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注文締切
お届け

(宅急便発送日)

月曜

火曜

水曜

木曜

金曜

曜日コース

表示価格は総額表示(消費税込)価格です

T E L : 0428-24-9890
FAX : 0428-24-9892

www.e-pod.jp＞ポラン広場の宅配＞会員専用ページ

営業時間：平日9：00～18：00/土曜9：00～15：00　受付開始：カタログ公開後、随時承ります

受付開始：カタログNo.226は、06/14(月)午後2時30分より

電話・FAX注文 E-mail

インターネット注文

mail.pod@polano.org

検索ＰＯＤポラン

ご注文は
締切日の

午後２時
までに

１回のお届け金額11,000円以上で送料無料!(宅急便コース17,500円以上/直送商品除く)
詳細は「宅配サービスご利用案内」をご覧ください https://www.e-pod.jp/hd/takuhai-guide/

配送料 無料サービスについて

9940　
ポラン基金　　

一口　500円 (非課税)

被災地・被災者支援と
オーガニックの未来に

ご注文と一緒に募金！
社会的支援が必要な子どもたちに
ポランの有機・自然食品を贈る

ポランの公式ＳＮＳアカウント

twitterfacebookinstagram

深紅色の
果実
深紅色の
果実

甘酸っぱい
初夏の味
甘酸っぱい
初夏の味

ブルーベリーのプロがつくる
絶品 低糖度ジャム
ブルーベリーのプロがつくる
絶品 低糖度ジャム

プチっとはじける
みずみずしさ
プチっとはじける
みずみずしさ

今が旬　ルビー色に輝く宝石今が旬　ルビー色に輝く宝石

生産者の顔が見える 作り方がわかる

ポランの果物は
人を笑顔にする

今週の

特集

さくらんぼの作り手は、山梨県北杜市の早川三次さん。

レタス・キャベツ・大根・白菜・

長芋など多品目の有機生産

に取り組むポランの野菜生

産者でもあります

すももは、山梨県笛吹市の一宮久津間グループと、甲

州市の勝沼平有機果実組合。すももに続いて、一宮か

らは毎年人気No.1の桃、勝沼からは多品目のぶどうが

続きます。お楽しみに

ガラリ(奄美すもも)は、かごしま

有機生産組合の木之下正弘

さん。真っ赤な果肉で、果実酒・

シロップ・ジャム作りに人気です。

数量限定ですのでお早めに

果物は消化がよく、すぐエネルギーに変換されるので、�   

食べるなら朝が最適！特に食前がおすすめ。食前に果

物を食べたら、30分位たってから食事をとるのがおす

すめです。食べるタイミングを少し変えるだけで胃に

も負担をかけずに美味しく食べることができます。健

康に育った果物を健康的に食べる為に、果物は朝／

食前を心がけましょう�

笑いや笑顔には、免疫細胞を活性化させ、免疫力をア�   

ップする効果がある、と言われています

夏を彩る果物が続々登場しています。今年も、あの生

産者が手塩にかけた美味しい果物をお届けします

1151

ハマダさんちの
ブルーベリージャム

140g　702円
ブルーベリー本来の
美味しさを活かして、甘みと酸味の
バランスの良いジャムに仕上げました
［原］有機ブルーベリー(栃木)、洗糖　［製］浜田農園(栃木)　□糖度46

1151

ハマダさんちの
ブルーベリージャム

140g　702円
ブルーベリー本来の
美味しさを活かして、甘みと酸味の
バランスの良いジャムに仕上げました
［原］有機ブルーベリー(栃木)、洗糖　［製］浜田農園(栃木)　□糖度46

0358

すもも　

700g　840円　山梨(防除12)
甘みや酸味のバランスや色、形も様々
で沢山の品種があるすもも。�次々と
旬を迎えた品種が登場します

0357

ガラリ

(奄美すもも)

500g　568円　鹿児島［不］
奄美在来種の小さめのすもも。完熟
前は酸味が強いのでジャムや果実
酒にするのもおすすめです

0357

ガラリ

(奄美すもも)

500g　568円　鹿児島［不］
奄美在来種の小さめのすもも。完熟
前は酸味が強いのでジャムや果実
酒にするのもおすすめです

ブルーベリー

0305　　
150g　600円
0306 特選(大粒)　
150g　710円　栃木［有］
程よい酸味と甘みが特長です。ヨーグルトにのせて食べ
たり、スムージーにするのもおすすめ

ブルーベリー

0305　　
150g　600円
0306 特選(大粒)　
150g　710円　栃木［有］
程よい酸味と甘みが特長です。ヨーグルトにのせて食べ
たり、スムージーにするのもおすすめ

さくらんぼ

0352 

100g　750円
0353 

200g　1,400円
0354 不揃い 300g　1,080円　山梨(防除7)
そのままはもちろん、シロップ漬けやジャム、果実酒、お菓
子作りにもどうぞ。お届け品種：高砂、佐藤錦、紅秀峰

さくらんぼ

0352 

100g　750円
0353 

200g　1,400円
0354 不揃い 300g　1,080円　山梨(防除7)
そのままはもちろん、シロップ漬けやジャム、果実酒、お菓
子作りにもどうぞ。お届け品種：高砂、佐藤錦、紅秀峰

早川 三次さん

木之下 正弘さん

ブルーベリーは、栃木県佐野

市の浜田農園。約30種類、

約1300本の栽培に取り組ん

でいます。夫婦二人で営んで

いた農園も現在は後継者に

恵まれ、家族で栽培とジャム作りを行っています

浜田 倍男さん

久津間 紀道さん 渡辺 孟さん
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焼肉のたれ

2937　甘口
2938　中辛
各150ml　432円→410円
玉ねぎ、生姜などの野菜をたっ
ぷり使用。焼肉のほか、炒め物
などにも
［原］共通：醤油、洗糖、醗酵調味料、玉ねぎ(島根)、

にんにく(島根)、味噌、生姜(島根)、胡麻(国産)

／甘口：りんご(広島)／中辛：唐辛子(島根)　

［製］吉田ふるさと村(島根)

2940

八木澤 ごまだれ

170g　594円
“たれ”で具材を食べるのではなく、 
肉や野菜などの素材の味を活かす、
上品でまろやかな味わいに仕上げま
した。しゃぶしゃぶや麺類のつけだれ、
棒棒鶏、サラダ、冷奴、和え物などに
［原］醤油、みりん、練りごま、米酢、昆布だし、洗糖、りんご、純米酒、鰹だし、

ごま油、塩、生姜、唐辛子、寒天　［製］八木澤商店（岩手）

1304

保美豚 ロース
しゃぶしゃぶ用 ■冷

200g　983円
きめ細やかでさっぱりとした旨み・甘みのある肉質
で、もっちりとした食感が特長です
［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産業(愛知)

2021

梅山豚しゃぶしゃぶセット ■凍

１セット　5,400円
梅山豚の様々な部位(繊細な風味のロース、野趣あふれ
る肩ロース、キレのある脂身のバラ、しっとりとした食味の
モモ)をセットにしました　［製］塚原牧場(茨城)

こちらもおすすめ
しゃぶしゃぶに

ごまの風味豊か

冷しゃぶサラダにも

こんにゃくめん

0711　200g　238円
9253　200g×2　476円→454円
国産こんにゃく芋粉と大豆粉で、低カロリーな麺に
仕上げました。適度な歯応えとツルリとした食感で、
水洗いしてそのまますぐに食べられます
［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、大豆微粉末(国産)、水酸化カルシウム　

［製］池谷(東京)

冷しゃぶサラダにも

1482

ブラウンスイス牛

上肉スライス ■凍

200g　1,620円
部位：肩ロース・ロース
すき焼きやしゃぶしゃぶなどに
［製］木次乳業(島根)

1483

ブラウンスイス牛

中肉スライス ■凍

200g　1,458円
部位：モモ・ウデ
焼肉や煮込み料理などに
［製］木次乳業(島根)

1485

ブラウンスイス牛

切り落とし ■凍

200g　1,102円
部位：モモ・ウデ・バラ
肉じゃがや炒め物などに
［製］木次乳業(島根)

1481

ブラウンスイス牛

挽肉 ■凍

200g　994円
部位：モモ・ウデ・バラ
ハンバーグやミートソース、
そぼろや肉味噌などに
［製］木次乳業(島根)

1482

ブラウンスイス牛

上肉スライス ■凍

200g　1,620円
部位：肩ロース・ロース
すき焼きやしゃぶしゃぶなどに
［製］木次乳業(島根)

お届けは翌々週

1483

ブラウンスイス牛

中肉スライス ■凍

200g　1,458円
部位：モモ・ウデ
焼肉や煮込み料理などに
［製］木次乳業(島根)

お届けは翌々週

1484

ブラウンスイス牛

並肉スライス ■凍

200g　1,274円
部位：バラ。牛丼や炊き込み
ご飯、炒め物などに　［製］木次乳業(島根)

1484

ブラウンスイス牛

並肉スライス ■凍

200g　1,274円
部位：バラ。牛丼や炊き込み
ご飯、炒め物などに　［製］木次乳業(島根)

お届けは翌々週
1485

ブラウンスイス牛

切り落とし ■凍

200g　1,102円
部位：モモ・ウデ・バラ
肉じゃがや炒め物などに
［製］木次乳業(島根)

お届けは翌々週

1481

ブラウンスイス牛

挽肉 ■凍

200g　994円
部位：モモ・ウデ・バラ
ハンバーグやミートソース、
そぼろや肉味噌などに
［製］木次乳業(島根)

お届けは翌々週

ブラウンスイス牛　いろいろな料理にどうぞ
ノンホモパスチャライズ牛乳の先駆者である木次乳業のブラウンスイス牛です。島根・奥出雲の山地を歩きまわりながら、新鮮な芝草を食べて育ちまし

た。牛肉の旨み成分であるオレイン酸が豊富に含まれています。柔らかな肉質の赤身、肉本来の旨みが特長です

1401

興農牛豚合挽き肉
(牛:豚＝6:4) ■凍

250g　972円→940円
赤身の旨みと脂身のコクを活かして配合して
います。必要な量だけ使えて便利なバラ凍結。
ハンバーグ、そぼろ、肉団子、ミートソースなど
に　［製］知床興農ファーム(北海道)

毎日の献立に活躍 お肉＆お惣菜セール！ おうち中華に

有機麻婆の素

2933　100g　270円
9637　100g×2　540円→515円
炒めた挽き肉と豆腐に加えるだけ
［原］有機醤油、有機米味噌、有機馬鈴薯澱粉、有機米発酵調味料、有

機砂糖、有機にんにく、有機生姜、有機玉ねぎ、有機米酢、魚醤、唐辛子、

オイスターエキス、再製塩　［製］光食品(徳島)

有機麻婆の素

2933　100g　270円
9637　100g×2　540円→515円
炒めた挽き肉と豆腐に加えるだけ
［原］有機醤油、有機米味噌、有機馬鈴薯澱粉、有機米発酵調味料、有

機砂糖、有機にんにく、有機生姜、有機玉ねぎ、有機米酢、魚醤、唐辛子、

オイスターエキス、再製塩　［製］光食品(徳島)

有機回鍋肉の素

2934　100g　270円
9638　100g×2　540円→515円
［原］有機米味噌、有機砂糖、有機コーンスターチ、有機

米発酵調味料、再製塩、オイスターエキス、有機にんにく、

胡麻油、唐辛子、有機醤油　［製］光食品（徳島）

有機青椒肉絲の素

2935　100g　270円
9639　100g×2　540円→515円
［原］有機醤油、有機砂糖、有機にんにく、有機コーンスター

チ、有機米発酵調味料、再製塩、有機ぶどう果汁、有機生

姜、オイスターエキス　［製］光食品（徳島）

ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得

焼肉のたれ

2937　甘口
2938　中辛
各150ml　432円→410円
玉ねぎ、生姜などの野菜をたっ
ぷり使用。焼肉のほか、炒め物
などにも
［原］共通：醤油、洗糖、醗酵調味料、玉ねぎ(島根)、

にんにく(島根)、味噌、生姜(島根)、胡麻(国産)

／甘口：りんご(広島)／中辛：唐辛子(島根)　

［製］吉田ふるさと村(島根)

産地
直送

■ヤマト宅急便・クール冷凍便でご自宅に直送
■時間指定を承ります。宅配窓口までご連絡ください
■沖縄・離島はお届けできません
■送料込み、地域加算送料：北海道・九州/440円(税込)
■荷姿：段ボール箱入(包装なし)

お届け日

6月26日(土)

直送

カタログ
Ｎｏ．226・227の
お楽しみ商品

産地直送企画新登場！

梅山豚しゃぶしゃぶセット
産地直送企画新登場！

梅山豚しゃぶしゃぶセット

国内にたった100頭しかいない原種豚から生まれてくる“梅

山豚”。赤身の中の「サシ」と呼ばれる脂肪分の割合、いわ

ゆる「霜降り」の度合いが、高級豚肉と一般的に言われて

いるバークシャー種(黒豚)よりも高く、肉質比較においても

柔らかいのが特長です

しゃぶしゃぶがおすすめですが、ソテーや重ねてミルフィー

ユ風カツにしても美味しいです

梅山豚の豊かな味わいと上品な脂身
様々な部位を楽しめるセット

NEW

塚原牧場の梅山豚

塚原牧場では、一般的

な養豚の約2倍の300日

をかけて梅山豚を飼育

しています。豚に合った

育て方をすることで病気も減り、肥育期間

の投薬は一切行わずに育てています。飼料

には、エコフィード（人用の食品を製造する過

程で発生する余剰食品）を使用しています

＜セット内容＞
ロース160g
肩ロース160g
バラ160g
モモ160g こんにゃくめん

0712　200g　238円
9253　200g×2　476円→454円
国産こんにゃく芋粉と大豆粉で、低カロリーな麺に
仕上げました。適度な歯応えとツルリとした食感で、
水洗いしてそのまますぐに食べられます
［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、大豆微粉末(国産)、水酸化カルシウム　

［製］池谷(東京)

2243

興農手作り
生ミニハンバーグ ■凍　

35g×5　810円→780円
知床興農ファームの牛肉と豚肉、国産玉ねぎ、
国産パン粉で作りました。お弁当やパンにはさむ
のもおすすめなミニサイズ
［原］牛肉(北海道）、豚肉(北海道）、玉ねぎ、卵、パン粉、塩、胡椒、ラード

［製］知床興農ファーム(北海道)

2243

興農手作り
生ミニハンバーグ ■凍　

35g×5　810円→780円
知床興農ファームの牛肉と豚肉、国産玉ねぎ、
国産パン粉で作りました。お弁当やパンにはさむ
のもおすすめなミニサイズ
［原］牛肉(北海道）、豚肉(北海道）、玉ねぎ、卵、パン粉、塩、胡椒、ラード

［製］知床興農ファーム(北海道)
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1605

ネギトロ用すき身 ■凍　

200g　1,102円→1,000円
マグロの身を細かく切りたたき、一番搾り
菜種油を混ぜました。すき身にする部位
はDHA等の不飽和脂肪酸が豊富
［原］キハダ・メバチマグロ(中部太平洋産)、菜種油　

［製］シープロダクト(神奈川)

2951

八木澤 味付ぽん酢柚子

170g　594円
徳島・高知産のゆず果汁をたっぷり
使いました。爽やかな香りとサッパリ
とした風味が食欲をそそります
［原］醤油、ゆず果汁(徳島、高知)、純米酢、みりん、甜菜

糖、塩、鰹だし、昆布だし　［製］八木澤商店(岩手)

0681

越生美人と

国産ざる豆腐(竹ざる) ■冷

１セット　826円→800円
大豆工房みやと島田食品の人
気の豆腐がセットになりました
越生美人：［原］大豆(埼玉、栃木、佐賀)、にがり/醤

油、海の精　［賞］冷蔵５日　［製］大豆工房みや(埼

玉)／国産ざる豆腐：［原］大豆(北海道、青森)、に

がり　［賞］冷蔵５日　［製］島田食品（埼玉）

2527

カレーの壺キーマカレー
辛口(レトルト)

180g　421円
18種類以上のスパイス・ハーブ・香味野菜を配合。本場スリランカの味が楽しめる
レトルトカレーです。小麦粉を使わないスリランカ風のさらっとしたカレーで、温めるだ
けで本格的な味わいが楽しめます
野菜や米をたくさん食べて育った平飼い鶏のひき肉を使い、青とうがらしで辛味に
爽やかさをプラスしました。華やかなスパイスとココナッツの香りが食欲をそそります。
凝縮された旨みとパンチの効いた味わいをお楽しみください
［原］オーガニックココナッツミルク(スリランカ)、鶏肉(スリランカ)、香辛料、トマトペースト(イタリア他)、オーガニックコ

コナッツオイル、玉ねぎ(スリランカ)、米(スリランカ)、粗糖、塩　［製］プレスオールターナティブ(東京)

0724

曽我の梅干(十郎梅)

250g　1,069円→1,030円
果肉が大きく肉厚で、皮は薄く柔らかな“十郎梅”
を使用。塩漬けにした梅を干すだけという伝統
製法で、1年以上熟成させ美味しさを引き出し
ました　［原］梅(神奈川)、再製塩　［製］ジョイファーム小田原(神奈川)

2841

有機ゆず果汁

100ml　626円→595円
約3個分の国産有機柚子を搾
りました。刺身、焼き魚、おすまし、
酢の物、寿司飯、ドレッシング、
お菓子作り、炭酸水やお酒で割っ
ても
［原］有機ゆず(国産)　[製]光食品(徳島)

2837

赤梅酢

200ml　378円→360円
梅干をつくる際にできる
伝統製法の赤梅酢です。
酢の物、和え物、漬物な
どに
［原］梅(奈良、和歌山、三重)、赤しそ(国

産)、再製塩　[製]王隠堂農園(奈良)

今週の新商品今週のおすすめ ポランの国産大豆の豆腐食べ比べに！ 本場スリランカの味を手軽なレトルトで

夏は梅で元気に過ごそう

釜あげしらす ■凍

1983　100g　810円
9210　100g×2　1,620円→1,566円
餌となるプランクトンが豊富な駿河湾で
獲れるしらすは、質・味ともに日本一とい
われます。カルシウムが豊富で、塩分は
控え目。熱々ご飯にたっぷり乗せてどうぞ
［原］しらす(駿河湾)　［製］原浦商店(静岡)

