフーズ（愛知県名古
屋市）     

1580        
    有機玄米ごはん（パック）  

  160g×20パック   4,400円  （税込4,752円） 

厳選された国産の大麦（押し麦）・黒米・赤
米・あわ・きび・ひえ・アマランサスを使用。そ
れぞれ異なる食感と風味
が楽しめます。米3合に対
し、大さじ2～3杯を目安
に加えて炊いてください。
毎日の健康習慣に、雑穀を
手軽に取り入れましょう。

7種の国産雑穀を手軽に♪7種の国産雑穀を手軽に♪

イメージイメージ

     ※炊飯時、お好みの量を加えて炊いてください。  ■内
容／大麦（押し麦）、黒米、赤米、あわ、きび、ひえ、アマ
ランサス      λマゴメ（東京都八王子市）     

1202        
    七福豊穣米の素  

  500g   1,300円  （税込1,404円） 

カツオと昆布だしのやさしい味カツオと昆布だしのやさしい味

             λ誠晃産業（埼玉県神川町）     

2027    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    穀物満彩がゆ  

  200g×2パック   388円  （税込419円） 

紫米やあわ、きびなど12種
類の穀物を混ぜ、カツオや
昆布など6種類の素材から
とっただしで炊きました。

限定 500

こく深く風味豊かな十割そばこく深く風味豊かな十割そば

             λムソー（大阪府大阪市）    θそば 

1592        
十割そば（北海道産そば粉100%使用）  

  200g   528円  （税込570円） 

食塩不使用、小麦粉などのつなぎも使用せ
ずに作った、北海道産そば粉100％の干し
そばです。そばの実を丸ごと
挽いているので、風味があり
ます。そば湯もこくがあって
美味。むらし時にお玉で取っ
て召し上がれ。

イメージイメージ

有機栽培のデュラム小麦を
丸ごと粗挽きし、じっくりと
低温乾燥させて仕上げたス
パゲッティです。全粒粉なら
ではの濃い小麦の風味と、コ
シのある食感が特徴。さまざ
まなソースと相性の良い、太
さ1.65mmのスタンダード
タイプです。

滋味あふれる全粒粉パスタ滋味あふれる全粒粉パスタ

         ■原産国／イタリア    λ創健社（神奈川県横浜市）
    θ小麦 

2028        
    有機スパゲッティ（全粒粉）  

  500g   469円  （税込507円） 

有機栽培キヌアを3色（白・赤・黒）ミックス。
やわらかく蒸し上げているので、そのまま食
べられます。くせがなく、さまざまな料理に活
躍。サラダにトッピングす
れば彩り鮮やかな一皿の
完成。スープに入れれば、
手軽にボリュームアップ
し、プチプチとした食感も
アクセントに。

蒸してあるから、使いやすい蒸してあるから、使いやすい

イメージイメージ              λだいずデイズ（兵庫県神戸市）  δお届け後60日保証   

2010        
    だいずデイズ 3色の蒸しキヌア  

  60g   264円  （税込285円） 

米どころ・山形県庄内地方で、土作りから丹
精込めて育てたもち米を使用。玄米ならでは
の甘さと香ばしさ、杵つき仕上げのコシの強
さと歯切れの良さが特徴
です。こんがり焼いて食べ
るのが特におすすめ。ま
ずは何も付けずに玄米餅
本来の素朴な風味をぜひ
味わってみて。

じっくりとかみしめたい玄米餅じっくりとかみしめたい玄米餅

イメージイメージ
     ※来年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   

2029        
    庄内の杵つき玄米丸餅  

  500g   800円  （税込864円） 

秋田県産の大豆「すずさやか」を100％使
用。濃厚な味わいながら、さらりと飲みやす
い豆乳です。大豆の苦味や
青くささが少ない品種で、自
然な風味をお楽しみいただ
けます。そのまま毎朝の1杯
にはもちろん、豆乳鍋やスー
プなどの料理、お菓子作りに
もどうぞ。