ダブルで
お買い得

1981　
生桜えび ■凍

100g　1,393円
生ならではのプリッとした食
感、甘さと旨みが楽しめます。
そのまま刺身などでどうぞ
［原］桜えび(駿河湾)　［製］原浦商店(静岡)

1982　
釜あげ桜えび ■凍

100g　1,674円
新鮮な桜えびを伝統的な
方式で茹で上げました。味わいや風味がより濃厚になっ
ています。かき揚げ、パスタ、桜えびご飯などに
［原］桜えび(駿河湾)、自然塩　［製］原浦商店(静岡)

1981　
生桜えび ■凍

100g　1,393円
生ならではのプリッとした食
感、甘さと旨みが楽しめます。
そのまま刺身などでどうぞ
［原］桜えび(駿河湾)　［製］原浦商店(静岡)

1982　
釜あげ桜えび ■凍

100g　1,674円
新鮮な桜えびを伝統的な
方式で茹で上げました。味わいや風味がより濃厚になっ
ています。かき揚げ、パスタ、桜えびご飯などに
［原］桜えび(駿河湾)、自然塩　［製］原浦商店(静岡)

生でしか味わえない甘みと
プリプリの食感

ご飯にのせて丼、パスタや
ピザ、卵焼きなどに
ご飯にのせて丼、パスタや
ピザ、卵焼きなどに

凝縮した旨みと
濃厚な風味

まぐろとしらすの海鮮丼にまぐろとしらすの海鮮丼に
お届けは翌々週

お届けは翌々週

お届けは翌々週

お届けは翌々週

※桜えび…天候、海洋状況により、欠品となる可能性があります

炭火焼かつおたたき ■凍

1611　約400g　2,160円
1612　ハーフ　約200g　1,242円
伝統的な1本釣りで漁獲、活きたまま船上で急速凍
結した鮮度抜群の鰹です。炭火でサッと炙り焼き、香
ばしく仕上げました　［原］かつお（鹿児島太平洋)　［製］鐘千(福岡)

お届けは翌々週

赤身の色ツヤよく
ボリューム感があります
赤身の色ツヤよく
ボリューム感があります

かつおのたたきと一緒に
ゆずの香りが広がるぽん酢

1605

ネギトロ用すき身 ■凍　

200g　1,102円→1,000円
マグロの身を細かく切りたたき、一番搾り
菜種油を混ぜました。すき身にする部位
はDHA等の不飽和脂肪酸が豊富
［原］キハダ・メバチマグロ(中部太平洋産)、菜種油　

［製］シープロダクト(神奈川)

1636

塩うに ■凍

70g　2,678円
天然のムラサキウニを
塩のみで漬け込みました。とろっ
とした食感で、塩うにならではの
濃厚な味わいが楽しめます
［原］むらさきうに(三陸)、自然塩　［製］三陸水産(福島)

カタログ
Ｎｏ．226・227の
お楽しみ商品

NEW

今週のみの
お楽しみ商品

今週限り
季節商品

今週限り
季節商品

今週限り
季節商品

2660

油そば(全粒粉なま麺) ■冷

140g×2　454円
油そば（あぶらそば）とは、醤油ベー
スのタレを麺に絡めて食べる、スー
プのないラーメン
小麦を丸ごと自家製粉した全粒粉を練りこんだ乱刃ちぢれ麺はモ
チモチとした食感。国産大豆醤油、たまり醤油で作ったタレ付き
［原］小麦粉(北海道、群馬、三重)、再製塩、澱粉、天然かん水／タレ：醤油、植物油脂、水飴、豚脂、砂糖、チ

キンオイル、自然塩、酢、酒、みりん、チキンエキス、鰹節、イワシ煮干し、香辛料　［賞］冷蔵20日　［製］

金子製麺(神奈川)

No.226～229の
お楽しみ商品

国産ざる豆腐(竹ざる)
島田食品の夏の人気商品。
竹ざるの間よりゆっくりと
水が切れて普通の豆腐と違っ
たマッタリとした食感と、
なんともいえないコクのあ
る豆腐が味わえます

越生美人(醤油・塩付き)
大豆工房みやの地元・埼玉
越生町に伝わる在来種大
豆を使用。豆腐をたっぷり
の豆乳に浸してあり、コク
のある深い味わいが楽し
めます。残った豆乳は、温
めて湯葉としてどうぞ

おごせ

スープのないラーメン“油そば”スープのないラーメン“油そば”

1621

鮪のづけ丼 ■凍

150g　637円→595円
マグロを自家製タレに漬け込みま
した。解凍後、ご飯にのせて丼に
［原］キハダマグロ(中部太平洋)、発酵調味料、醤油、

鰹節、洗糖　［製］シープロダクト(神奈川)

1602　
まぐろ中トロ ■凍　

150g　1,890円→1,820円
神奈川三崎港に水揚げされたまぐろから、
赤さの濃淡、照りのありなし、脂が網状になっ
ているかなど長年の目利きで選びました
［原］メバチマグロ(中部太平洋産)　［製］シープロダクト(神奈川)

1621

鮪のづけ丼 ■凍

150g　637円→595円
マグロを自家製タレに漬け込みま
した。解凍後、ご飯にのせて丼に
［原］キハダマグロ(中部太平洋)、発酵調味料、醤油、

鰹節、洗糖　［製］シープロダクト(神奈川)

1602　
まぐろ中トロ ■凍　

150g　1,890円→1,820円
神奈川三崎港に水揚げされたまぐろから、
赤さの濃淡、照りのありなし、脂が網状になっ
ているかなど長年の目利きで選びました
［原］メバチマグロ(中部太平洋産)　［製］シープロダクト(神奈川)
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予約登録で生産者をしっかりサポート
野 菜
－美味旬菜－

※セット内容は予定です。天候や畑の状況で変更することがあります。ご了承ください。変更によりアレルゲン対象などで利用できない場合には、会員窓口までご連絡ください

野菜が中心。果物も豊富な季節には1品入る基本のセット�

0050

野菜セット Ｖ10
１セット　1,296円

「毎週お届け」

予約登録

1,231円

１.

２.

３.

４.

５.

６.

玉ねぎ

葉付き人参

キャベツ

ズッキーニ

とうもろこし

ぶなしめじ

700g

1束

1個

1本

1本

100g

旬の野菜、果物もたっぷりのオーガニックライフ満喫セット

0051

野菜果物セット ＶF50
１セット　2,160円

「毎週お届け」

予約登録

2,052円

１.

２.

３.

４.

５.

６.

７.

８.

葉付き人参

さつま芋

大根

白菜

葉物

オクラ

原木生椎茸

ガラリ

1束

500g

1本

1/2個

1束

100g

100g

500g

ONはポランの取り組むオーガニック＆ナチュラルの略
バランス良い野菜類に、きのこと旬のくだもの

0052

多菜旬果セット ON100
１セット　3,240円

「毎週お届け」

予約登録

3,078円

１.

２.

３.

４.

５.

６.

玉ねぎ

葉付き人参

大根

白菜

レタス

小松菜

700g

1束

1本

1/2個

1個

1束

７.

８.

９.

10.

11.

きゅうり

青しそ

ぶなしめじ

ブルーベリー

ガラリ

3本

10枚

100g

150g

500g

ポランの農産物は完全契約栽培。１年間計画的

に生産・出荷されますが、気象条件などで予定

が前後し、収穫量も増減します。こうした変動要

素を調整・吸収するのが「品目は畑にお任せ」

の野菜・野菜果物セットです。お任せいただく分、

単品合計より約10%割引価格でお届けします

「毎週お届け」予約登録をしていただいた方には、さらに５％割引価格でお届

けします。お申し込みは、宅配窓口まで

ポランの有機農産物等の表示 

［有］有機農産物：認証有機制度(JAS『有機農産物の日本農林規格』)
に定められた有機的管理が2年以上の圃場で栽培された農産物
果樹等の多年生作物は有機的管理が3年以上

［転］転換期間中有機農産物：認証有機制度に定められた有機的管理が1年以上の
圃場で栽培された農産物

［不］農薬・化肥不使用：本圃場で農薬・化学肥料を使用せずに栽培された農産物
〔認証有機制度に基づく申請をしていない圃場の場合〕

（防除）：認証有機制度に定められた「有機許容農薬」も含め、農薬の種類ごとの使用
回数を合計して表示。例) 農薬2種混合を2回散布した場合は(防除4)になります

認証機関名

ポランの有機農産物等の表示 

［有］有機農産物：認証有機制度(JAS『有機農産物の日本農林規格』)
に定められた有機的管理が2年以上の圃場で栽培された農産物
果樹等の多年生作物は有機的管理が3年以上

［転］転換期間中有機農産物：認証有機制度に定められた有機的管理が1年以上の
圃場で栽培された農産物

［不］農薬・化肥不使用：本圃場で農薬・化学肥料を使用せずに栽培された農産物
〔認証有機制度に基づく申請をしていない圃場の場合〕

（防除）：認証有機制度に定められた「有機許容農薬」も含め、農薬の種類ごとの使用
回数を合計して表示。例) 農薬2種混合を2回散布した場合は(防除4)になります

認証機関名

鹿児島・宮崎[有][不]　茨城[有]
　長野[有]　山梨[有]
鹿児島・宮崎[有][不]　茨城[有]
　長野[有]　山梨[有]

玉ねぎ
0102 700g　300円
0103 1.5kg　580円

鹿児島[有][不]　茨城[不]

じゃが芋
0107　700g　300円
0108　1.5kg　580円

さつま芋
0109　500g　300円
0110　

500g×2　580円

さつま芋
0109　500g　300円
0110　

500g×2　580円

人参
0104 500g　280円
0105 1kg　540円
鹿児島・宮崎[有][不]

山梨[有]

0121

小かぶ
１束　215円

山梨[有][不]

0122

白菜
1/2個　205円

山梨[有][不]

0124

キャベツ　
1個　300円

0120

ラディッシュ
１束　205円

山梨[不]山梨[不]

［原］米糠(青森)、塩、発酵液(昆布・

乳酸菌・酵母)、唐辛子(静岡)　［製］

東明(静岡)

0512

におわないぬか床 ■冷
500g　918円

三上新一さんの自然農法産有機米の米
ぬかに自然発酵乳酸菌を加えて仕上げ
ました。ツンとしたにおいがほとんどなく、
毎日かき混ぜなくてもＯＫです

山梨[有][不]

0125

レタス　１個　258円
0125

レタス　
１個　258円

愛知/天恵グループの
野菜栽培状況について

虫の食害から作物を保
護する「防除」には、認証
有機制度で許容された
微生物菌/澱粉/食用油
脂由来の資材のみを使
用しています
環境負荷の軽減と安全
で美味しい野菜の栽培に
取り組む天恵グループへ
の応援を今年もよろしく
お願いいたします

ベーコンとしめじを合わせ
てバター醤油ソテーに。相
性抜群で、ご飯がすすむ
一品になります

煮たり炒めたりと万能野
菜ですが、歯ざわりが良く
クセがないのでサラダに
もおすすめです

漬物はもちろん、とろとろ
柔らかく煮込んだ煮物や
あんかけ、味噌汁、スープ、
炒め物などにも

山梨[有][不]山梨[有][不]

0119

大根
１本　258円

レタスは炒め物にも向い
ています。チャーハンの仕
上げに加えると、シャキシャ
キの食感が楽しめます

0111

長芋
300g　335円

青森[不]

胃腸の働きを整える消化
酵素が豊富です。すりおろ
して、焼き魚や冷しゃぶ、お
ひたしなどの薬味に

茨城[不]茨城[不]

夏に涼をもたらす野菜の代

表格・きゅうりが新登場

みずみずしくてさわやかな

風味が特長です

豊富に含まれるカリウムは、

体に溜まった老廃物や、熱の

排出を助ける作用が期待さ

れています。マスクを着用し

て身体に熱がこもりがちな今、

きゅうりがおすすめ

塩もみやサラダ、酢の物、炒

め物、冷やし中華のトッピン

グなど、いろいろな料理でた

くさんどうぞ

きゅうり

0149 3本　220円
0150 3本×2　430円
茨城[有]　山梨[有][不]　高知[有]

※【四葉きゅうり】をお届けする場合があります

きゅうり

0149 3本　220円
0150 3本×2　430円
茨城[有]　山梨[有][不]　高知[有]

※【四葉きゅうり】をお届けする場合があります

パリッとみずみずしい
かじりたくなるおいしさ
パリッとみずみずしい
かじりたくなるおいしさ

0158

ミニトマト

150g　356円→248円　沖縄[有]　山梨[有]　茨城[有]

0158

ミニトマト

150g　356円→248円　沖縄[有]　山梨[有]　茨城[有]

スタッフおすすめ
絶品　完熟ミニトマトのぬか漬け

小さな実に旨みがたくさん詰まっ

たミニトマト。ぬか漬けにするの

もおすすめです

皮を湯剥きし、軽く水分をとって

からぬか床に入れ、冷蔵庫へ入

れましょう。1日入れると醗酵が

進んで酸っぱくなってしまうので

半日がおすすめ。トマトの旨みが

ぎゅっと凝縮され、甘みが増します。

熟成したトマトの果汁が口の中

で溢れて絶品です。お試しあれ
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1602

まぐろ中トロ　■凍
150g 1,890円→1,820円

粘りが美味しいオクラ。長
芋と一緒に和え物や納豆
に混ぜるなど、ネバネバが
楽しめる一品に

沖縄[有]

0159

ピーマン
150g　270円

茨城[有]

0144

水菜
１束　205円

0154

ゴーヤー(にがうり)
１本　335円　　

0154

ゴーヤー(にがうり)
１本　335円　　

沖縄(防除9) 熊本[有]

0157

トマト
450g　598円

0160

パプリカ
120g　280円

沖縄(防除15)沖縄(防除17)

※【ミニパプリカ】をお届けす
る場合があります
※【ミニパプリカ】をお届けす
る場合があります

0146

エンツァイ(空心菜)
１束　205円

茨城[有]茨城[有]

酸味と甘みのバランスが
良くジューシー。サラダや
マリネ、パスタ、煮込み、炒
め物などにも

0164

いんげん
150g　258円

茨城[有]　鹿児島[有][不]

奈良[不]

0143

ニラ
１束　248円

0143

ニラ
１束　248円

0161

オクラ
100g　258円

沖縄[有](防除6)

肉厚で食べごたえがあり
ます。熱に強いビタミンＣ
が豊富。炒め物や肉詰め
などにおすすめです

山梨[有][不]山梨[有][不]

ブロッコリー
0129　１個　280円
0130　２個　540円

群馬[有]　茨城[有][不]　
山梨[有]
群馬[有]　茨城[有][不]　
山梨[有]

小松菜
0141 １束　248円
0142 ２束　480円

山梨[有]

0127

リーフレタス　
１個　228円

山梨[有]

0126

サニーレタス　
１個　228円

山梨[有][不]

※果皮が黄色
のものをお届
けする場合が
あります

※果皮が黄色
のものをお届
けする場合が
あります

鹿児島[有][不]

塩茹ではもちろん、炒め物、
スープ、すりつぶしてなど、
色々な食べ方でどうぞ

枝豆
0165　200g　450円
0166　200g×2　880円

枝豆
0165　200g　450円
0166　200g×2　880円

ズッキーニ
0155　1本　205円
0156　2本　380円

ズッキーニ
0155　1本　205円
0156　2本　380円

加熱しても壊れに
くいビタミンCが豊
富。和え物やサラダ、
チャンプルーなどに

加熱しても壊れに
くいビタミンCが豊
富。和え物やサラダ、
チャンプルーなどに

カロテンやビタミンCをはじ
め各種ビタミン類が豊富な
ブロッコリー。茹でてサラダ、
炒め物、パスタなどに

茎の中が空洞になってい
てシャキシャキの食感。油
と相性が良く、炒め物にお
すすめ

0171

青しそ　

10枚　160円　茨城[不]

0148

モロヘイヤ　

１束　280円　鹿児島[有][不]

0147

つるむらさき

１束　270円　鹿児島[有][不]

モロヘイヤの特長である粘りは、ムチンという成分。

ムチンには消化管粘膜保護作用や血糖値の上

昇を抑える働きが期待されています

アクがあるので一度茹でてから調理しましょう。

納豆やオクラ、長芋などと一緒に「ねばねば丼」

にするほか、スープやおひたし、

炒め物などにもおすすめです

モロヘイヤの特長である粘りは、ムチンという成分。

ムチンには消化管粘膜保護作用や血糖値の上

昇を抑える働きが期待されています

アクがあるので一度茹でてから調理しましょう。

納豆やオクラ、長芋などと一緒に「ねばねば丼」

にするほか、スープやおひたし、

炒め物などにもおすすめです

ハマるおいしさ　チョレギサラダねばねば食感を楽しもう！

0148

モロヘイヤ　

１束　280円　鹿児島[有][不]

青しその香りで食欲アップ！
青々とした香りが特長の青しそ。

刺身のつまやつけあわせとして

そのまま食べるほか、刻んで海

鮮丼やパスタにトッピングしても。

刻むとより香りが強くなります

香り成分のペリルアルデヒドには

食欲増進の効果が期待され、食

欲の落ちるこれからの時期にぴっ

たりです

青々とした香りが特長の青しそ。

刺身のつまやつけあわせとして

そのまま食べるほか、刻んで海

鮮丼やパスタにトッピングしても。

刻むとより香りが強くなります

香り成分のペリルアルデヒドには

食欲増進の効果が期待され、暑

さによって食欲の落ちるこれか

らの時期にぴったりです

青々とした香りが特長の青しそ。

刺身のつまやつけあわせとして

そのまま食べるほか、刻んで海

鮮丼やパスタにトッピングしても。

刻むとより香りが強くなります

香り成分のペリルアルデヒドには

食欲増進の効果が期待され、暑

さによって食欲の落ちるこれか

らの時期にぴったりです

0171

青しそ　

10枚　160円　茨城[不]

夏場の栄養補給にぴったり

0147

つるむらさき

１束　270円　鹿児島[有][不]

つるむらさきは、カロテンやミネラル、ビタミンCが

特に豊富。これからの季節、汗で失った栄養の補

給にぴったりです

おひたしや和え物などに。また、油との相性が良

いので、炒め物や天ぷらにも向いています

つるむらさきをたっぷり食べ

て元気に過ごしましょう

つるむらさきは、カロテンやミネラル、ビタミンCが

特に豊富。これからの季節、汗で失った栄養の補

給にぴったりです

おひたしや和え物などに。また、油との相性が良

いので、炒め物や天ぷらにも向いています

つるむらさきをたっぷり食べ

て元気に過ごしましょう

とうもろこしは、鮮度が落ちると甘

みが抜けてしまいます。そこで、生

と茹でてある場合の冷蔵・冷凍保

存のコツを紹介します。（保存期間の

目安）

生のとうもろこし

冷蔵：皮を付けたままキッチンペー

パーで包み、立たせた状態で野菜

室で保存（2～3日）

冷凍：皮付きのまま1本ずつラップ

で包み、ポリ袋か冷凍用保存袋に

入れて冷凍庫で保存（約2カ月）

茹でたとうもろこし

冷蔵：茹でたとうもろこしが熱いう

ちに、1本ずつラップで包み、粗熱

を取ってから冷蔵室で保存（3～4日）

冷凍：かために茹でて、3～4cmの

輪切りにするか、実だけをはずして、

水気をよく拭き取る。それを保存

容器や冷凍用保存袋に入れて冷

凍庫で保存（約1カ月）

とうもろこし

0162　1本　280円→248円
0163　2本　540円→480円
愛知(防除4)

とうもろこしは、鮮度が落ちると甘

みが抜けてしまいます。そこで、生

と茹でてある場合の冷蔵・冷凍保

存のコツを紹介します。（保存期間の

目安）

生のとうもろこし

冷蔵：皮を付けたままキッチンペー

パーで包み、立たせた状態で野菜

室で保存（2～3日）

冷凍：皮付きのまま1本ずつラップ

で包み、ポリ袋か冷凍用保存袋に

入れて冷凍庫で保存（約2カ月）

茹でたとうもろこし

冷蔵：茹でたとうもろこしが熱いう

ちに、1本ずつラップで包み、粗熱

を取ってから冷蔵室で保存（3～4日）

冷凍：かために茹でて、3～4cmの

輪切りにするか、実だけをはずして、

水気をよく拭き取る。それを保存

容器や冷凍用保存袋に入れて冷

凍庫で保存（約1カ月）

とうもろこしの保存のコツ

とうもろこし

0162　1本　280円→248円
0163　2本　540円→480円
愛知(防除4)
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くだもの

0340

河内晩柑
1kg　648円

熊本[不]落果防止剤使用

ペルー[有][不]
エクアドル[有][不]
メキシコ[有][不]

ペルー[有][不]
エクアドル[有][不]
メキシコ[有][不]

バナナ
0310　
約600g  432円

0311　

約600g×2　842円

バナナ
0310　
約600g  432円

0311　

約600g×2　842円

柔らかく多汁な果肉で、
上品な甘み。果実酒
やコンポートにも

※価格は上限です。サイズによって値引きしてお届けします

※天候・生育状況によってお届けできない場合があります

※【パイナップル・小玉】は約800g中心の小玉サイズ

※価格は上限です。サイズによって値引きしてお届けします

※天候・生育状況によってお届けできない場合があります

※【パイナップル・小玉】は約800g中心の小玉サイズ

沖縄(防除1・化学合成肥料、除草剤、植物成長調整剤使用)

0313

パイナップル
1個　1,470円（上限価格）
0314

パイナップル小玉
1個　1,000円（上限価格）

沖縄(防除1・化学合成肥料、除草剤、植物成長調整剤使用)

0313

パイナップル
1個　1,470円（上限価格）
0314

パイナップル小玉
1個　1,000円（上限価格）

和歌山[不]和歌山[不]

0355　
250g×2　1,500円

0355　
びわ　250g　788円
0356　
250g×2　1,500円

苗の定植から収穫までに２
年弱を要します。定植時は
圃場内の裸地が広く、株が
圃場を覆うまでに半年～１
年かかるため、定植時の除
草剤１回使用を許容してい
ます。その後の２年間は手
取り除草です。カイガラム
シの虫害対策で殺虫剤を１
回使用します。収穫の前年
秋に花芽を確実に付けるた
めに植物成長調整剤を１回
使用しています
[参考]
沖縄県慣行栽培レベル　防除
15/化学合成肥料116kg/10a

0305

ブルーベリー
150g　560円

0305

ブルーベリー
150g　600円

山梨(防除7)

さくらんぼ
0352 100g　750円
0353 200g　1,400円

さくらんぼ
0352 100g　750円
0353 200g　1,400円

鹿児島[不]

ニュージーランド[有]ニュージーランド[有]

0308

キウイフルーツ
3個　540円

0357

ガラリ(奄美すもも）
500g　568円

山梨(防除12)

0358

すもも

700g　840円

栃木[有]

0306

特選
ブルーベリー(大粒)

150g　710円

0354

不揃いさくらんぼ

300g　1,080円

特選ブルーベリー

大粒は、浜田さん

が育てている有機

ブルーベリーの中

から、ハイブッシュ

系の品種：チャンドラー、スパルタン、ブルー

クロップなどの粒の大きなものをミックスし

ました。とても食べ応えがあり、ケーキのトッ

ピングなどにもおすすめです

初夏を彩るみ

ずみずしくて甘

酸っぱい果実。

不揃いさくらん

ぼは少しキズが

ついてしまった

ものや、色むら、

軸なしのものなどを集めました。生食のほ

か、ジャム作りなどにもどうぞ

大石早生、いくみ、ソルダ
ム、クインエース、菅野、レッ
ドエース、サマーエンジェ
ルなど次々と旬を迎えた
品種が登場します

大石早生、いくみ、ソルダ
ム、クインエース、菅野、レッ
ドエース、サマーエンジェ
ルなど次々と旬を迎えた
品種が登場します

ヨーグルトや
シリアルに
合わせても

ヨーグルトや
シリアルに
合わせても

ビタミンやカリ
ウム、食物繊維
がバランスよく
含まれています

ビタミンやカリ
ウム、食物繊維
がバランスよく
含まれています

果汁が多く酸味、苦味
は控えめ。そのまま食
べるのはもちろん、ゼ
リーやジュースにも

4944

鮮度保持容器
丸型4200ml
径188×高さ215mm 

3,190円

4944

鮮度保持容器
丸型4200ml
径188×高さ215mm 

3,190円
［原］しそ(国産)、再製塩、梅酢　［製］王隠堂農園(奈良)

0357

徳用　500g  725円
0360

徳用　500g  725円

0356

もみしそ　
300g 　475円

0359

もみしそ　
300g 　475円

★材料目安 梅干し：青梅2kg★材料目安 梅干し：青梅2kg

梅仕事最終！
青 梅 ………… 500g
洗糖……400～500g
水……………840ml

梅の甘露煮

梅干用青梅は、梅シロップ・梅酒作りにも使えます。にごり
は多少出ますが、コクのある味わいに仕上がります
梅干用青梅は、梅シロップ・梅酒作りにも使えます。にごり
は多少出ますが、コクのある味わいに仕上がります

0351

１kg×2　3,300円
奈良・三重[有]

0350

青梅(梅干用)

１kg　1,700円
0351

１kg×2　3,300円
奈良・三重[有]

0350

青梅(梅干用)

１kg　1,700円

品種は

南高梅
です

1）梅は洗って水気をふき、

ヘタをとる。針などでま

んべんなく穴をあける

2）鍋に梅と水を入れて、火にかける。水が

熱くなってきたらすてる。再び水を入れ

火にかける。これを2～3回繰り返す

3）鍋に水と洗糖、煮えた梅を入れ、ガーゼ

などで落し蓋をし、15～20分程煮る

４）そのまま冷まし、保存容器に梅を入れる。

シロップは少し煮詰めた後、容器に注ぐ。

２～３日後位から食べられます

茨城[有]

茨城[有]

［製］サラダコスモ(岐阜)

0162

生姜
100g　281円

0172　2パック 378円

ベビーリーフMIX
0171　1パック 194円

0170

ちこり
１パック　200円

サラダやスープ、オムレツ、
魚や肉の香草焼きなどに
サラダやスープ、オムレツ、
魚や肉の香草焼きなどに

茨城[有]茨城[有]

栄養価の高い野菜の新
芽を、彩りや食感がよく
なるようミックスしました

茨城[有]茨城[有]

0181　
ペパーミント
１パック　238円

0178

ローズマリー
１パック　238円

茨城[有]茨城[有]

0176

イタリアンパセリ
１パック　238円

茨城[有]

0167

生姜
100g　281円

高知[有]　熊本[有]

コクと旨みを出す香味野
菜。炒め物、中華などに

0174　2パック 378円

ベビーリーフMIX
0173　1パック 194円

黒にんにく
3906　30g　259円
9357　ケース

30g×20　5,180円→4,925円
［製］サラダコスモ(岐阜)

茨城[有]

0172

ちこり
１パック　216円

岐阜(水耕)岐阜(水耕)

0168

にんにく(無選別)
50g　259円

青森[有]　

1ヵ月以上かけて自身の酵
素で低温熟成させ、フルー
ティーな甘さともちもちの食
感を引き出しました。チャー
ハン、ラーメンのトッピングに

0175

パセリ
１束　205円

肉・魚料理、じゃが芋とも
相性抜群。パン作りにも
肉・魚料理、じゃが芋とも
相性抜群。パン作りにも

茨城[有]茨城[有]

0177　
フレッシュバジル
１パック　238円

すっきり爽やかな味わい。ハー
ブティー、モヒートなどにも
すっきり爽やかな味わい。ハー
ブティー、モヒートなどにも

葉を器にみたててオード
ブルなどに
葉を器にみたててオード
ブルなどに

ピザやカプレーゼ、ジェノベー
ゼソースにしてパスタ、炒め
物、ガパオなどエスニック料
理にも

爽やかな香りには、殺菌作
用や抗酸化作用のある成
分が含まれています。薬味
や佃煮、煮物のほか、すりお
ろして冷やし甘酒などに

さわやかな香りは口臭予防
や食欲増進にも。そのまま冷
凍し、使う時は揉んで細かく
すれば料理の彩りなどに手
軽に使えます

さわやかな香りは口臭予防
や食欲増進にも。そのまま冷
凍し、使う時は揉んで細かく
すれば料理の彩りなどに手
軽に使えます

塩漬けにして常備すると便利！塩漬けにして常備すると便利！

1)らっきょうの下ごしらえをする

2)ボウルでらっきょうと塩を混ぜ、全

体的によく馴染ませる

3)煮沸消毒した保存ビンに(2)を移し、

密封して冷暗所に置く。らっきょう

からガスが出るので、2・3日に一

度蓋を開けてガス抜きをする

4)１ヶ月後から食べ頃。塩抜きしてど

うぞ

■材料 らっきょう…1kg、塩…100g

らっきょうの塩漬け

塩漬けにすれば約１年保存でき、塩抜きし

て酢漬け、醤油漬けなどでも楽しめます

塩漬けにすれば約１年保存でき、塩抜きし

て酢漬け、醤油漬けなどでも楽しめます

らっきょうの下ごしらえ
1)洗って水気を切る
2)薄皮をむき、ひげ根をつけ
根ぎりぎりで切り落とす
3)のびた芽先を切る。深く切
りすぎると、芯まで漬かりすぎて、食感が柔らかくなるので注意

らっきょう

0169　1kg　780円
0170　1kg×2　1,500円
茨城[不]

らっきょう

0169　1kg　780円
0170　1kg×2　1,500円
茨城[不]

※雨天で堀上できない場合はお届
けできないことがあります
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平飼鶏卵

一般的な養鶏で多用される抗生物質・合
成抗菌剤は不使用。国産の穀物を主体と
した自家配合飼料で飼育した鶏の卵です

鶏卵はヒトにとって最もアミノ酸バランスのよい食材の一つ
です。ヒトが必要とするアミノ酸が、必要とするバランスで含
まれています。参考:『新版 動的平衡2』福岡伸一著/小学館新書

0901　
平飼鶏卵・10個
10個　594円
長野(藤田孝広）、山梨(鬼塚順）、茨城(ギルド)、群馬(北群ファーム）

平飼鶏卵・６個

0902　6個　389円
0903　6個×2　778円→756円

※紙パックは再使用しています。回収にご協力ください(専用車コースのみ)

黄身の色の濃淡は、飼料作物に含まれる色素によるもので、
栄養成分や食味には差異はありません
ポランの生産者は、卵黄の着色効果・色素強化のための添加
物を含む飼料を一切使用していません

米

合鴨農法で栽培されるお米は、甘みがあり、粒がしっ

かり、モチモチ。米食味分析鑑定コンクール国際大

会では常にトップクラスの評価です

しっかりとした食感で、おこわ

やお餅におすすめ

ふくよかな香りとつや、もちもちとした粘りがあります。

啄木米という名前は、岩手県盛岡市が石川啄木の故

郷であることから名づけられました

湖の干拓により湖底から誕生した新生の大地は、有

機質たっぷりの肥沃な土壌を持っています。太陽の光、

日本海から吹きぬける風が丈夫なお米を育てます

有機もち米・白米 1kg 972

0431 魚沼産・有機白米 2kg

0432     〃    ・有機玄米 2kg

2,592
2,376

0443

新潟・南魚沼市、魚沼市、十日町市／いなほ新潟 品種：コシヒカリ

新潟・岩船郡、見附市、上越市／いなほ新潟　
品種：コシヒカリ

さゆり米・白米

     〃     ・白米

     〃     ・胚芽米

     〃     ・胚芽米

     〃     ・五分搗米

     〃     ・五分搗米

     〃     ・玄米

     〃     ・玄米

2kg

5kg

2kg

5kg

2kg

5kg

2kg

5kg

5kg 3,456

0433 新潟産・有機白米 2kg

0435     〃    ・有機玄米 2kg

1,890
1,782

     〃     ・玄米(低温備蓄米)

0421

0422

0423

0424

0425

0426

0427

0428

0429

1,890
4,536
1,836
4,428
1,836
4,428
1,782
4,212

商品コード 商品名 規格 価格

岩手・盛岡市、八幡平市、軽米町／活農集団無天塾
品種：ヒメノモチ

福島・喜多方市／緑と太陽の会(農薬・化肥不使用)
品種：コシヒカリ

米どころ新潟のコシヒカリです。米作りに適した環境、

作り手の経験と技術が活きた有機米です。艶があり、

旨み・香り・粘りが強いのが特長

啄木米・有機白米 5kg

    〃    ・有機胚芽米 5kg

    〃    ・有機玄米 5kg

4,320
4,212
3,996

    〃    ・有機玄米(低温備蓄米) 5kg 3,240

岩手・盛岡市、八幡平市、軽米町／活農集団無天塾 
品種：あきたこまち

0415

0416

0417

0418

0419

商品コード 商品名 規格 価格

大潟村・有機白米 5kg 4,104
   〃  ・有機五分搗米 5kg 3,996
   〃  ・有機玄米 5kg 3,780
   〃  ・やわらか有機玄米 1kg 972

秋田・南秋田郡／大潟村自然農法研究会　品種：あきたこまち秋田・南秋田郡／大潟村自然農法研究会　品種：あきたこまち

0401 自然純米・有機白米 2kg 1,728
0402 　　　 〃　  　・有機白米 5kg 4,104
0403 　　　 〃　  　・有機七分搗米 2kg 1,674
0404 　　　 〃　  　・有機七分搗米 5kg 3,996
0405 　　　 〃　  　・有機玄米 2kg 1,566
0406 　　　 〃　  　・有機玄米 5kg 3,780

0411

0412

0413

0414

青森・北津軽郡中泊町／三上新一　品種：つがるロマン

0407 有機うるち・白米

0408 　　　　〃　  　　・玄米

青森・北津軽郡中泊町／三上新一　品種：まっしぐら

2kg 1,728
2kg 1,566

有機籾発芽玄米 1kg 1,490

0209

ブラウン
マッシュルーム

60g　227円
静岡(菌床)

0240

赤ラディッシュの新芽
1パック　130円
岐阜[不]

0237

かいわれ大根
1パック　119円
岐阜[有]

0232

緑豆もやし
200g　81円

長野[有]

0238

ブロッコリーの新芽
1パック　146円
岐阜[有]

0242

豆苗（トウミョウ）
1パック　173円
岐阜[有]

0218

不揃いエリンギ
150g　259円

鳥取(菌床)

0240

赤ラディッシュの新芽
1パック　130円
岐阜[不]

0237

かいわれ大根
1パック　119円
岐阜[有]

0208

ホワイト
マッシュルーム

60g　227円
静岡(菌床)

0211　
100g×2　356円
岐阜（菌床）

0209

ブラウン
マッシュルーム

60g　227円
静岡(菌床)

0201

原木生椎茸
100g　308円

北海道(原木)　岐阜(原木)

0206

ほぐしぶなしめじ
250g　378円

茨城(菌床)0203　
100g×2　292円
長野(菌床)

0205　
100g×2　335円
茨城(菌床)

0201

原木生椎茸
100g　308円

北海道(原木)　岐阜(原木)

0206

ほぐしぶなしめじ
250g　378円

茨城(菌床)

0208

ホワイト
マッシュルーム

60g　227円
静岡(菌床)

0232

緑豆もやし
200g　81円

長野[有]

0231

100%有機野菜
ミックス

160g　162円
長野[有]

0231

100%有機野菜
ミックス

160g　162円
長野[有]

0238

ブロッコリーの新芽
1パック　146円
岐阜[有]

化学合成物質・

増収促進剤不使用

きのこ
スプラウト

えのき茸
0202

100g　151円

えのき茸
0202

100g　151円
0203　
100g×2　292円
長野(菌床)

ぶなしめじ
0204

100g　173円
0205　
100g×2　335円
茨城(菌床)

0242

豆苗（トウミョウ）
1パック　173円
岐阜[有]

0218

不揃いエリンギ
150g　259円

鳥取(菌床)

0215

舞茸
100g　280円

北海道（菌床）　新潟（菌床）

0217

エリンギ
100g　230円

鳥取(菌床)

0215

舞茸
100g　280円

北海道（菌床）　新潟（菌床）

なめこ　
0210

100g　184円
0211　
100g×2　356円
岐阜（菌床）

0217

エリンギ
100g　230円

鳥取(菌床)