濃厚ながらすっきりした味わい濃厚ながらすっきりした味わい

毎週 9113
             λヤマダフーズ（秋田県横手市）  δお届け後10日保
証  θ大豆 

1460    υυ   NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    飲みやすい豆乳（国産丸大豆）  

  1000ml   275円  （税込297円） 

庄分酢
有機玄米くろ酢・720ml

有機玄米を使い、長期熟成して作ったお酢。有機玄米を使い、長期熟成して作ったお酢。
飲み物や料理にアレンジ自在♪飲み物や料理にアレンジ自在♪

イメージイメージ

料理の他に、薄めて飲んでも美味
酢豚などの料理にたっぷり使う他、毎日の健康
習慣に、適量を薄めて飲むのもおすすめです。
飲む場合には、空腹時をさけてどうぞ。

有機玄米を使っています
創業以来300年以上お酢を作り続けている老
舗・庄分酢が、有機JAS認証取得の玄米を使って
作りました。うまみたっぷり、自慢のお酢です。

おいしいひみつ  3

長期熟成だからこそのまろやかな味わい
玄米を約3カ月間ゆっくりと静置発酵。その後
さらに、6カ月以上かけてじっくり熟成させまし
た。かどがなく上品な風味に仕上がっています。

おいしいひみつ  2

おいしいひみつ  1

1614    NN 10/1お届け週    
    有機玄米くろ酢・720ml  

  720ml   2,800円  （税込3,024円） 
             λ庄分酢（福岡県大川市）     

お菓子や料理がもっちり食感にお菓子や料理がもっちり食感に

             λマゴメ（東京都八王子市）     

2059    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    お米の粉（国産特別栽培米使用）  

  1kg   554円  （税込598円） 

しっとり、もちもちとした仕上がり
になる米粉。薄力粉や片栗粉と同
様に、料理やお菓子に使えます。

イメージイメージ

昆布水や料理の隠し味に便利昆布水や料理の隠し味に便利

         ■漁場／北海道    λ札幌中一（北海道札幌市）     

2071        
    根昆布粉末（真昆布）  

  80g   455円  （税込491円） 

函館を中心に水揚げされる真昆布
の、根昆布部分の粉末。昆布水にす
る他、カツオだしと一緒に料理にも。
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調理がもっと楽しく
便利になるアイテムや、

秋の外出にうれしいアイテム、
おなじみのクリーンアイテムも

生活雑貨
毎日快適作戦

6 もっと 139号

ペットボトルのキャップの上からはめるだ
けで、コップ付き水筒に。飲むときは、キャッ
プごとコップを開けて注いでください。キャ
ップが開けやすく、衛生面でもおすすめ。

   ペットボトルキャップコップ       
  1コ   300円  （税込324円）

 2290       ミントグリーン              

 2291       レモンイエロー                                                                                       

キャップの上からはめるだけ♪キャップの上からはめるだけ♪

2290

   お届け時期注意10／1～10／5に通常配送でお
届けおよびご請求します。    ※耐熱温度120℃。※食
器洗い乾燥機対応。  ■サイズ／径7.3×高さ5.3cm、
重量38g、容量140ml■原産国／中国（デザイン：日
本）    λスケーター（奈良県奈良市）     2291

各

鍋物や料理の彩りに鍋物や料理の彩りに

   お届け時期注意10／1～10／5に通常配送でお届けおよびご請求します。
      ■サイズ／使用時：幅4.1×全長13×高さ2cm、収納時：幅4.3×全長13.8×高
さ2cm、刃渡り1.6cm､刃幅1.9cm、重量40g    λ下村工業（新潟県三条市）     

2283        
    フルベジ 白髪ねぎカッター  

  1コ   880円  （税込950円） 

ねぎに本体をあててさっと引くだ
けで極細にカット。包丁では難し
い白髪ねぎが簡単にできます。

栗のかたい鬼皮に刃を入れて、つまむよう
に動かすだけで、鬼皮と渋皮が同時にむけ
ます。一つ一つナイフで切れめを入れてむ
くと、手間のかかる栗の皮が驚くほどつるん
と簡単に。ほくほくの栗
ごはんなどにして、秋の
味覚を楽しんで。65g
と軽量なのも◎。

栗の皮むきがらくらく栗の皮むきがらくらく

         ■サイズ／使用時：幅11×全長17.5×高さ2.5cm、収
納時：幅6.5×全長18.5×高さ2.5cm、刃渡り3.7cm、
先端最大開き幅3cm、重量65g    λ下村工業（新潟県
三条市）     

2282        
    フルベジ 栗の皮むき器  

  1コ   980円  （税込1,058円） 

先端がギザ刃仕上げなので、軽い力でりん
ごの芯抜きができます。横置きにしても先
端部が接地しない衛生
的な作り。りんごがおい
しいこれからの季節に
ぴったりの、丸ごとの焼
きりんごも簡単に作れ
ます。

焼きりんごも簡単に作れます焼きりんごも簡単に作れます

   お届け時期注意10／1～10／5に通常配送でお届け
およびご請求します。    ※食器洗い乾燥機対応。  ■サイ
ズ／全長20.3cm、芯抜き部：先端径1.9×長さ10cm、
重量40g■原産国／中国    λ下村工業（新潟県三条市）     

2285        
    フルベジ りんごの芯抜き  

  1コ   880円  （税込950円） 

スケーター
スタイリッシュブローボトル マルシェカラー

軽くて持ちやすい“直飲みドリンクボトル”。軽くて持ちやすい“直飲みドリンクボトル”。
茶こし付きで、水出し茶もそのまま飲めます茶こし付きで、水出し茶もそのまま飲めます

シーンや家族の好みに合わせて選べる4色
誰でも使いやすい4つのカラーバリエーショ
ンで、シーン別や家族間での使い分けも可能で
す。飲み口が広く、洗いやすいのも魅力。

超軽量で、持ちやすいシンプルな形です
牛乳びんのような優しい形をしたドリンクボト
ル。とても軽いのにたっぷり500ml入るので、ジ
ムやウォーキングの水分補給にもぴったりです。

うれしいひみつ  3

飲み口は液体だけが飲める「こし器」付き！
「こし器」付きで便利。水出し茶や、フルーツや野
菜を使って作ったフレーバーウォーターが、その
まま飲めます。外せば小さめの氷も入ります。

うれしいひみつ  2

うれしいひみつ  1

   スタイリッシュブローボトル マルシェカラー       
  1コ   900円  （税込972円）

 2286     アボカド              
 2287     にんじん              
 2288     トウモロコシ              
 2289     なすび                                                   
   お届け時期注意10／1～10／5に通常
配送でお届けおよびご請求します。    ※耐
熱温度70℃。※電子レンジ・食器洗い乾
燥機不可。※常温以下の飲み物用（保冷
効果はありません）。  ■サイズ／径7×高
さ20cm、重量115g、容量500ml■原産
国／中国（デザイン：日本）    λスケーター
（奈良県奈良市）     

2286

各

2288 2289

2287

密閉性の高い保存容器。
海苔は、全型のまま入れ
られるサイズです。海苔
の他に、パスタやシリア
ル、せんべいや米などの
保存にも。乾燥剤は、電
子レンジで乾燥させて繰
り返し使用できます。

   ドライストッカー カラット      
  1コ   2,480円  （税込2,678円）

 2279       グリーン　               2280       パープル              
 2281       ピンク                                                                     

湿気から食品を守ります！湿気から食品を守ります！

2279

2280

2281

   お届け時期注意10／1～10／5に通常配送でお届けおよ
びご請求します。    ※食器洗い乾燥機不可。  ■サイズ／幅22
×奥行9.5×高さ30.5cm、重量702g    λ曙産業（新潟県燕市）     