緑豆もやし約110g、玉
ねぎ約30g、小松菜約10g、
人参約10gのカット野菜

緑豆もやし約110g、玉
ねぎ約30g、小松菜約10g、
人参約10gのカット野菜

原木栽培ならではの豊
かな香り、肉厚でプリプリ
の食感。焼いて醤油をた
らして、フライなどにも

独特の歯触りとほのかな
香り。ソテーやフライ、良
い出汁も出るのでスープ
にもおすすめ

風味・食感がよく、汁物や
煮物、炒め物、天ぷらなど
様々な料理に使えます

ピリッとした辛味が特長。
サラダや生春巻き、かつお
のたたきのトッピングにも

味噌汁やさっと茹でて和
え物やうどん、そばなど
麺類のトッピングに

食感や彩りを活かしてサラ
ダにしたり、冷奴のトッピング、
焼肉などを巻いても

0234

大豆もやし
200g　108円

長野[有]

0234

大豆もやし
200g　108円

長野[有]

自然純米

0402　有機白米　
5kg　3,800円
0404　有機七分搗米　
5kg　3,700円
0406　有機玄米　
5kg　3,500円

自然純米

0402　有機白米　
5kg　4,104円
0404　有機七分搗米　
5kg　3,996円
0406　有機玄米　
5kg　3,780円
つがるロマンは、コシヒカリの孫で、あきたこまちの子供に
あたります。あきたこまちの特性が強く、味・粘り・香り・柔
らかさといった全体のバランスの良さを引き継ぎつつも、
あきたこまちよりあっさりとした味わいです。魚料理、煮物、
炊き込みご飯やお寿司などの和食によく合います

つがるロマン

冷めても美味しく
海鮮丼にもおすすめです
冷めても美味しく
海鮮丼にもおすすめです

自然農法
田んぼに稲ワラとモミ殻を還しただけの、

化学肥料と農薬を全く使用しない「土の力」

を発揮させる自然農法で育ちました

低投与型有機農業の

三上新一さん

三上新一さん三上新一さん

旨み・甘みがしっかり
食べ心地ふっくら「つがるロマン」
旨み・甘みがしっかり
食べ心地ふっくら「つがるロマン」

0407　有機うるち・白米　
2kg　1,728円
0408　有機うるち・玄米　
2kg　1,566円

品質追求に「まっしぐら」に
取り組んだ青森のブランド米
品質追求に「まっしぐら」に
取り組んだ青森のブランド米

まっしぐら

まっしぐらは、粘りが少なく程よい硬さで、昔ながらのお米
の風味です。おかずの味を崩さないサッパリとした甘さを
持ち、粒がしっかりしていて形が崩れにくいため、汁物と
の組み合わせや、炒飯、酢飯などに良く合います。蒸暑い
日は酢飯で、簡単巻き寿司もおすすめです

0407　有機うるち・白米　
2kg　1,728円
0408　有機うるち・玄米　
2kg　1,566円

身体がシャキ！

酢飯に
おすすめ



８

米
・
五
穀

納
豆
・
豆
腐

人気商品

人気商品

0601

国産有機大粒納豆
賜(たまもの) ■冷

80g　302円
9767

80g×2　604円→583円

［原］大豆(北海道)/黒大豆(北海道)、

純米酢、米粉、テンペ菌　［賞］冷

蔵30日　［製］登喜和食品(東京)

じっくりと蒸しあげ、
柔らかな食感に
仕上げました

［原］有機大豆(青森)、納豆菌/タレ：醤油、

砂糖、塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵

母エキス/辛子：マスタード、塩、酢、砂

糖、りんご果

汁、酵母エキ

ス　［賞］冷蔵

9日　［製］登

喜和食品(東京)

［原］有機大豆(青森)、納豆菌/タレ：醤油、

砂糖、塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵

母エキス/辛子：マスタード、塩、酢、砂

糖、りんご果

汁、酵母エキ

ス　［賞］冷蔵

9日　［製］登

喜和食品(東京)

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田)、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品(埼玉)

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田)、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品(埼玉)

0629

有機固め木綿豆腐 ■冷
330g　286円

木綿豆腐の味はそのまま
に、固めに仕上げました
木綿豆腐の味はそのまま
に、固めに仕上げました

北海道産
いわい黒
大豆を天
然松経木
で包み仕
上げました

納豆
・
豆腐

国産大豆100％

0602

有機納豆
日本の農(みのり) ■冷
(カップ) (タレ・辛子付)

30g×2　216円

0601

国産有機大粒納豆
賜(たまもの) ■冷

80g　302円

［原］有機大豆(青森)、納豆菌

［賞］冷蔵9日　［製］登喜和食品(東京)

9767

80g×2　604円→583円

青森・三上さんの自然
農法有機大豆使用

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

五穀

北海道産
いわい黒
大豆を天
然松経木
で包み仕
上げました

［原］大豆(北海道)、納豆菌　［賞］

冷蔵9日　［製］登喜和食品(東京)

0609

登喜和黒豆納豆 ■冷
80g　324円

0616　丸大豆テンペ ■冷 
100g　324円

0616　丸大豆テンペ ■冷 
100g　324円

インドネシアの伝統的大豆醗酵食品で、
納豆のような粘りやにおいがありません。
そのままはもちろん、ソテーやサラダ、お
やき、揚げ物など、いろいろな料理に

インドネシアの伝統的大豆醗酵食品で、
納豆のような粘りやにおいがありません。
そのままはもちろん、ソテーやサラダ、お
やき、揚げ物など、いろいろな料理に

黒豆の自然な甘さ、風味
が楽しめます

［原］黒大豆(北海道)　［製］登喜和

食品(東京)

黒豆の自然な甘さ、風味
が楽しめます

0614

有機蒸大豆ひきわり ■冷
120g　302円

0614

有機蒸大豆ひきわり ■冷
120g　302円

9458

120g×2　604円→583円
9458

120g×2　604円→583円

0615

蒸し大豆黒豆 ■冷
120g　324円

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田)、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品(埼玉)

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田)、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品(埼玉)

0621　ミニ　■冷
150g　194円

有機絹豆腐■冷
0620

330g　265円

人気商品

［原］黒大豆(北海道)　［製］登喜和

食品(東京)

群馬・藤岡市／浦部農園（自社農園

産有機農産物＋岩手産雑穀）

彩穀
0451

80g　432円
0452

500g　2,268円

古代赤米・黒米、アワ、キビ、
押し麦などの穀物をブレンド。
お米に一割程度混ぜて炊くと、
ほんのり桜色のご飯に

0617　黒大豆テンペ ■冷 
100g　432円

0617　黒大豆テンペ ■冷 
100g　432円

9771　

30g×2×2　388円→378円

0603

国産有機納豆みのり■冷
(ひきわり) (カップ)

30g×2　194円

0603

国産有機納豆みのり■冷
(ひきわり) (カップ)

30g×2　194円

［原］有機大豆(青森)、納豆菌

［賞］冷蔵9日　

［製］登喜和食品(東京)

仕込み前日に大豆を挽き割ることで
極力酸化を防いでいます
仕込み前日に大豆を挽き割ることで
極力酸化を防いでいます

9771　

30g×2×2　388円→378円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

9772　
120g×2　496円→481円
9772　
120g×2　496円→481円

0612

三上さんのやわらか
有機蒸大豆 ■冷

120g　248円

0612

三上さんのやわらか
有機蒸大豆 ■冷

120g　248円

甘みがあ
り独特の
もっちりと
した食感

0472

もちあわ
150g　659円

岩手・九戸郡／尾田川農園(農薬

不使用)

大豆を細かく割ってからじっ
くりと蒸しあげ、柔らかな食感
に仕上げました。パスタやスー
プ、オイル蒸し、サラダなどに

大豆を細かく割ってからじっ
くりと蒸しあげ、柔らかな食感
に仕上げました。パスタやスー
プ、オイル蒸し、サラダなどに

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

［原］有機大豆(青森)　［製］登喜和食品(東京)［原］有機大豆(青森)　［製］登喜和食品(東京)

［原］有機大豆(青森)　［製］登喜和食品(東京)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

蒸すことで旨みが凝縮。スー
プや炒め物、カレー、サラダ
などに

蒸すことで旨みが凝縮。スー
プや炒め物、カレー、サラダ
などに

0473

もちきび
150g　659円

岩手・九戸郡／尾田川農園(農薬不

使用)

粘りがあり、ご飯が美味しくなります。
たんぱく質をはじめ、ビタミンB1、B2、
カルシウム、鉄分などが多く含まれ
ています。米3合に大さじ2～3杯を
入れ、混ぜ合わせて炊いてください

0509

やさかの
有機乾燥米こうじ

500g　1,264円
［原］有機米(島根、北海道、秋田、岩手、

山形、千葉、滋賀)、種こうじ(京都)　

［製］やさか共同農場(島根)

［原］有機米(島根、北海道、秋田、岩手、

山形、千葉、滋賀)、種こうじ(京都)　

［製］やさか共同農場(島根)

国産有機米とこうじ菌を原料につくり
ました。常温で保存でき、塩こうじや
甘酒づくりなどに手軽に使えます

0604

遊作納豆(小粒) ■冷
(タレ・辛子付)

80g　259円
［原］大豆(茨城)、納豆菌/タレ：醤油、砂糖、

塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵母エキ

ス/辛子：マスタード、塩、酢、砂糖、りん

ご果汁、酵母エキス　［賞］冷蔵9日　［製］

登喜和食品(東京)

［原］大豆(茨城)、納豆菌/タレ：醤油、砂糖、

塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵母エキ

ス/辛子：マスタード、塩、酢、砂糖、りん

ご果汁、酵母エキス　［賞］冷蔵9日　［製］

登喜和食品(東京)

地塚大豆を
天然松経木
で包みました

地塚大豆を
天然松経木
で包みました

［原］米(島根)、米こうじ(島根)　［製］

青砥酒造(島根)

0522

木槽搾り純米酒かす ■冷
500g　670円

0522

木槽搾り純米酒かす ■冷
500g　670円

農薬・化肥不使用の国産米を、中国
山地の伏流水で醸造し、伝統的な「木
槽搾り」で搾った酒かす。機械搾りのよ
うに固く搾りきらないため、柔らかく滑ら
かで優しい口当たり。溶けやすいので、
汁物や甘酒、粕漬けにも便利です

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、にが

り　［賞］冷蔵５日　［製］大豆工

房みや(埼玉)

0622

絹豆腐 ■冷
300g　227円

大豆本来の甘さと旨みが
感じられ、しっかりした食感
大豆本来の甘さと旨みが
感じられ、しっかりした食感

人気商品

有機米と有機大麦を使用
し、9種類の穀物をブレンド。
【彩穀】に比べ、ご飯に色
が着かずに炊き上がります

群馬・藤岡市／浦部農園（自社農園

産有機農産物＋岩手産雑穀）

雑穀ブレンド
0453　

80g　432円
0454　

500g　2,268円
国産もち麦
0463

200g　270円
0464　　

1kg　1,058円

もち麦は大麦の一種で、食物繊維が豊富です。
なかでも「β-グルカン」という水溶性食物繊維は、
動脈硬化・高血圧・糖尿病予防、ダイエット効果、
腸内環境改善、大腸がん予防、免疫力の向上
など、様々な健康効果が期待されています

ご飯と一緒に混ぜて炊くともちもちの食感に。
味にクセがないので、茹でてスープやリゾット、
サラダに混ぜたり、納豆と合わせるなど、アレ
ンジも楽しめます

茨城／東日本産業(岩手)

水溶性食物繊維が豊富！水溶性食物繊維が豊富！

国産もち麦
0463

200g　270円
0464　　

1kg　1,058円

群馬・浦部農園の有機大麦を、一
粒一粒胚芽を残して精白・あっぺん
しました。お米に1～3割程度混ぜて
炊飯し、やや長めに蒸らしてください

0462

有機胚芽押麦
500g　616円

群馬／永倉精麦(静岡)

ブリの塩焼き酒粕ソースブリの塩焼き酒粕ソース

0474

たかきび
150g　659円

岩手・九戸郡／尾田川農園(農薬不

使用)

白米に混ぜて炊くと、淡いピンク色に炊
き上がります。ひき肉のような弾力とコ
クがあるので、ひき肉の代用にも最適
でハンバーグやぎょうざの具材としてご
利用いただけます

0475

アマランサス
150g　864円

岩手・九戸郡／尾田川農園(農薬不

使用)

食物繊維
やカルシウ
ム、マグネ
シウム、鉄
分等のミネ
ラルが豊富

食物繊維
やカルシウ
ム、マグネ
シウム、鉄
分等のミネ
ラルが豊富

［原］大豆（北海道）、納豆菌/タ

レ：醤油、砂糖、食塩、魚醤、か

つおエキス、清酒、米酢、酵母

エキス/辛子：マスタード、塩、

醸造酢、砂糖、リンゴ果汁、酵

母エキス　［賞］冷蔵9日　［製］

登喜和食品(東京)

0606

十勝の息吹小粒納豆 ■冷
(カップ)　(タレ・辛子付)

30g×3　227円

0606

十勝の息吹小粒納豆 ■冷
(カップ)　(タレ・辛子付)

30g×3　227円

北海道産ユキシズカ大豆を使用。ふっくらした食感
で風味よく、旨みのある納豆です
北海道産ユキシズカ大豆を使用。ふっくらした食感
で風味よく、旨みのある納豆です

［原］大豆(北海道)、納豆菌/タレ：醤油、

砂糖、塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵

母エキス/辛子：マスタード、塩、酢、

砂糖、りんご果汁、酵母エキス　［賞］

冷蔵9日　［製］登喜和食品(東京)

［原］大豆(北海道)、納豆菌/タレ：醤油、

砂糖、塩、魚醤、鰹エキス、酒、米酢、酵

母エキス/辛子：マスタード、塩、酢、

砂糖、りんご果汁、酵母エキス　［賞］

冷蔵9日　［製］登喜和食品(東京)

0607

登喜和小粒納豆 ■冷
(カップ) (タレ・辛子付)

30g×3　248円

0607

登喜和小粒納豆 ■冷
(カップ) (タレ・辛子付)

30g×3　248円

まったりとした食感の豆腐

［原］大豆(北海道、青森)、にがり

［賞］冷蔵５日　［製］島田食品（埼玉）

まったりとした食感の豆腐

0635

国産ざる豆腐　■冷
(竹ざる)

450g　491円
［原］大豆(北海道、青森)、にがり

［賞］冷蔵５日　［製］島田食品（埼玉）

0632

越生美人(醤油・塩付き) ■冷 
220g　335円

［原］大豆(埼玉、栃木、佐賀)、にが

り/醤油、海の精　［賞］冷蔵５日

［製］大豆工房みや(埼玉)

［原］大豆(埼玉、栃木、佐賀)、にが

り/醤油、海の精　［賞］冷蔵５日

［製］大豆工房みや(埼玉)

CD

埼玉・越生(おごせ)町に
伝わる在来種大豆を使用
埼玉・越生(おごせ)町に
伝わる在来種大豆を使用

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、

佐賀、福岡)、にがり　［賞］冷蔵21

日　［製］丸和食品(東京)

0639

押し豆腐 ■冷
220g　292円

国産丸大豆100％、海水にがり使用。
消泡剤は不使用です。ボイル殺菌
しているので、未開封で21日間日
持ちします。水切り済みで調理に便
利。白和え、豆腐ハンバーグなどに

0626　ミニ　■冷
150g　194円

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田）、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品（埼玉）

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田）、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品（埼玉）

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田）、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品（埼玉）

［原］有機大豆(北海道、青森、秋田）、

にがり　［賞］冷蔵５日　［製］島

田食品（埼玉）

有機木綿豆腐■冷
0625

330g　265円

人気商品

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、にが

り　［賞］冷蔵５日　［製］大豆工

房みや（埼玉）

0628

木綿豆腐 ■冷
320g　259円

大豆の風味を存分に引
き出した味と食感
大豆の風味を存分に引
き出した味と食感

人気商品

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、にがり、

胡麻ペースト　［賞］冷蔵５日　［製］

大豆工房みや（埼玉）

0623

白ごま絹豆腐 ■冷
300g　238円

人気商品

国産大豆使用の豆腐に練りご
まを加えました。滑らかな舌触
りで、大豆とごまのコクと甘みが
楽しめます。白和えに使うと調
理の時間が短縮されて便利

国産大豆使用の豆腐に練りご
まを加えました。滑らかな舌触
りで、大豆とごまのコクと甘みが
楽しめます。白和えに使うと調
理の時間が短縮されて便利
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9253

220g×2　476円→454円

0744

白菜漬 ■冷
250g　313円

[原]大根(静岡)、再製塩、糠(国産)　

[製]東明(静岡)

[原]大根(埼玉)、醗酵調味料、醤油、

洗糖、味噌、有機甘酒、米酢、再製

塩　[製]ヤマキ(埼玉)

[原]大根(埼玉)、醗酵調味料、醤油、

洗糖、味噌、有機甘酒、米酢、再製

塩　[製]ヤマキ(埼玉)

[原]大根(静岡)、再製塩、糠(国産)　

[製]東明(静岡)

0761

もろみ香味べったら漬 

１個　540円

0755

七尾たくあん
２本　648円

天日干しした大根を3年
間漬け込みました
天日干しした大根を3年
間漬け込みました

そうざい

国産原料使用

［原］白菜(長崎、滋賀、茨城、北海道、

石川)、塩、みりん　［賞］冷蔵11日

［製］東明(静岡)

0744

白菜漬 ■冷
250g　313円

[原]きゅうり(宮崎)、甜菜グラニュー

糖、みりん、醸造酢、塩、醤油　[賞］

冷蔵11日　［製］東明(静岡)

[原]きゅうり(宮崎)、甜菜グラニュー

糖、みりん、純米酢、塩、醤油　[賞］

冷蔵11日　［製］東明(静岡)

0747

きゅうり漬 ■冷 
180g　324円

0747

きゅうり漬 ■冷 
180g　324円

[原]キャベツ(滋賀)、甜菜グラニュー

糖、みりん、純米酢、塩、醤油、昆

布(国産)、一味唐辛子(国産)　[賞］

冷蔵11日　［製］東明(静岡)