各

2281

使い方は簡単！ 先端をピーマンやパプリカ
のヘタに差し込んでクルッと回すだけで、ヘ
タと種がまとめて取り除けます。食材のサイ
ズに合わせて使い分けられる大・小2コセッ
ト。コンパクトに
重ねられるので、
場所をとらず収
納も便利です。

クルッと回してピーマンのへた取りクルッと回してピーマンのへた取り

   お届け時期注意10／1～10／5に通常配送でお届けお
よびご請求します。      ■サイズ／大：幅7×奥行7×高さ4.7cm
（内径3.6cm）、重量13g 小：幅6×奥行6×高さ3.7cm（内
径2.6cm）、重量10g    λ下村工業（新潟県三条市）     

2284        
    フルベジ ピーマン・パプリカのヘタ取り  

  1セット   580円  （税込626円） 

東彼セラミックス
ニュートーセラム鍋

電子レンジやオーブンでも使える。電子レンジやオーブンでも使える。
焼き芋やいつもの鍋料理に！焼き芋やいつもの鍋料理に！

イメージイメージ

ガスコンロ以外にも使えて便利
ガスコンロ以外に電子レンジ、オーブンなどで
も使用可能。鍋物や煮込み料理の他、焼きいも
や、クリスマスのチキンも、こんがり焼けます。

温かい料理が恋しくなる季節の必需品
見ためはちょっと無骨な、耐熱セラミック製の
鍋です。和洋両方の料理に使える優れもの。温か
い料理がおいしい秋～冬にあると重宝します。

うれしいひみつ  3

鍋自体の構造でムラなく温まります
鍋自体が熱を持って食材を加熱するので、熱効
率が良く、温め直すときもムラなく温めてくれ
るので、料理を最後までおいしくいただけます。

うれしいひみつ  2

うれしいひみつ  1

   ニュートーセラム鍋 深型 黒            
 2277     24cm   1コ   
 8,000円    （税込8,640円）      
 2278     26cm   1コ   
 10,000円    （税込10,800円）                                                                               
   お届け時期注意 お届け予定日9／29（土）にヤマト便でお届
けいたします。    ※電子レンジ・食器洗い乾燥機対応、ＩＨ不可。
  ■セット内容／金網、レシピブック■サイズ／〔2277〕直径24
×高さ16cm、重さ2.2kg、満水容量3,000ml、炊飯適量3～4合
〔2278〕直径26×高さ17cm、重さ2.5kg、満水容量4,000ml、
炊飯適量4～5合    λ東彼セラミックス（長崎県東彼杵町）     

各

2277
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この時季の必需品を、バラエティ豊かに取りそろえました

7もっと●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。 139号

泡立ち控えめ、ドラム式洗濯機用のジェル
状石けん。ほのかなラベンダーの香りです。
ホタテ貝焼成カルシウムが、洗濯槽内の黒
カビを除去します。排水
管・排水口のぬめり・悪臭
も軽減。洗濯物1.5kgに
対して60mlを目安に、洗
濯量や汚れにあわせてご
調整ください。

生乾きや部屋干し対策に生乾きや部屋干し対策に

       ※ウール・絹洗い不可。      λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2292    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ボトル・パックスナチュロンドラム式洗濯機用液状石けん  

  1000ml   790円  （税込853円） 

ヤシ油が原料の、植物性の洗濯用固形石け
んです。衿、袖口、運動靴などのしつこい汚
れ落としに。固いので、襟や袖に塗りやすく、
普通の石けんのように、途中で割れたり、溶
けたりしないのも
◎。洗濯専用は違
います。

衿、袖口などの頑固な汚れに衿、袖口などの頑固な汚れに

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2295    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックス青ざらし（固形洗濯石鹸）3コセット  

  180g×3コ   540円  （税込583円） 

ひどい汚れものにもお試しをひどい汚れものにもお試しを

       ※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）     

2294    NN 10/1お届け週10/1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）を配
合しました。汚れのひどいものにも。

天然ミントが香る液体石けん天然ミントが香る液体石けん

             λまるは油脂化学（福岡県久留米市）     

2293    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ボトル・ハーブの香り液体石けん（洗濯用）  

  800ml   1,000円  （税込1,080円） 

天然ミントがさわやかに
香ります。部屋干しのい
やなにおいも防止。ドラ
ム式洗濯乾燥機にもど
うぞ。

頑固な汚れをしっかり落とす頑固な汚れをしっかり落とす

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2296    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ボトル・パックス酸素系漂白剤  

  430g   430円  （税込464円） 

洗濯用粉せっけんと一緒に入れるだ
け。酸素の気泡で漂白・除菌・除臭し
ます。お湯に溶かすとより効果的。

洗濯槽の黒カビを洗い流します洗濯槽の黒カビを洗い流します

       ※ドラム式洗濯機不可。全自動洗濯機、2槽式洗濯機に使用できます。■使用量の
目安／洗濯機に1回500g（1袋） ■成分／過炭酸ナトリウム（酸素系）、界面活性剤
（純石けん分（脂肪酸ナトリウム））、アルカリ剤      λアーク＆エコ（東京都中央区）     

2297    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    ランドリークリーナー（洗濯槽クリーナー）  

  500g×2袋   900円  （税込972円） 

酸素系成分が水に反応して分解す
るときに生まれる「泡の力」で、洗濯
槽の裏側の黒カビを洗い流します。

重曹でエコ掃除にトライ！重曹でエコ掃除にトライ！

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2298    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックス重曹F  

  2kg   790円  （税込853円） 

環境にやさしく、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。

排水口に流し込むだけでOK排水口に流し込むだけでOK

       ※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）     

2299    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    バイオ排水管きれい1000ml  

  1000ml   1,980円  （税込2,138円） 

微生物の力で汚れを落とす排水
管洗浄剤です。定期的に使用し
て、ぬめりやにおい対策を。

食器やふきん洗いにどうぞ食器やふきん洗いにどうぞ

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2300    NN 10/1お届け週10/1お届け週    
    パックス サラボン（固形台所石鹸）  

  220g   280円  （税込302円） 

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
です。泡切れが良く、すすぎがらく。

やさしいお湯の浄水シャワーにやさしいお湯の浄水シャワーに

       ※性能維持年数0.5年。※「ピュアストリーム2」には
使えません。      λゼンケン（東京都文京区）     

2301    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ピュアストリーム交換カートリッジC-CF-15  

  1コ   2,300円  （税込2,484円） 

シャワー用浄水器・ピュアスト
リーム専用のカートリッジです。
1日約80Lで約6カ月間使用可能。

木の実でやさしくお洗濯木の実でやさしくお洗濯

       ※内容量90g（約30回分）。※乾燥機での連続使用はお避けください。■使用目安／１回に約
9g（ナッツ約10コ）×約10回のお洗濯に使用 ■原材料／ムクロジの実（天然サポニン）  ■セッ
ト内容／ムクロジの実、布袋1枚■原産国／インド・ネパール    λハートツリー（東京都港区）     

2302    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ウォッシュナッツ90g  

  90g   1,200円  （税込1,296円） 

ムクロジの木の実で洗う洗剤。実に
含まれる天然洗浄成分サポニンが、
やさしい泡で汚れを落とします。

洗濯機内部の見えない汚れに洗濯機内部の見えない汚れに

       ※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）     

2303    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    洗濯槽&排水パイプクリーナー  

  300g×3袋   790円  （税込853円） 

酸素系漂白剤、重曹、石けんのパワ
ーで、洗濯槽や排水パイプなど、洗
いにくい部分の汚れを落とします。

これ１本で家中きれいにこれ１本で家中きれいに

             λ太陽油脂（神奈川県横浜市）     

2304    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    ボトル・パックスナチュロンお風呂洗い石けん  