0748

キャベツ漬 ■冷 
200g　335円

0748

キャベツ漬 ■冷 
200g　335円

0641

油揚げ ■冷
２枚　248円

9770

2枚×2　496円→486円

一番搾り菜種油で揚げました
油抜き不要。ふっくら肉厚です
一番搾り菜種油で揚げました
油抜き不要。ふっくら肉厚です

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、に

がり、菜種油　［賞］冷蔵５日　

［製］大豆工房みや（埼玉）

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

人気商品

国産こんにゃく生芋をす
りおろし、伝統的なバタ
練り製法で作りました

国産こんにゃく生芋をす
りおろし、伝統的なバタ
練り製法で作りました

0703

生芋(100%)こんにゃく
220g　259円

［原］こんにゃく芋(東京、群馬、山梨)、

水酸化カルシウム　［製］池谷(東京)

［原］こんにゃく芋(東京、群馬、山梨)、

水酸化カルシウム　［製］池谷(東京)

油抜き不要。中が開いて
いるので、いなり寿司など
で手間なく使えます

油抜き不要。中が開いて
いるので、いなり寿司など
で手間なく使えます

0642

すし揚げ ■冷
２枚　259円

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、にがり、

菜種油　［賞］冷蔵５日　［製］大

豆工房みや(埼玉)

［原］大豆(栃木、佐賀、埼玉)、にがり、

菜種油　［賞］冷蔵５日　［製］大

豆工房みや(埼玉)

天日干しし
た本格たく
あんです

0731

天日干したくあん ■冷
１個　470円

［原］大根(宮崎)、

米ぬか、海の精、

唐辛子(埼玉、群

馬)　［製］海の

精(東京)

［原］らっきょう（千葉）、三温糖、

食酢、自然塩　［製］三里塚物産(千

葉)

0774

らっきょう田舎漬　■冷
100g　594円

塩分控え
めに下漬
けし、乳酸
醗酵させ
ました

［原］ごぼう(国産)、人参(国産)、醤油、

洗糖、麦芽水飴、醗酵調味料、菜種油、

白ごま(九州、山陰)、鰹だし、唐辛子

(島根)　［製］遠忠食品(東京)

0832

きんぴらごぼう(袋) ■冷
80g　335円

［原］ごぼう(国産)、人参(国産)、醤油、

洗糖、麦芽水飴、醗酵調味料、菜種油、

白ごま(九州、山陰)、鰹だし、唐辛子

(島根)　［製］遠忠食品(東京)

0652

京がんも ■冷
７個　335円

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、佐

賀、福岡)、にがり、人参、ごぼう、玉ねぎ、

生姜、山芋粉、切昆布、再製塩、黒ごま、

菜種油　［賞］冷蔵7日　［製］丸和食品

(東京)

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、佐

賀、福岡)、にがり、人参、ごぼう、玉ねぎ、

生姜、山芋粉、切昆布、再製塩、黒ごま、

菜種油　［賞］冷蔵7日　［製］丸和食品

(東京)

0664

黒豆豆乳 ■冷 
200g　259円

［原］黒大豆(北

海道) 

［賞］冷蔵30日

［製］丸和食品

(東京)

国産黒大
豆100％。
消泡剤不
使用

国産原料使用

こんにゃく
・
梅干
・
漬物
・
水煮

0710

しらたき
230g　238円

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

水酸化カルシウム　［製］池谷(東京)

赤しそと
一緒に良
い塩梅に
漬け込み
ました

赤しそと
一緒に良
い塩梅に
漬け込み
ました

［原］梅(奈良、和歌山、三重)、紫蘇(国

産)、再製塩　［製］王隠堂農園(奈良)

0721

しそ漬梅干
200g　702円

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

海藻粉末(韓国)、胡麻(中南米、アフ

リカ)、あおさのり(国産)、パプリカ

(スペイン)、唐辛子(スペイン)、水

酸化カルシウム　［製］池谷(東京)

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

海藻粉末(韓国)、胡麻(中南米、アフ

リカ)、あおさのり(国産)、パプリカ

(スペイン)、唐辛子(スペイン)、水

酸化カルシウム　［製］池谷(東京)

0709

五色玉こんにゃく
330g　270円

黒こん・白こん・青さのり・
パプリカ・黒胡麻
黒こん・白こん・青さのり・
パプリカ・黒胡麻

0751

刻みすぐき ■冷

120g　319円
［原]すぐき蕪(滋賀)、純米酢、醤油、

みりん、塩　［製］東明(静岡)

代表的な京漬物の一品代表的な京漬物の一品

［原］生のり(千葉)、醤油、麦芽水飴、

みりん　［製］遠忠食品(東京)

［原］生のり(千葉)、醤油、麦芽水飴、

みりん　［製］遠忠食品(東京)

0829

江戸前生のり
(砂糖不使用)

60g　367円

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

あおさのり(伊勢湾、三河湾)水酸

化カルシウム　［製］池谷(東京)

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

あおさのり(伊勢湾、三河湾)水酸

化カルシウム　［製］池谷(東京)

適度な歯ごたえで磯の香
りが爽やかなあおさのり入り

0711

こんにゃく細めん
200g　240円

0711

こんにゃく細めん
200g　240円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

0712

こんにゃくめん
200g　238円

適度な歯ごたえで磯の香
りが爽やかなあおさのり入り

0833

ごぼう甘辛揚げ(袋) ■冷
80g　389円

［原］ごぼう(茨城、群馬、山梨、鹿児

島)、菜種油、洗糖、片栗粉、醤油、麦

芽水飴、りんご酢、再製塩、寒天(長

野)、鰹だし、一味唐辛子　［製］遠

忠食品(東京)

［原］ごぼう(茨城、群馬、山梨、鹿児

島)、菜種油、洗糖、片栗粉、醤油、麦

芽水飴、りんご酢、再製塩、寒天(長

野)、鰹だし、一味唐辛子　［製］遠

忠食品(東京)

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、

佐賀、福岡)、洗糖、出汁(鰹節、さば節、

昆布)、醤油、醗酵調味料、再製塩、

菜種油、にがり　［製］丸和食品(東京)

0644

味付いなり揚げ ■冷
６枚×2　626円

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、

佐賀、福岡)、洗糖、出汁(鰹節、さば節、

昆布)、醤油、醗酵調味料、再製塩、

菜種油、にがり　［製］丸和食品(東京)

甘辛く煮つけた油揚げを
半分に切って開きました
甘辛く煮つけた油揚げを
半分に切って開きました

鶏唐揚げ風に味付けし、
片栗粉をまぶして揚げました
鶏唐揚げ風に味付けし、
片栗粉をまぶして揚げました

CD0656

豆腐唐揚げ ■冷 
10個　227円

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、

佐賀、福岡)、醤油、醗酵調味料、菜

種油、片栗粉、にんにく、生姜、鰹節、

にがり　［賞］冷蔵6日　［製］丸和

食品(東京)

0663

丸和の豆乳 ■冷

300g　259円
［原］大豆(山形、秋

田、新潟、北海道、

佐賀、福岡) ［賞］

冷蔵30日 ［製］丸

和食品(東京)

国産丸大豆
100%。豆腐に
なる直前の豆
乳です

0646

厚揚げ ■冷
２枚　340円

［原］木綿豆腐(栃木、佐賀、埼玉)、

にがり、菜種油　［賞］冷蔵5日　

［製］大豆工房みや(埼玉)

［原］木綿豆腐(栃木、佐賀、埼玉)、

にがり、菜種油　［賞］冷蔵5日　

［製］大豆工房みや(埼玉)

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、佐賀、

福岡)、人参(鹿児島、愛知、茨城、北海道)、

ごぼう(鹿児島、茨城)、玉ねぎ(鹿児島、

茨城、北海道)、にがり、昆布(北海道)、黒

ごま(中国)、菜種油　［製］丸和食品(東京)

［原］大豆(山形、秋田、新潟、北海道、佐賀、

福岡)、人参(鹿児島、愛知、茨城、北海道)、

ごぼう(鹿児島、茨城)、玉ねぎ(鹿児島、

茨城、北海道)、にがり、昆布(北海道)、黒

ごま(中国)、菜種油　［製］丸和食品(東京)

0647

五目厚揚げ ■冷
90g×2　297円

CD CD0649

がんもどき ■冷 
80g×2　356円

［原］豆腐、ごぼう(国産)、人参(国産)、

山芋(国産)、ひじき(国産)、椎茸(国産)、

昆布(国産)、胡麻(国産)、自然塩、菜

種油　［賞］冷蔵５日［製］大豆工

房みや（埼玉）

トロリとした柔
らかい食感

［原］こんにゃく

芋粉(群馬、山梨)、

あおさのり(伊勢

湾、三河湾)、炭酸

ナトリウム　［製］

池谷(東京)

0708

大とろさしみ
こんにゃく青のり

250g　302円

CD0705

一穂のこんにゃく
300g　238円

［原］こんにゃく

芋粉(群馬、山梨)、

海藻粉末(韓国、

伊勢志摩、淡路島、

三河湾)、水酸化

カルシウム

［製］池谷(東京)

［原］こんにゃく

芋粉(群馬、山梨)、

海藻粉末(韓国、

伊勢志摩、淡路島、

三河湾)、水酸化

カルシウム

［製］池谷(東京)

弾力、風味、味しみ抜群弾力、風味、味しみ抜群

神奈川・小田原生まれの品種“十
郎”を使用。果肉が大きく肉厚で、
皮は薄く柔らかく、梅干にとても
適しています。1年以上熟成させ
て美味しさを引き出しました

［原］梅(神奈川)、再製塩

［製］ジョイファーム小田原(神奈川)

0724

曽我の梅干(十郎梅) 

250g　1,069円→1,030円

国産こんにゃく芋粉に大豆粉
を合わせ、低カロリーな麺に
仕上げました

［原］こんにゃく芋粉(群馬、山梨)、

大豆微粉末(国産)、水酸化カルシ

ウム　［製］池谷(東京)

9253

200g×2　476円→454円

［原］梅(奈良、和歌山、

三重)、赤じそ(国産)、

再製塩　［製］王隠堂

0725

梅びしお
100g　432円

［原］梅(奈良、和歌山、

三重)、赤じそ(国産)、再

製塩　［製］王隠堂農園

(奈良)

梅干を作る際に
つぶれた梅を集
め、紫蘇を加え
てペースト状に
加工しました

［原］大根（滋賀）、甜菜グラニュー糖、

純米酢、みりん、塩、昆布、昆布エ

キス、醤油　［賞］冷蔵15日　［製］

東明（静岡）

0741

こぶ仕込み大根 ■冷

半割　508円
［原］大根（滋賀）、甜菜グラニュー糖、

純米酢、みりん、塩、昆布、昆布エ

キス、醤油　［賞］冷蔵15日　［製］

東明（静岡）

CD CD0746

マイルドしば漬け ■冷 
90g　351円

［原］きゅうり(滋賀)、生姜(国産)、

しそ(国産)、純米酢、薄口醤油、甜

菜グラニュー糖　［製］東明(静岡)

季節に合わせたキャベツを
使用しています。サラダ感
覚で食べられるお漬物です

季節に合わせたキャベツを
使用しています。サラダ感
覚で食べられるお漬物です

きゅうりの品種は、漬物や生
食に向いて歯切れが良く
色の綺麗なシャープワンを
使用しています

きゅうりの品種は、漬物や生
食に向いて歯切れが良く
色の綺麗なシャープワンを
使用しています

0773

キムチ漬 ■冷

200g　319円
[原]白菜(長崎、滋賀、茨城、北海道、

石川)、雑節エキス、昆布エキス、醤油、

再製塩、みりん、

ぶどう糖果糖

液糖、一味唐

辛子、にんにく、

パプリカ色素

［賞］冷蔵11日

［製］東明(静岡)

［原］ちりめん

こうなご(北海

道)、醤油、真昆

布(北海道)、甜

菜糖、本みり

ん、清酒、米酢、

実山椒(国産)

［製］道南伝統

食品協同組合

(北海道)

0803

ちりめん山椒×
昆布ふりかけ 

35g　475円［原］鰹削り節、醤油、麦芽水飴、粗糖、

醗酵調味料、再製塩　［製］新丸正(静

岡)

［原］鰹削り節、醤油、麦芽水飴、粗糖、

醗酵調味料、再製塩　［製］新丸正(静

岡)

0802

かつおソフトふりかけ 
40g　292円

厳選した鰹
節、調味料
を使ったしっ
とりタイプ
のふりかけ

香り高く雑味の少ない鰹節を選りすぐり、
丁寧に旨みを引き出しました。有機米と
有機キヌアはパフ加工し、食べやすくサク
サクに。熱々のご飯にふりかけてどうぞ

［原］かつお削り節(国産)、有機米（国

産）、甜菜糖（北海道）、再製塩、有

機クリスピーキヌア（アメリカ）

［製］げんきタウン(大阪)

0806

まんまぱっぱ
とってもかつお

30g　389円

0812

国産ちらし寿司
の素(袋) ■冷
200g(2合用)　675円

［原］たけのこ(和歌山)、蓮根(国産)、

人参(千葉)、椎茸(静岡、長野)、昆布

(北海道)、りんご酢、洗糖、醗酵調

味料、鰹だし、再製塩、醤油［製］遠

忠食品(東京)

炊いたご飯に混ぜるだけの、簡単ちらし
寿司の素。国産りんご果汁を使ったりん
ご酢で、まろやかな酸味に仕上げました

0831

国産ザーサイ(袋) ■冷

100g　443円
［原］ザーサイ(国産)、鰹エキス、魚醤、

洗糖、醗酵調味料、醸造純米酢、ご

ま油、再製塩、胡椒、唐辛子(国産)

［製］遠忠食品(東京)

［原］ザーサイ(国産)、鰹エキス、魚醤、

洗糖、醗酵調味料、醸造純米酢、ご

ま油、再製塩、胡椒、唐辛子(国産)

［製］遠忠食品(東京)

0836

黄金でんぶ(袋)  ■冷
60g　459円

［原］すけそう鱈(北海道)、洗糖、醤油、

麦芽水飴、再製塩　［製］遠忠食品(東

京)

愛媛産たけのこを使い、
メンマ風に仕上げました
愛媛産たけのこを使い、
メンマ風に仕上げました

［原］メンマ(たけのこ)(愛媛)、醤油、

洗糖、魚介エキス、ごま油、再製塩、

胡椒、唐辛子(国産)　［製］遠忠食品

(東京)

［原］メンマ(たけのこ)(愛媛)、醤油、

洗糖、魚介エキス、ごま油、再製塩、

胡椒、唐辛子(国産)　［製］遠忠食品

(東京)

0837

国産味付メンマ(袋) ■冷

90g　518円
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0923
飛騨

プレーンヨーグルト ■冷
400g　335円

9480

90g×3×2 734円→691円

［原］脱脂乳(静岡)、牛乳(静

岡)、全粉乳(静岡)、甜菜グ

ラニュー糖、乳酸菌　［賞］

冷蔵16日　［製］丹那牛乳

［原］べに花油(アメリカ)、パーム核

油(マレーシア)、醗酵乳(北海道、愛知)、

全粉乳(北海道)、クリーム(北海道)、

自然塩、レシチン(大豆由来)(ブラジ

ル、アメリカ)　［製］創健社(神奈川)

［原］べに花油(アメリカ)、パーム核

油(マレーシア)、醗酵乳(北海道、愛知)、

全粉乳(北海道)、クリーム(北海道)、

自然塩、レシチン(大豆由来)(ブラジ

ル、アメリカ)　［製］創健社(神奈川)

牛乳
・

ヨーグルト
・

乳製品

ハイプラスマーガリン ■冷

0972 370g　572円
0971 180g　335円

低トランス脂肪酸(含有率0.5%)低トランス脂肪酸(含有率0.5%)

国産小麦

天然酵母

パ ン
グラムはすべて生地重量です

メーカー別・配送曜日別
お届け(発送)商品の

製造日

●ザクセン・アオティア：前日
●サラ秋田白神
月・水・金曜：前々日
火・木曜：3日前
●くろうさぎ
月・水・金曜：前々日
火曜：3日前、木曜：前日
●木のひげ
月・水：前々日
火・木曜：3日前、金曜：前日

［原］生乳(岐阜)　［賞］冷蔵6日(3日

前製造の商品をお届け)　［製］飛

騨酪農(岐阜)

※お届けは専用配送車コース
のみ。瓶は必ずご返却ください

0912

ノンホモ飛騨牛乳(瓶) ■冷
900ml　502円

低温殺菌、ノンホモジナイズで
仕上げました。新鮮な生乳の風
味、さっぱりとコクのある味わい

［原］生乳(静岡)　［賞］冷蔵7日(2

日前製造の商品をお届け)　［製］

丹那牛乳(静岡)

［原］生乳(静岡)　［賞］冷蔵7日(2

日前製造の商品をお届け)　［製］

丹那牛乳(静岡)

生乳100%・乳脂肪分47%生乳100%・乳脂肪分47%

0940

生クリーム ■冷
200ml　535円

［原］牛乳(島根)、平飼卵(島根)、甜

菜グラニュー糖　［賞］冷蔵６日(2

日前<火曜コー

ス3日前>製造

の商品をお届

け)　［製］木次

乳業(島根)

0967

クリームチーズ ■冷

227g　886円

0950

牧場の
カスタードプリン ■冷

100g　248円
［原］牛乳(島根)、平飼卵(島根)、甜

菜グラニュー糖　［賞］冷蔵６日(2

日前<火曜コー

ス3日前>製造

の商品をお届

け)　［製］木次

乳業(島根)

［原］牛乳(岐阜)、平飼卵(高

知、香川、愛媛)、粗糖　［賞］

冷蔵14日　［製］飛騨酪

農(岐阜)

9480

90g×3×2 734円→691円

0948

飛騨酪農カスタードプリン ■冷

90g×3　367円

［原］牛乳(岐阜)、平飼卵(高

知、香川、愛媛)、粗糖　［賞］

冷蔵14日　［製］飛騨酪

農(岐阜)

低温殺菌牛乳を使用。健康な牛の良質
な生乳の風味やコクを活かしました

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

0922
飛騨

プレミアムヨーグルト ■冷
70g×3　308円

［原］生乳(岐阜)、グラニュー糖、生

クリーム(岐阜)、脱脂粉乳(国産)、寒

天、バニラフレーバー、カスタード

フレーバー、

乳酸菌菌末、

乳酸菌　［賞］

冷蔵17日　

［製］飛騨酪

農(岐阜)