  500ml   590円  （税込637円） 

植物油を主原料とした、オレンジオイル配
合の液状石けん。逆さにしても使える泡ス
プレーで隅々の汚れに対応できます。

シンクの生ゴミ対策にシンクの生ゴミ対策に

       ※多量のカレーなどを捨てると目詰まりする場合がありま
す。  ■サイズ／27×15.5cm    λ金星製紙（高知県高知市）     

2305    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    自立式 水切りゴミ袋  

  40枚   350円  （税込378円） 

ペットボトルをリサイクルした、
自立する水切りゴミ袋。そのま
ま立てて使えるので便利です。

豆のうまみを逃しません豆のうまみを逃しません

         ■サイズ／12×12cm、重さ127g    λＨＡＲＩＯ（東京
都中央区）     

2306    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    V60用ペーパーフィルターM100枚入り  

  1セット   450円  （税込486円） 

HARIO・V60ドリッパー専用、円
すい形のペーパーフィルターで
す。豆のうまみをしっかりと抽出。

個別包装で携帯にも便利個別包装で携帯にも便利

         ■サイズ／9.6×18cm■原産国／台湾    λエコワン
（神奈川県横浜市）     

2307    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    インフルライフセーバー平型 レギュラーサイズ  

  1セット(50枚入)   3,980円  （税込4,298円） 

0.1マイクロメートルの微粒子を
99%カットする4層構造のマス
ク。鼻の部分もしっかりフィット。

環境にやさしく洗浄力も高い環境にやさしく洗浄力も高い

       ※スプーンは添付されていません。※必ず温水にてご使用ください。
※お手持ちの食器洗い乾燥機の「取扱説明書」をよく読んでご使用
ください。※使えないもの：クリスタルガラス製の食器、うるし塗りの
食器、銀食器、アルミ製の食器・調理用具、金線・銀線・上絵付けの食
器。その他、お手持ちの機械の説明書にて禁止されているもの。■使
用量の目安／水1Lあたり約1.5g（スプーン小さじ1／3）、食器4～
5人分（スプーンすりきり1杯程度）      λ地の塩社（熊本県山麓市）     

2308    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    Washing Craftsman食洗機用洗剤  

  550g   580円  （税込626円） 

安全性を重視した柔軟剤です安全性を重視した柔軟剤です

         ■サイズ／6.6×6.6×23cm、重量635g    λアーク＆
エコ（東京都中央区）     

2309    NN 10/8お届け週10/8お届け週    
    Softener （柔軟仕上げ剤） やさしいラベンダーのかおり  

  520ml   980円  （税込1,058円） 

レシチン（大豆、ひまわり由来）とオ
リーブ油を主体とした、洗濯物の
柔軟仕上げ剤です。
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139号8 もっと

3％分

5％分

8％分

                 θ小麦・大豆 

   ミンさんの国産春雨で
作ったチャプチェ 200g200g            
 1559    ττ        
   454円    （税込490円）      
 2320    ττ      
2コ    908円    （税込980円）      
 2321    ττ      
3コ    1,362円    （税込1,470円）                                                             

3％分

5％分

8％分

         ■原産国／アメリカ    λ第3世界ショップ（プレス・オー
ルターナティブ）（東京都目黒区）  δお届け後50日保証   

   ドライフルーツ
ナッツミックス  90g90g            
 2106        
   569円    （税込615円）      
 2310      
 2コ    1,138円    （税込1,230円）      
 2311       
3コ    1,707円    （税込1,845円）                                                             

             λ宮島醤油（佐賀県唐津市）    θ小麦・乳・大豆 

   平飼い鶏モモ肉の
チキンカレー  160g160g            
 2024         
                                   398円    （税込430円）  ｠ ｠    

 2312      
2コ   　   796円    （税込860円）  ｠ ｠    

 2313       
3コ    1,194円    （税込1,290円）  ｠ ｠                                                           

3％分

5％分

8％分

 

 

 

                 θ小麦・大豆 

   国産トマトケチャップの
ナポリタン 360g(2食)            360g(2食)            
 1555    ττ      
                                          698円    （税込754円）  ｠ ｠    