［原］生乳(岐阜)、グラニュー糖、生

クリーム(岐阜)、脱脂粉乳(国産)、寒

天、バニラフレーバー、カスタード

フレーバー、

乳酸菌菌末、

乳酸菌　［賞］

冷蔵17日　

［製］飛騨酪

農(岐阜)

［原］生乳(岐阜)　［賞］冷蔵5日(3

日前製造の商品をお届け)　［製］

飛騨酪農(岐阜)

0913

パスチャライズ飛騨 ■冷
1000ml　405円

岐阜・飛騨地方で健康に
飼育された乳牛の生乳を
使用。低温殺菌(65℃30分
間）で、新鮮な生乳の風味、
コクを大切にしました

人気商品

［原］生乳(島根)、脱脂粉乳(島根)

［賞］冷蔵14日　［製］木次乳業

(島根)

0925

木次プレーンヨーグルト ■冷
400g　367円

0925

木次プレーンヨーグルト ■冷
400g　367円

人気商品

9775

400g×2　734円→713円
9775

400g×2　734円→713円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

新鮮な生乳をたっぷり使用しました。さっ
ぱりと風味よく濃厚な味わい

丹那地区限定酪農家の原乳を使用。生き
て腸まで届く4種の乳酸菌を配合しました

［原］生乳(静

岡)、無脂肪牛

乳(静岡)、牛

乳(静岡)、洗

糖、乳酸菌　

［賞］冷蔵16

日　［製］丹

那牛乳(静岡)

0927　1000ml 389円
0926　500ml  227円

飲んでやさしい
ヨーグルト ■冷

0928
飛騨酪農

のむヨーグルト ■冷 
130ml×3　475円

［原］生乳(三重)、甜菜糖、乳酸菌

［賞］冷蔵14日　［製］飛騨酪農(岐阜)

9773

90g×3×2　788円→767円
9773

90g×3×2　788円→767円

0921

丹那プロバイオヨーグルト ■冷
90g×3　394円

0921

丹那プロバイオヨーグルト ■冷
90g×3　394円

［原］脱脂乳(静岡)、牛乳(静

岡)、全粉乳(静岡)、甜菜グ

ラニュー糖、乳酸菌　［賞］

冷蔵16日　［製］丹那牛乳

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

生乳の風
味、コク、
爽やかな
酸味が楽
しめます

［原］生乳(岐阜)、乳酸菌　［賞］冷

蔵13日　［製］飛騨酪農(岐阜)

［原］生乳(岐阜)、乳酸菌　［賞］冷

蔵13日　［製］飛騨酪農(岐阜)
9467

500g×2　680円→659円

0920
丹那

全乳ヨーグルト ■冷
500g　340円

［原］生乳(静岡)、乳酸菌、ラクターゼ

［賞］冷蔵16日　［製］丹那牛乳(静岡)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

72℃15秒殺菌、ノンホモ牛乳

［原］生乳(島根)　［賞］冷蔵６日(2

日前<火曜コース3日前>製造の商

品をお届け)　［製］木次乳業(島根)

［原］生乳(島根)　［賞］冷蔵６日(2

日前<火曜コース3日前>製造の商

品をお届け)　［製］木次乳業(島根)

島根・奥出雲地方
で健康に育った牛の
新鮮な生乳を使用。
65℃30分低温殺菌

0915

ブラウンスイス牛乳 ■冷
500ml　281円

0915

ブラウンスイス牛乳 ■冷
500ml　281円

［原］生乳(島根)　［賞］冷蔵

7日(2日前<火曜コース3日

前>製造の商品をお届け)　

［製］木次乳業(島根)

0914

山地酪農牛乳 ■冷
1000ml　454円 0917  500ml  211円

0916  200ml  130円

0918  1000ml 389円

パスチャライズ牛乳 ■冷

72℃15秒殺菌、ノンホモ牛乳
人気商品

人気商品

良質な生乳の風味を活かし
た食べるヨーグルト。口当た
りの良い、優しい酸味が特長

1001

有機食パン
6枚スライス

360g　491円
[原]有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機砂糖(ブラジル)、ホシノ天然

酵母、再製塩　［賞］4日　[製]ザク

セン(東京)

[原]有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機砂糖(ブラジル)、ホシノ天然

酵母、再製塩　［賞］4日　[製]ザク

セン(東京)

1002

有機ぶどう食パン
6枚スライス

415g　583円
[原]有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機レーズン(アメリカ)、有機砂

糖(ブラジル)、ホシノ天然酵母、再

製塩　［賞］4日　[製]ザクセン(東京)

[原]有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機レーズン(アメリカ)、有機砂

糖(ブラジル)、ホシノ天然酵母、再

製塩　［賞］4日　[製]ザクセン(東京)

[原]有機小麦全粒粉(アメリカ、カ

ナダ)、有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機レーズン(アメリカ)、有機くる

み(アメリカ)、ホシノ天然酵母、再

製塩　［賞］4日　[製]ザクセン(東京)

[原]有機小麦全粒粉(アメリカ、カ

ナダ)、有機小麦粉(アメリカ、カナダ)、

有機レーズン(アメリカ)、有機くる

み(アメリカ)、ホシノ天然酵母、再

製塩　［賞］4日　[製]ザクセン(東京)

1003

有機全粒粉パン
１個　621円

国産小麦胚芽を加え、油脂を使わず
シンプルに焼き上げました

北海道産小麦を使用し、天然酵母で醗酵。
小麦の風味・旨みが楽しめます
北海道産小麦を使用し、天然酵母で醗酵。
小麦の風味・旨みが楽しめます

国産小麦胚芽を加え、油脂を使わず
シンプルに焼き上げました

1004

食パン6枚スライス
360g　362円

[原]小麦粉(北海道)、ホ

シノ天然酵母、洗糖、再

製塩　［賞］5日　[製]ザ

クセン(東京)

[原]小麦粉(北海道)、ホ

シノ天然酵母、洗糖、再

製塩　［賞］5日　[製]ザ

クセン(東京)

1005

胚芽食パン6枚スライス
380g　443円

［原］小麦粉(北海道)、胚芽

小麦(北海道、埼玉)、ホシノ

天然酵母、洗糖、再製塩　［賞］

5日　［製］ザクセン(東京)

［原］小麦粉(北海道)、胚芽

小麦(北海道、埼玉)、ホシノ

天然酵母、洗糖、再製塩　［賞］

5日　［製］ザクセン(東京)

人気商品 人気商品人気商品

1006

国産16穀食パン
6枚スライス

360g　464円
[原]小麦粉(北海道)、穀物加工品(国

産)、洗糖、きび(岩手)、ホシノ天然

酵母、再製塩　［賞］4日　[製]ザク

セン(東京)

[原]小麦粉(北海道)、穀物加工品(国

産)、洗糖、きび(岩手)、ホシノ天然

酵母、再製塩　［賞］4日　[製]ザク

セン(東京)

［原］生乳（静岡）、再製塩　

［製］丹那牛乳（静岡）

0942

南箱根の厳選バター ■冷

180g　967円

クリーミーな白いバター

0871

うずらの玉子水煮
６個×２　360円

［原］うずら卵(愛知)、自然塩

［製］食通（東京）

［原］のり(千葉)、醤油、麦芽水飴、

洗糖、醗酵調味料、鰹だし(国産)　

［製］遠忠食品(東京)

0839

江戸前生のり(瓶)
85g　421円

[原]オーガニック全乳(アメリカ)、

オーガニッククリーム(アメリカ)、

キャロブビーンガム、自然塩、チー

ズ培養菌　[製]クロップス

[原]オーガニック全乳(アメリカ)、

オーガニッククリーム(アメリカ)、

キャロブビーンガム、自然塩、チー

ズ培養菌　[製]クロップス

牛乳本来の味わいが楽
しめる白いプリン
牛乳本来の味わいが楽
しめる白いプリン

［原］乳(静岡)、クリーム(静岡)、甜

菜グラニュー糖、平飼卵(新潟)、全

粉乳(静岡)、寒天(長野)、再製塩　［賞］

冷蔵10日　［製］丹那牛乳(静岡)

0947
丹那

牛乳みるくプリン ■冷
90g×3　427円

ミルクの濃厚なコクと
甘みが味わえるプリン。
ぷるぷるもっちりとした、
なめらかな食感をお
楽しみください

ミルクの濃厚なコクと
甘みが味わえるプリン。
ぷるぷるもっちりとした、
なめらかな食感をお
楽しみください

［原］牛乳(島根)、甜菜グラ

ニュー糖、脱脂粉乳(島根)、

ゼラチン　［賞］冷蔵10日

［製］木次乳業(島根)

0949

木次ミルクのプリン ■冷 

80g×3　470円→455円

1007

ベーグルプレーン
70g×3　470円

［原］小麦粉(北海道、福岡)、洗糖、

ホシノ天然酵母、再製塩　［賞］5

日　［製］ザクセン(東京)

［原］小麦粉(北海道、福岡)、洗糖、

ホシノ天然酵母、再製塩　［賞］5

日　［製］ザクセン(東京)

［原］小麦粉(北海道、福岡)、洗糖、

ホシノ天然酵母、再製塩　［賞］5

日　［製］ザクセン(東京)

国産の山くらげを醤油漬けにしました
コリコリとした食感がここちよく、ご飯の
お供にぴったりです

［原］山くらげ(茨城)、醤油、かつ

おだし、洗糖、醸造酢、再製塩、

ごま油、白ごま(国産)、胡椒、唐

辛子(国産)　［製］遠忠食品(東京)

0842

国産山くらげ
たまり漬(袋) ■冷
90g　578円

北海道産大豆と昆布をシ
ンプルな煮豆にしました
北海道産大豆と昆布をシ
ンプルな煮豆にしました

［原］大豆(北海道)、洗糖、麦芽水飴、

醤油、昆布(北海道)　［製］遠忠食品

(東京)

［原］大豆(北海道)、洗糖、麦芽水飴、

醤油、昆布(北海道)　［製］遠忠食品

(東京)

CD CD0838

豆昆布(袋)  ■冷 

100g　308円
［原］昆布(北海道)、醤油、洗糖、麦

芽水飴、醗酵調味料、だし汁(昆布・

鰹)　［製］遠忠食品(東京)

［原］昆布(北海道)、醤油、洗糖、麦

芽水飴、醗酵調味料、だし汁(昆布・

鰹)　［製］遠忠食品(東京)

0840

細切昆布佃煮(袋) ■冷
100g　389円

良質な生乳の風味、
コク、爽やかな酸味
が楽しめます。フルー
ツやシリアルなどと
合わせても

0923
飛騨

プレーンヨーグルト ■冷
400g　335円

栄養豊富な
有機ケール
を粉末にし
て加えました

栄養豊富な
有機ケール
を粉末にし
て加えました

［原］無脂肪牛乳(静岡)、牛乳(静岡)、

全粉乳(静岡)、甜菜グラニュー糖、

ケール粉末(静岡)、乳酸菌　［賞］

冷蔵16日　［製］丹那牛乳(静岡)

［原］無脂肪牛乳(静岡)、牛乳(静岡)、

全粉乳(静岡)、甜菜グラニュー糖、

ケール粉末(静岡)、乳酸菌　［賞］

冷蔵16日　［製］丹那牛乳(静岡)

0929

ケールヨーグルト ■冷
80g×3　486円

島根奥出雲
地方の良質
な牛乳に、
ネルドリップ
したコーヒー

［原］牛乳(島根)、コーヒー抽出液、

甜菜グラニュー糖　［賞］冷蔵８

日　［製］木次乳業(島根)

［原］牛乳(島根)、コーヒー抽出液、

甜菜グラニュー糖　［賞］冷蔵８

日　［製］木次乳業(島根)

0931

木次ミルクコーヒー ■冷
500ml　200円

滑らかで風味豊かな味わい

0945

奥出雲木次バター ■冷

150g　756円
［原］牛乳(島根)　

［製］木次乳業(島根)

0961

カマンベールチーズ･
カレ ■冷 

180g　1,296円

CD

［原］生乳(北海道)、自然塩　

［製］クレイル(北海道)

四角いカマンベール
淡白で食べやすい味
四角いカマンベール
淡白で食べやすい味

厳選した生乳で手作りし
ました。食塩不使用

CD0959

モッツァレラチーズ ■冷

100g　497円

厳選した生乳で手作りし
ました。食塩不使用

［原］生乳(島根)、乳酸菌スターター、

レンネット、乳酸　［製］木次乳業（島

根）

CD0955

カマンベールチーズ ■冷

120g　1,015円
［原］生乳(島根)、再製塩、スターター、

レンネット、白カビ

［製］木次乳業（島根）

0951
南箱根の

ゴーダチーズ(半割) ■冷

100g　815円

CD

［原］生乳（静岡）、再製塩、乳酸菌、

レンネット ［賞］冷蔵30日 ［製］丹

那牛乳（静岡）

［原］生乳（静岡）、再製塩、乳酸菌、

レンネット ［賞］冷蔵30日 ［製］丹

那牛乳（静岡）

1日の製造数わずか84個。
2ヶ月間じっくり熟成
1日の製造数わずか84個。
2ヶ月間じっくり熟成

0953
南箱根の

モッツァレラチーズ ■冷

100g　724円

0953
南箱根の

モッツァレラチーズ ■冷

100g　724円

CD

［原］生乳(静

岡)、再製塩、

乳酸菌、レン

ネット　［製］

丹那牛乳(静

岡)

ほのかな酸味が美味し
いフレッシュタイプチーズ
ほのかな酸味が美味し
いフレッシュタイプチーズ
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1025

くろうさぎの山型食パン
480g　518円

［原］小麦粉(国産)、洗糖、平飼卵(埼

玉)、バター(北海道)、生クリーム

(北海道)、自然塩、

天然酵母

［賞］5日　［製］

くろうさぎ（埼玉）

1019

ホワイトフランス
60g×5　432円

［原］小麦粉(北海道)、粗糖、白神こ

だま酵母、再製塩　［賞］4日　［製］

サラ秋田白神(東京)

［原］小麦粉（北海道）、全粒粉（北海

道）、粗糖、白神こだま酵母、再製塩

［賞］4日　［製］サラ秋田白神(東京)

1021

コンプレ(全粒粉パン)
250g　421円

［原］小麦粉（北海道）、はちみつ（国

産、アルゼンチン)、白神こだま酵母、

再製塩　［賞］4日　［製］サラ秋田

白神(東京)

1022

はちみつパン
150g　362円

［原］小麦粉(北海道)、粗糖、白神こ

だま酵母、再製塩　［賞］4日　［製］

サラ秋田白神(東京)

1018

白神(ソフトフランス)
350g　432円

［原］小麦粉(岩手)、天然酵母、有機

レーズン(アメリカ)、有機くるみ(ア

メリカ)、いよかんピール、自然塩

［賞］5日　［製］木のひげ(東京)

1012

ティーブレッド
300g　562円

［原］有機いちご（スペイン）、有機

濃縮果汁（グレープ）（イタリア）、

有機濃縮果汁（レ

モン）（イタリ

ア）、ペクチン（り

んご由来）（フラ

ンス）、寒天（ア

イルランド）　

［製］ミトク(東京)

1156

有機ストロベリー
スプレッド（無糖） 

200g　562円

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

天然酵母、自然塩　［賞］5日　［製］

木のひげ(東京)

1011

カンパーニュ
700g　648円

有機オーツ麦がベースのシリアル
[原]共通：有機オーツ麦(ドイツ)、有機全粒スペルト小麦フレーク(ドイツ)/フルーツ＆シード：有機レー

ズン(トルコ)、有機コーンフレーク(ドイツ)、有機乾燥いちじく(トルコ)、有機乾燥アプリコット(トル

コ、ウズベキスタン)、有機ひまわり種子(スロバキア)、有機亜麻仁(インド)、有機南瓜種子(オースト

リア、ポーランド)/ベリーミックス：有機レーズン(トルコ)、有機小麦フレーク(ドイツ、オーストリア)、

有機アーモンド(スペイン、イタリア)、有機乾燥クランベリー(カナダ、エストニア)、有機乾燥ブラッ

クカラント(ポーランド、ドイツ)、有機乾燥ブルーベリー(ベラルーシ、カナダ)　［製(輸)］ミトク(東京)

有機オーツ麦がベースのシリアル

オーガニックミューズリー
1122 フルーツ&シード

375g　918円
1123 ベリーミックス

375g　972円

オーガニックミューズリー
1122 フルーツ&シード

375g　918円
1123 ベリーミックス

375g　972円

豊かな香りと
まろやかな
風味があり、
結晶しにくく
使いやすい
蜂蜜です

1161

あかしあはちみつ
600g　3,996円

［原］蜂蜜（北海道）　［製］瀬尾養

蜂園(滋賀)

［原］小麦粉（国産）、全粒粉（埼玉）、有

機ライ麦粉（アメリカ）、自然塩、天然

酵母、有機レーズン（アメリカ）、有機

くるみ（アメリカ）　［賞］5日　［製］く

ろうさぎ（埼玉）

1027

ノア・レザン
450g　853円

［原］小麦粉（国産）、全粒粉（埼玉）、有

機ライ麦粉（アメリカ）、自然塩、天然

酵母、有機レーズン（アメリカ）、有機

くるみ（アメリカ）　［賞］5日　［製］く

ろうさぎ（埼玉）

1009

クロワッサン
70g×2　416円

［原］小麦粉(北海道、福岡)、ホシノ

天然酵母、再製塩、バター(北海道)、

洗糖　［賞］5日　［製］ザクセン(東京)

［原］小麦粉(北海道、福岡)、ホシノ

天然酵母、再製塩、バター(北海道)、

洗糖　［賞］5日　［製］ザクセン(東京)

1026

バタール
350g　389円

［原］小麦粉（国産）、自然塩、モル

ト（アメリカ）、天然酵母　［賞］4

日　［製］くろうさぎ（埼玉）

［原］小麦粉（国産）、自然塩、モル

ト（アメリカ）、天然酵母　［賞］4

日　［製］くろうさぎ（埼玉）

1008

サンドイッチブレッド・
ライ麦入

４枚　243円
［原］小麦粉(北海道)、小麦全粒粉(北

海道)、有機ライ麦粉(アメリカ)、ホ

シノ天然酵母、洗糖、再製塩、自家

製ライサワー、有機ひまわりの種(中

国)　［賞］5日　［製］ザクセン(東京)

［原］小麦粉(北海道)、小麦全粒粉(北

海道)、有機ライ麦粉(アメリカ)、ホ

シノ天然酵母、洗糖、再製塩、自家

製ライサワー、有機ひまわりの種(中

国)　［賞］5日　［製］ザクセン(東京)

［原］りんご(青森)、洗糖、濃縮レモ

ン果汁(アメリカ)、塩　［製］ナチュ

ラル農究(青森)　□糖度42

1153

りんごジャム
180g　734円

新農業研
究会が栽
培した「紅
玉」で作り
ました

新農業研
究会が栽
培した「紅
玉」で作り
ました

砂糖控え
め、果実
本来の甘
みを活か
しました

［原］苺(静岡)、甜菜グラニュー糖、

レモン果汁(静岡)　［製］こだわり

の味協同組合(静岡)　□糖度45

1152

苺ジャム
130g　540円

1160

オーガニック
メープルシロップ

330g　1,296円
［原］有機かえでの

樹液(カナダ)　［製］

アレガニ(カナダ)

サトウカエデの
樹液を煮詰め
ただけの100%
天然の甘味料

ハム
・

ソーセージ
・

ベーコン

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料　[製]知床興農ファーム(北

海道)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料　[製]知床興農ファーム(北

海道)

1241

興農 ロースハム
スライス ■凍

150g　1,080円
[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

1235

興農 バジル
ウインナー ■凍 

150g(6本)　734円
[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

1232

興農 あらびき
ミニウインナー ■凍

150g　734円

1216

保美豚�
ベーコンブロック ■冷

200g　1,177円
[原]豚肉(愛知)、自然塩、香辛料

［賞］冷蔵18日　[製]和広産業(愛知)

[原]豚肉(愛知)、自然塩、香辛料

［賞］冷蔵18日　[製]和広産業(愛知)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

1231

興農 あらびき
ウインナー ■凍

150g(6本)　734円

［原］小麦粉(北海道、三重)、洗糖、

ホシノ天然酵母、再製塩、卵(東京)、

無塩バター(北海道)、スキムミル

ク(北海道)　［賞］4日　［製］アオティ

ア(東京)

［原］小麦粉(北海道、三重)、洗糖、

ホシノ天然酵母、再製塩、卵(東京)、

無塩バター(北海道)、スキムミル

ク(北海道)　［賞］4日　［製］アオティ

ア(東京)

1014

バターロール
40g×5　394円

［原］小麦粉(北海道、三重)、全粒粉(北

海道)、ホシノ天然酵母、洗糖、再製

塩　［賞］4日　［製］アオティア(東京)

1013

全粒粉パン(ワンローフ)
300g　346円

［原］小麦粉(北海道、三重)、卵(東京)、

バター(北海道)、洗糖、ホシノ天然

酵母、脱脂粉乳(北海道)、再製塩　

［賞］4日　［製］アオティア(東京)

［原］小麦粉(北海道、三重)、卵(東京)、

バター(北海道)、洗糖、ホシノ天然

酵母、脱脂粉乳(北海道)、再製塩　

［賞］4日　［製］アオティア(東京)

［原］小麦粉(北海道、三重)、卵(東京)、

バター(北海道)、洗糖、ホシノ天然

酵母、脱脂粉乳(北海道)、再製塩　

［賞］4日　［製］アオティア(東京)

1015

ブリオッシュ
50gｘ4　497円

［原］小麦粉(北海道、三重)、バター(北

海道)、洗糖、スキムミルク(北海道)、

再製塩、卵(東京)、ホシノ天然酵母、有

機チョコレート（フランス）、牛乳(国産)

［賞］冷蔵3日　［製］アオティア(東京)

［原］小麦粉(北海道、三重)、バター(北

海道)、洗糖、スキムミルク(北海道)、

再製塩、卵(東京)、ホシノ天然酵母、有

機チョコレート（フランス）、牛乳(国産)

［賞］冷蔵3日　［製］アオティア(東京)

1016

チョココルネ ■冷 
70g×2　432円

［原］小麦粉(北海道)、粗糖、白神こ

だま酵母、再製塩　［賞］4日　［製］

サラ秋田白神(東京)

1020

ふぞろいプチパン
約25g×10　454円

1041

酒種ミルクブレッド
200g　302円
［原］小麦粉（国産）、酒種、牛乳(島

根)、平飼卵(埼玉)、洗糖、自然塩、

バター(北海道)　［賞］4日　［製］

くろうさぎ（埼玉）

1151

ハマダさんちの
ブルーベリージャム

140g　702円
［原］有機ブルーベリー(栃木)、洗糖

［製］浜田農園(栃木)　□糖度46

有機ブルー
ベリーの栽
培農家・浜
田 さんが
作りました

有機ブルー
ベリーの栽
培農家・浜
田さんが
作りました

1238

興農 生ソーセージ ■凍

200g　864円
[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料、羊腸　[製]知床興農ファー

ム(北海道)

1172

有機ピーナッツバター
クランチ

454g　1,458円
［原］オーガニッ

クピーナッツ（ア

ルゼンチン、ニカ

ラグア他）　［製］

アリサン(埼玉)

つぶつぶを
残し仕上げ
ました

[原]豚肉(北海道)、再製塩、洗糖、

香辛料　[製]知床興農ファーム(北

海道)

新鮮な豚肉を使い、昔ながらの
製法で作りました。太いケーシングに詰めているので、
ウインナーソーセージとは違った味わいが楽しめます。
お好みの厚さに切り、フライパンなどで焼いてどうぞ

1242

興農　ボロニア
ソーセージ(粗挽き) ■凍 

200g　896円

お届けは翌々週

1201

保美豚�
あらびきウインナー ■冷

120g(4本)　464円
[原]豚肉(愛知)、自然塩、香辛料、

羊腸　［賞］冷蔵17日　[製]和広

産業(愛知)

[原]豚肉(愛知)、自然塩、香辛料、

羊腸　［賞］冷蔵17日　[製]和広

産業(愛知)

1211

保美豚
ロースハムスライス ■冷

150g　1,112円

1211

保美豚
ロースハムスライス ■冷

150g　1,112円
[原]豚肉(愛知)、自然塩、香辛料

［賞］冷蔵14日　[製]和広産業(愛知)

保美豚ロース肉の味わいを活かし、塩分
や香辛料は控えめにシンプルな素材で
仕上げました。桜のチップで燻製してい
ます。そのままでも、サッと炒めても

［原］蜂蜜（国産）　［製］瀬尾養蜂園

(滋賀)

アザミ、ネズ
ミモチ、ツゲ
など、様々な
花の蜜を集
めた国産純
粋蜂蜜

1162

百花はちみつ
600g　3,024円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

自家園の甘夏と粗糖だけで作ったマー
マレード。甘夏が持つペクチンと糖分
を加熱してゼリー状に仕上げました

手づくり甘夏マーマレード
1154　 

155g　724円
9213　

155g×2　1,448円→1,393円

手づくり甘夏マーマレード
1154　 

155g　724円
9213　

155g×2　1,448円→1,393円
[原]甘夏(熊本)、甘夏外皮(熊本)、甘夏内袋(熊本)、洗

糖　[製]津奈木甘夏生産者の会(熊本)　□糖度48

CD

［原］小麦粉(北海道、三重)、有機無

調整豆乳、洗糖、菜種油、ホシノ天

然酵母、ココア(ボリビア)、再製塩

［賞］4日　［製］アオティア(東京)

1038

豆乳パン・ココア
80g×2　346円

CD

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

天然酵母、有機レーズン(アメリカ)、

自然塩　［賞］7日　［製］木のひげ

(東京)

1036

レーズンカンパーニュ
500g　572円

［原］小麦粉(北海道、福岡)、洗糖、

小麦胚芽・フスマ(北海道、埼玉)、

菜種油、ホシノ天然酵母、再製塩

［賞］5日　［製］ザクセン(東京)

1033

胚芽ドッグパン 
60g×3　308円

CD

［原］小麦粉(北海道)、シナモンペー

スト、バター(北海道)、洗糖、ホシ

ノ天然酵母、再製塩　［賞］4日　［製］

ザクセン(東京)

1034

シナモンロール 
88g　254円

CD CD

［原］小麦粉(北海道)、バター(北海道)、

小豆(北海道)、洗糖、ホシノ天然酵

母、再製塩　［賞］4日　［製］ザク

セン(東京)

1035

あんこデニッシュ
90g×2　443円

[原]小麦粉(北海道、三重)、洗糖、ホシ

ノ天然酵母、再製塩、卵(東京)、無塩バ

ター(北海道)、スキムミルク(北海道)、

牛乳(国産)　[賞]冷蔵３日　[製]アオ

ティア(東京)　

1065

クリームパン ■冷 
70g×2　324円

自家培養の酒種を使用。水を使
わず牛乳だけでこねあげました。
牛乳のやわらかな甘さと、酒種の
ほのかな酸味・香りが楽しめます

自家培養の酒種を使用。水を使
わず牛乳だけでこねあげました。
牛乳のやわらかな甘さと、酒種の
ほのかな酸味・香りが楽しめます

今週限り(期間限定)



12

お
肉

葱爆牛肉(ツォンバオニュウロウ)葱爆牛肉(ツォンバオニュウロウ)

1527

鶏ムネ一口カット
(バラ凍結)　■凍

300g　745円

1529

鶏ささみ(バラ凍結) ■凍
180g　621円

1523

鶏モモ肉 ■凍
250g　729円

豚 肉

保美豚(ほうびとん)

愛知産/微生物菌を含む独自

配合飼料/全期間無投薬

/LD種/180日飼育

子豚に与えるミルクから

肥育の最後まで、抗生物

質・抗菌剤などは一切与

えていません。自然治癒

力や免疫力を高める飼料

とストレスを軽減する飼

育環境で健康に育ちます

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1313

保美豚

ヒレカツ用　■冷
200g　1,069円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1312

保美豚

バラブロック　■冷
300g　1,199円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

鶏 肉

ポラーノの鶏

愛知産(精肉加工:静

岡)/NonGMO飼料/ワク

チン除き無投薬/70日

飼育

飼料は非遺伝子組み換

えトウモロコシ・大豆粕、

動物性飼料不使用です。

自然風と自然光が入るよ

うに工夫された清潔な鶏

舎で健康に育ちました

1506

鶏ささみ　■冷

150g　529円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1502

鶏モモ肉　■冷

200g　626円

1524

鶏モモ一口カット
(バラ凍結)　■凍

300g　 875円
[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

興農ホルスタイン経産牛
(こうのうほるすたいんけいさんぎゅう)

北海道産/月齢50ヶ月前後の牛

を移牧、農薬・化肥不使用の牧

草中心100%国産飼料、120日以

上飼育、屠畜後2週間以上熟成

興農豚(こうのうぶた)
北海道産/ＬＷＤ種/生後30日まで

母乳飼育、離乳後90日前後から放

牧。180日齢・生体重110kg前後で出

荷。飼料は有機牧草サイレージ・澱

粉かす・小麦・大豆かす・米ぬかなど

全て国産・非遺伝子組換え作物

梅山豚(メイシャントン)

茨城産/リサイクル自

家製配合飼料/体重

30kg～無投薬/梅山豚・

デュロック交配種/270

日飼育

中国太湖豚系の原種豚。

旨みと適度な歯応えが

あり、その上質な脂肪分

の旨みから最高級の豚

肉とされています

1352

梅山豚

挽肉(バラ凍結) ■凍
200g　632円

お届けは翌々週

［製］塚原牧場(茨城)

1353

梅山豚

切り落し(バラ凍結) ■凍
200g　632円

お届けは翌々週

［製］塚原牧場(茨城)

1534

鶏レバー(バラ凍結)　■凍
280g　567円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1527

鶏ムネ一口カット
(バラ凍結)　■凍

300g　745円

1529

鶏ささみ(バラ凍結) ■凍
180g　621円

1523

鶏モモ肉 ■凍
250g　729円

1401

興農

牛豚合挽き肉　■凍
(牛:豚＝6:4)(バラ凍結)

250g　972円→940円
［製］知床興農ファーム(北海道)［製］知床興農ファーム(北海道)

［製］木次乳業(島根) ［製］木次乳業(島根)［製］木次乳業(島根) ［製］木次乳業(島根)

部位：モモ・ウデ・バラ 部位：肩ロース・ロース部位：モモ・ウデ・バラ 部位：肩ロース・ロース

お届けは翌々週1481

ブラウンスイス牛 

挽肉　■凍
200g　994円

お届けは翌々週1482

ブラウンスイス牛 

上肉スライス　■凍
200g　1,620円

［製］木次乳業(島根)［製］木次乳業(島根)

部位：モモ・ウデ部位：モモ・ウデ

お届けは翌々週1483

ブラウンスイス牛

中肉スライス　■凍
200g　1,458円

［製］木次乳業(島根)［製］木次乳業(島根)

部位：バラ部位：バラ

お届けは翌々週1484

ブラウンスイス牛 

並肉スライス　■凍
200g　1,274円

木次ブラウンスイス牛
(きすきブラウンスイスぎゅう)

島 根 産 /自 給 飼 料 含 む

NonGMO配合飼料/法定ワク

チン除き、抗菌性物質無投与/

ブラウンスイス種

島根・奥出雲の山地を歩

きまわりながら、新鮮な

芝草を食べて育ちました。

柔らかな肉質の赤身、肉

本来の旨みが特長です

［製］木次乳業(島根)［製］木次乳業(島根)

部位：モモ・ウデ・バラ部位：モモ・ウデ・バラ

お届けは翌々週1485

ブラウンスイス牛

切落し　■凍
200g　1,102円

牛肉の旨み成分である
オレイン酸が豊富に含ま
れています。柔らかな肉
質の赤身、肉本来の旨み

牛肉の旨み成分であるオ
レイン酸が豊富。柔らかな
肉質の赤身、肉本来の旨
みが特長です

1521

鶏ムネ挽き肉
(バラ凍結)　■凍

450g　1,048円
[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1501

鶏ムネ挽き肉　■冷

150g　410円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1521

鶏ムネ挽き肉
(バラ凍結)　■凍

450g　1,048円

1530

鶏手羽先　■凍
240g　508円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1507

鶏手羽先　■冷
200g　437円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1530

鶏手羽先　■凍
240g　508円

1531

鶏手羽元(バラ凍結) ■凍
450g　842円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1508

鶏手羽元 ■冷
200g　437円

1531

鶏手羽元(バラ凍結) ■凍
450g　842円

牛 肉
今後の取扱い予定

木次ブラウンスイス牛:
No.227

1301

保美豚

挽肉　■冷
200g　432円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1303

保美豚

ローススライス　■冷
150g　734円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　

［製］和広産業(愛知)

1302

保美豚 
小間肉 ■冷

200g　529円
［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1309

保美豚

モモスライス ■冷
200g　610円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1306

保美豚

肩ローススライス　■冷
150g　680円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1305

保美豚 

ロースとんかつ用 ■冷
100g×2　983円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1307

保美豚 �

肩ロースブロック ■冷
500g　2,171円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1311

保美豚

バラスライス　■冷
150g　621円

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1522

鶏小間肉　■凍
200g　 567円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)[製]シガポートリー 浜松支店(静岡) 1526

鶏ムネ肉　■凍
250g　616円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1504

鶏ムネ肉　■冷
200g　518円

[製]シガポートリー 浜松支店(静岡)

1526

鶏ムネ肉　■凍
250g　616円

1304

保美豚　ロース
しゃぶしゃぶ用　■冷

200g　983円
［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

1310

保美豚 
モモブロック ■冷

500g　1,490円
［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［生］吉田畜産(愛知)　［製］和広産

業(愛知)

［製］塚原牧場(茨城)

お届けは翌々週1351

梅山豚セット ■凍
ロース薄切り、バラスライ

ス、モモスライス 各80g

1セット　1,415円
［製］塚原牧場(茨城)

ジューシーな赤身とキレの
ある脂身のバランスが絶妙
な豚肉。使い勝手のよい3
品の少量パックです

[原]鶏肉(愛知)、塩麹、米麹(国産)、

塩　[製]シガポートリー 浜松支

店(静岡)

1551

塩麹サラダチキン ■凍 
180g　589円

鶏惣菜
レバーの中でも低カロリー。
糖質が少なく高たんぱく
です。もつ煮や甘辛の焼き
鳥などにおすすめ

脂肪が少ないムネ肉の挽
肉。つくねやそぼろ煮など、
薄味の和風料理にもおす
すめ。お弁当にもどうぞ

赤身の旨みと脂身のコクを
活かして配合。ハンバーグや
肉詰めなどにどうぞ

赤身と脂身が霜降り状になっ
ていて、旨みが豊富な部位。
ローストポークや煮豚などに

もっちりとした食感が特長。
ヒレに次いで柔らかく、赤身
と脂身のバランスがよい部
位です



13

お
肉

お
魚

1554

チキンチャーシューブロック ■冷 

210g　670円→645円

鶏レバーをそぎ切りにしてからオリジナルタレに漬
け込みました。甘めのたれとレバーの風味が相性
抜群です。晩ごはんの一品、おつまみにもぴったり

ポラーノの鶏ムネ肉を、シンプルな味付けでチャーシュー
風に煮込み仕上げました。皮を取り除いているので、
余分な脂肪分がありません

切り身魚
・

漬込み魚

［原］スケトウダラ卵(ロシア、ア

メリカ)、醗酵調味料、純米酒、自

然塩、魚醤、鰹節(鹿児島)、昆布(北

海道)、醤油、洗糖、唐辛子　［製］

鐘千(福岡)

［原］スケトウダラ卵(ロシア、ア

メリカ)、醗酵調味料、純米酒、自

然塩、魚醤、鰹節(鹿児島)、昆布(北

海道)、醤油、洗糖、唐辛子　［製］

鐘千(福岡)

1633

辛子明太子 ■凍
80g　761円

蒲焼
・

魚干物

刺 身
・
魚 卵

［原］鶏肉(愛知)、小麦粉(国産)、馬鈴薯

澱粉、清酒、魚醤、醤油、香辛料、塩、菜

種油　［製]シガポートリー 浜松支店

(静岡)

温め

［原］ししゃも（カナダ）、塩　［製］

三陸水産(福島)

1810

お徳用ししゃも ■凍

10尾　486円

［原］真さば(国産)、自然塩、味噌、

出し汁（花鰹）、出し汁（椎茸）、唐

辛子　［製］三陸水産(福島)