 2322    ττ       
2コ   1,396円    （税込1,508円）  ｠   ｠    

 2323    ττ       
3コ    2,094円    （税込2,262円）     ｠                                                           

3％分

5％分

8％分

 

 

 

                 θ小麦・大豆 

   国産牛の焼肉   国産牛の焼肉
ライスバーガー ライスバーガー 260g(2コ)260g(2コ)                        
 1578    ττ       
                                   698円    （税込754円）  ｠ ｠    

 2328    ττ      
2コ   1,396円    （税込1,508円）  ｠ ｠    

 2329    ττ      
3コ   2,094円    （税込2,262円）  ｠ ｠                                                           

3％分

5％分

8％分

                 θ小麦・大豆 

   紅鮭漬け丼の素 70g×2パック70g×2パック            
 1296    ττ      

  　　　899円    （税込971円）      
 2324    ττ     
2コ  1,798円    （税込1,942円）      
 2325    ττ      
3コ   2,697円    （税込2,913円）                                                             

3％分

5％分

8％分

 

 

 

                 θ小麦・大豆 

   もう一品のおかず 
筑前煮 110g×2パック110g×2パック            
 1563         
                                   490円    （税込529円）　  ｠ ｠    

 2314        
2コ    980円    （税込1,058円）  ｠ ｠    

 2315        
3コ   1,470円    （税込1,587円）  ｠ ｠                                                           

3％分

5％分

8％分

                 θ大豆 

   ごはんがすすむ・
北海道産鮭西京漬 120g(2切)120g(2切)            
 1340    ττ       
   640円    （税込691円）      
 2326    ττ      
2コ   1,280円    （税込1,382円）      
 2327    ττ      
3コ   1,920円    （税込2,073円）                                                             

3％分

5％分

8％分

 

 

 

                 θ小麦・大豆 

   大地を守る会の
チキンライス 450g(2食分)            450g(2食分)            
 1575    ττ      
                                    588円    （税込635円）  ｠ ｠    

 2316    ττ       
2コ  1,176円    （税込1,270円）  ｠ ｠    

 2317    ττ       
3コ  1,764円    （税込1,905円）  ｠ ｠                                                           

3％分

5％分

8％分

イメージ

ドラドライイ
イメージ

3％分

5％分

8％分

     ※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）     

   タイ・グリーンカレー 170g170g            
 2025       

           486円    （税込525円）      
 2318       

2コ    972円    （税込1,050円）      
 2319       

3コ   1,458円    （税込1,575円）                                                             

イメージ

1340
イメージ

紅鮭紅
イメージ

限定 1000 

限定 1000 

限定 500 

限定 1000 

限定 500 

2コセットまたは 3コセットをご購入の場合、
単品分の合計ポイントに加えてセット特典の
ポイントもプラスして進呈。

※単品を複数ご購入いただいた場合は、単品ポイント ×
ご注文点数の合計ポイントを進呈。

まとめて買うと

ポイント
UP！！

牛肉たっぷりで食べごたえあり。
秋の夜長のおともにも

みんな大好きな素朴な味わい。
食べたい分だけ出せるバラ凍結

食べ切りの小分けパックで
常温保存できるのも便利

ごはんがすすむ味付けです。
だし茶漬けにしても美味

完成まで約 1年半かけた自信作。
辛さ控えめで幅広い年代の方に

国産春雨の歯ごたえの良さ。
食欲をそそる甘辛味

小腹が空いたときのおやつに、
お菓子やパン作りなどにも

素材と食感にこだわった
温めるだけのナポリタン

甘口で風味豊かな西京味噌が
鮭のうまみを引き立てます

辛さのなかにハーブが香る、
タイ料理の代表格をわが家で

※税抜き価格に対して

単品なら ２コなら ３コなら

買い
置きにも今がチャンス

3％分※ 5％分※ 8％分※

まとめて買えば
ポイントがたくさん付くからお得

まままとととめめめててて買買買えええばばば
ポイイイントトがががたたたくくくさささんんん付付付くくくからららおおお得得得
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