［原］真さば(国産)、自然塩、味噌、

出し汁（花鰹）、出し汁（椎茸）、唐

辛子　［製］三陸水産(福島)

1731

サバ味噌漬け ■凍
２切　464円

［原］ホタテ(三陸広田湾)　

［製］産直グループ(岩手)

［原］ホタテ(三陸広田湾)　

［製］産直グループ(岩手)

［原］ホタテ(三陸広田湾)　

［製］産直グループ(岩手)

1614

刺身用むきホタテ ■凍
100g　1,274円

［原］真ダコ(長崎)、再製塩 

［製］鐘千(福岡)

［原］真ダコ(長崎)、再製塩 

［製］鐘千(福岡)

［原］真ダコ(長崎)、再製塩 

［製］鐘千(福岡)

1616
長崎県産

ボイル真だこ（刺身用） ■凍
200g　1,674円

［原］スケトウダラ卵(ロシア、ア

メリカ)、醗酵調味料、純米酒、自

然塩、魚醤、鰹節(鹿児島)、昆布(北

海道)、醤油、洗糖、唐辛子　［製］

鐘千(福岡)

［原］スケトウダラ卵(ロシア、ア

メリカ)、醗酵調味料、純米酒、自

然塩、魚醤、鰹節(鹿児島)、昆布(北

海道)、醤油、洗糖、唐辛子　［製］

鐘千(福岡)

1634

不揃い辛子明太子
(切子) ■凍

120g　875円 ［原］メカジキ(中部太平洋・西経海

域)　［製］シープロダクト(神奈川)

1706

メカジキ切身 ■凍
90g×2　572円

1712

サンマ ■凍
２尾　508円

［原］真いわし(千葉)、塩　

［製］三陸水産(福島)

1811

いわし丸干し ■凍
6-9尾(180g)　346円

栄養豊富な真いわしを塩
のみで仕上げました。焼
いて頭まで丸ごと食べら
れます

温め

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パン粉(国

産)、長芋(国産)、鶏卵(国産)、澱粉、砂糖、

白だし、再製塩、白胡椒、菜種油、醤油、

米酢、澱粉　[賞]冷蔵８日　[製]シガポー

トリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パン粉(国

産)、長芋(国産)、鶏卵(国産)、澱粉、砂糖、

白だし、再製塩、白胡椒、菜種油、醤油、

米酢、澱粉　[賞]冷蔵８日　[製]シガポー

トリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パン粉、長芋

(国産)、鶏卵(国産)、醤油、粗糖、味醂、たま

り醤油、人参(国産)、澱粉、青ねぎ(国産)、ご

ぼう(国産)、白だし、再製塩、香辛料 [製]シ

ガポートリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パン粉、長芋

(国産)、鶏卵(国産)、醤油、粗糖、味醂、たま

り醤油、人参(国産)、澱粉、青ねぎ(国産)、ご

ぼう(国産)、白だし、再製塩、香辛料 [製]シ

ガポートリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、たまり醤油、醗酵

調味料、砂糖、醤油、澱粉、ひまわ

り油　[製]シガポートリー 浜松

支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、たまり醤油、醗酵

調味料、砂糖、醤油、澱粉、ひまわ

り油　[製]シガポートリー 浜松

支店(静岡)

1561

具だくさん
鶏つくねボール ■凍 

250g　535円
［原］鶏肉(愛知)、濃口醤油、砂糖、

味醂、たまり醤油、生姜、塩麹　［製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

［原］鶏肉(愛知)、濃口醤油、砂糖、

味醂、たまり醤油、生姜、塩麹　［製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

焼き

1558

チキンボール(甘酢たれ) ■冷 
180g　518円

［原］キハダマグロ(中部太平洋)、

醗酵調味料、醤油、鰹節、洗糖　［製］

シープロダクト(神奈川)

［原］紅鮭(ロシア）、自然塩　

［製］三陸水産(福島)

［原］紅鮭(ロシア）、自然塩　

［製］三陸水産(福島)

1701

紅鮭切身 ■凍
80g×2　896円

［原］活鰻(高知)/タレ：

醤油、洗糖、鰻の骨エ

キス/蒲焼のタレ（添付）：

醤油、醗酵調味料、洗糖、

山椒　［製］加持養鰻

場(高知)

旬に獲れた脂のりの
良いあじを使用

［原］まあじ(九州、山陰)、再製塩　

［製］橘水産（静岡）

白身が柔らかく上品な味わい白身が柔らかく上品な味わい

［原］スルメイカ(島根、鳥取)、塩

［製］渡邊水産(島根)　　

1825

スルメイカ一夜干 ■凍
1枚（100g）　432円

［原］スルメイカ(島根、鳥取)、塩

［製］渡邊水産(島根)　　

［原］えぼだい(神奈川)、再製塩

［製］橘水産(静岡)　　

1823

えぼだい干物 ■凍
２尾　632円

［原］ほっけ(北海道)、再製塩

［製］橘水産(静岡)

［原］ほっけ(北海道)、再製塩

［製］橘水産(静岡)

1826

真ほっけ干物 ■凍
２尾　632円

1826

真ほっけ干物 ■凍
２尾　632円

［原］さんま（北海道）、塩　［製］三

陸水産(福島)

1806

さんま開き ■凍

２枚　470円

［原］メバチマグロ(中部太平洋)

［製］シープロダクト(神奈川)

［原］メバチマグロ(中部太平洋)

［製］シープロダクト(神奈川)

1622

小肌酢漬 ■凍
100g　540円

1603

まぐろ赤身 ■凍
200g　1,242円

［原］キハダ・メバチマグロ(中部

太平洋)、菜種油　［製］シープロ

ダクト(神奈川)

1560

ポラーノの焼き鳥  ■凍

230g　664円

［原］サンマ(北海道・北東沖)　

［製］産直グループ（岩手）

1567

鶏レバーの煮込み風味 ■凍

170g　346円

1567

鶏レバーの煮込み風味 ■凍

170g　346円

1564

鶏から揚げ  ■凍

135g　491円

1801

うなぎ蒲焼 ■凍
(タレ・山椒付)

約120g 2,538円

1801

うなぎ蒲焼 ■凍
(タレ・山椒付)

約120g 2,538円

四万十川産稚魚を薬剤
不使用で養殖しました
四万十川産稚魚を薬剤
不使用で養殖しました

1562

鶏ムネ肉の
生姜焼き ■凍 

295g　535円

［原］さば（静岡）、再製塩、白ごま(中

南米・アフリカ)　［製］橘水産(静岡)

1827

さば塩干 ■凍
２枚　805円

1821

まあじ干物・中 ■凍
３尾　594円

1822

まあじ干物・大 ■凍
２尾　805円

炭火焼かつおたたき  ■凍

1611 約400g　

2,160円
1612 ハーフ　

約200g　1,242円

炭火焼かつおたたき  ■凍

1611 約400g　

2,160円
1612 ハーフ　

約200g　1,242円
［原］かつお(鹿児島太平洋)　［製］鐘千(福岡)［原］かつお(鹿児島太平洋)　［製］鐘千(福岡)

伝統的な1本釣りで漁獲し、活きたまま船上で急速凍
結した鮮度抜群のかつおです。炭火でサッと炙り焼き、
香ばしい風味のたたきに仕上げました。赤身の色ツヤ
よく、ボリューム感があります

[原]鶏肉(愛知)、塩、砂糖、ホワイト

ペッパー、ガーリックパウダー、オ

ニオンパウダー　[賞]冷蔵10日　[製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、塩、洗糖、ホワイト

ペッパー、ガーリックパウダー、オ

ニオンパウダー　[賞]冷蔵10日　[製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

1557

スモークチキン ■冷 
170g　632円

［原］真ダラ(アメリカ)　

［製］三陸水産(福島)

［原］真ダラ(アメリカ)　

［製］三陸水産(福島)

1709

真ダラ切り身 ■凍
２切　578円

1708

能登ブリ切り身 ■凍
100g×2　1,134円

［原］ブリ(能登・富山港)　

［製］能西水産(石川)

お届けは翌々週お届けは翌々週

1554

チキンチャーシューブロック ■冷 

210g　670円→645円
［原］鶏肉(愛知)、塩、洗糖、ブラッ

クペッパー　［賞］冷蔵10日　［製］

シガポートリー　浜松支店(静岡)

［原］鶏肉(愛知)、塩、洗糖、ブラッ

クペッパー　［賞］冷蔵10日　［製］

シガポートリー　浜松支店(静岡)

1553

鶏ハム ■冷 
160g　632円

1553

鶏ハム ■冷 
160g　632円

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パ

ン粉、長芋(国産)、卵(国産)、澱粉(国

産)、砂糖、白だし、塩、香辛料　[製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、玉ねぎ(国産)、パ

ン粉、長芋(国産)、卵(国産)、澱粉(国

産)、砂糖、白だし、塩、香辛料　[製]

シガポートリー 浜松支店(静岡)

1552

鶏つくね団子 ■凍 
300g　626円

焼き揚げ

[原]鶏肉(愛知)、たまり醤油、

醗酵調味料、砂糖、濃口醤油、

澱粉、醤油加工品、にんにく、

生姜、胡椒、塩、菜種油　[賞]

冷蔵10日　[製]シガポートリー 

浜松支店(静岡)

[原]鶏肉(愛知)、たまり醤油、

醗酵調味料、砂糖、濃口醤油、

澱粉、醤油加工品、にんにく、

生姜、胡椒、塩、菜種油　[賞]

冷蔵10日　[製]シガポートリー 

浜松支店(静岡)

1602

まぐろ中トロ ■凍

150g　1,890円→1,820円

1605

ネギトロ用すき身 ■凍

200g　1,102円→1,000円

1621

鮪のづけ丼 ■凍

150g　637円→595円

1825

スルメイカ一夜干 ■凍
1枚（100g）　432円

山陰産は全国でも有数のイカの漁場です。この時期に
獲れたスルメイカをうすい塩水で漬け込み、冷風乾燥
で生干しに仕上げました

1735

メカジキ西京漬 ■凍
50g×3　670円

1735

メカジキ西京漬 ■凍
50g×3　670円

甘辛いタレがマグロの旨みを引き立
てます。サラダなどにもどうぞ

［原］メカジキハラ身(中部太平洋・

西経海域)、味噌、醗酵調味料、洗糖

 ［製］シープロダクト(神奈川)

［原］メカジキハラ身(中部太平洋・

西経海域)、味噌、醗酵調味料、洗糖

 ［製］シープロダクト(神奈川)

CD

脂がほど良くのり、身に旨
みがある時期の紅鮭の中
から、最も美味しい紅鮭を
選びました。塩分3%

焼き

[原]鶏きも(愛知)、濃口醤

油(国産)、砂糖、味醂、たま

り醤油、生姜　[製]シガポー

トリー 浜松支店(静岡)

鶏レバーをそぎ切りにしてからオリジナルタレに漬
け込みました。甘めのたれとレバーの風味が相性
抜群です。晩ごはんの一品、おつまみにもぴったり

鶏レバーをそぎ切りにしてからオリジナルタレに漬
け込みました。甘めのたれとレバーの風味が相性
抜群です。晩ごはんの一品、おつまみにもぴったり

脂ののったサンマを冷凍
しました。焼き魚、蒲焼き、
煮魚、フライなどに

長崎産の新鮮なコノシロを有
機純米酢を使った自家製調味
液に漬け込みました。食べやす
い大きさにカットしてどうぞ

ポラーノの鶏ムネ肉を、シンプルな味付けでチャーシュー
風に煮込み仕上げました。皮を取り除いているので、
余分な脂肪分がありません

お届けは翌々週
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お
魚

練
り
物

[原]鮭、菜種油、醗酵調味料、自然塩、

醤油　［製］三陸水産(福島)

[原]鮭、菜種油、醗酵調味料、自然塩、

醤油　［製］三陸水産(福島)

［原］洗糖　［賞］冷蔵７日　［製］

いちうろこ(静岡)

［原］洗糖　［賞］冷蔵７日　［製］

いちうろこ(静岡)

2114

桜えび入り揚げかま ■冷

150g　605円
［原］ぐち(九州近海)、洗糖、桜えび(静

岡)、菜種油　［賞］冷蔵14日　［製］

いちうろこ(静岡)

［原］ぐち(九州近海)、洗糖、桜えび(静

岡)、菜種油　［賞］冷蔵14日　［製］

いちうろこ(静岡)

［原］スケトウダラすり身(北海道)、

魚肉すり身(山陰沖)、菜種油、魚

肉エキス、胡麻油、胡椒　［製］別

所蒲鉾店(島根)

2131

大判さつま揚げ ■凍
１枚　324円

2100

おさかなソーセージ ■冷
45g×2　324円

［原］細モズク(沖縄)/タレ：醤油、

洗糖、純米酢、醗酵調味料、かぼす

果汁(福岡)、酵母エキス　［製］渡

邊水産(島根)

1908

絹糸モズク(タレ付) ■凍

100g×3　486円

水産
練り物
無添加
増量剤 乳化剤 弾力剤

ＰＨ調整剤 酸化防止剤

合成保存料 離水防止剤

合成着色料 人工甘味料

メーカー別の共通原材料を
一括表記します
いちうろこ(静岡)：スケトウダラ

すり身(北海道北東沖)、馬鈴薯

澱粉(北海道)、自然塩、醗酵調

味料、鰹だし

カワノすり身店(鹿児島)：タイ

(長崎)、シイラ(沖縄)、山芋(国産)、

馬鈴薯澱粉(北海道)、洗糖、再

製塩、みりん、純米酒、鰹だし、

菜種油

別所蒲鉾店(島根)：馬鈴薯澱粉

(北海道)、甜菜グラニュー糖、再製

塩、みりん、魚醤、昆布だし、鰹だし

1936

三陸
シーフードミックス ■凍

200g　713円
［原］いか(青森、茨城)、ホタテ(青森、

北海道)、ムキエビ(マレーシア、ミャ

ンマー、インドネシア)、タコ(ベト

ナム)　［製］三陸水産(福島)

［原］いか(青森、茨城)、ホタテ(青森、

北海道)、ムキエビ(マレーシア、ミャ

ンマー、インドネシア)、タコ(ベト

ナム)　［製］三陸水産(福島)

水産
一般

［原］タカエビ(鹿児島)　

［製］鐘千(福岡)

［原］カキ(兵庫)　

［製］渡邊水産(島根)

［原］タカエビ(鹿児島)　

［製］鐘千(福岡)

1937

タカエビのむき身 ■凍
150g　1,015円

[原]真いか(青森)　

［製］三陸水産(福島)

[原]真いか(青森)　

［製］三陸水産(福島)

1933

真いかリング ■凍
250g　702円

［原］かたくちいわし（兵庫、鹿児島）、

再製塩　［製］鐘千(福岡)

1913

天日干しちりめん ■凍 
100g　670円

［原］ホタテ(北海道、青森)　

［製］三陸水産(福島)

［原］ホタテ(北海道、青森)　

［製］三陸水産(福島)

1934

お刺身ベビー
ホタテ(ボイル) ■凍

150g　810円

1934

お刺身ベビー
ホタテ(ボイル) ■凍

150g　810円

1945

レトルトあさり
120g　410円

［原］あさり（国産）　

［製］三徳(神奈川)

［原］あさり（国産）　

［製］三徳(神奈川)

［原］スケトウダラすり身(北海道)、

魚肉すり身(山陰沖)、菜種油、魚

肉エキス、胡麻油、胡椒　［製］別

所蒲鉾店(島根)

2116

たこボール ■冷
８個　329円

2116

たこボール ■冷
８個　329円

［原］たこ(北海道)、洗糖、菜種油　

［賞］冷蔵10日　［製］いちうろこ(静

岡)

［原］たこ(北海道)、洗糖、菜種油　

［賞］冷蔵10日　［製］いちうろこ(静

岡)

［原］共通原材料参照　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］共通原材料参照　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］スケトウダラすり身、ぐち、馬鈴薯澱粉、卵白、

蟹エキス（静岡）、再製塩、みりん、砂糖、紅麹色素　

［賞］冷蔵20日　［製］こだわりの味協同組合（静岡）

［原］スケトウダラすり身、ぐち、馬鈴薯澱粉、卵白、

蟹エキス（静岡）、再製塩、みりん、砂糖、紅麹色素　

［賞］冷蔵20日　［製］こだわりの味協同組合（静岡）

2176

かに風味かまぼこ ■冷
75g　346円

2176

かに風味かまぼこ ■冷
75g　346円

［原］うずら卵(愛知)、洗糖、

菜種油 ［賞］冷蔵10日　［製］

いちうろこ(静岡)

2115

うずら卵天 ■冷
４個　400円

1911

しらす干し ■凍
100g　751円

［原］かたくちいわし(兵庫)　［賞］

冷凍30日　［製］三陸水産(福島)

2100

おさかなソーセージ ■冷
45g×2　324円

2131

大判さつま揚げ ■凍
１枚　324円

2131

大判さつま揚げ ■凍
１枚　324円

人気商品人気商品

2113

いわし団子(いちうろこ) ■冷
８個　405円

［原］いわし(静岡)、ぐち(九州近海)、

洗糖、ねぎ(国産)　［賞］冷蔵7日　

［製］いちうろこ(静岡)

［原］いわし(静岡)、ぐち(九州近海)、

洗糖、ねぎ(国産)　［賞］冷蔵7日　

［製］いちうろこ(静岡)

2132

野菜天 ■凍
３枚　502円

2132

野菜天 ■凍
３枚　502円

2132

野菜天 ■凍
３枚　502円

［原］いんげん・玉ねぎ・人参(鹿児島)

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］いんげん・玉ねぎ・人参(鹿児島)

［製］カワノすり身店(鹿児島)

1943

播磨カキ ■凍
200g　670円

［原］カキ(兵庫)　

［製］渡邊水産(島根)

[原]バナナエビ(パプアニューギ

ニア)　［製］三陸水産(福島)

1931

天然バナナエビ ■凍
100g　740円

1924

鮭フレーク ■冷
90g　562円

かにの風味と、適度な歯ごたえが楽しめます。かに足
の身のようにほぐれるので、ほぐしてサラダや、天ぷら、
茶碗蒸しなどにもどうぞ

9536

75g×2　692円→670円
9536

75g×2　692円→670円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

2112

小ちくわ ■冷
30g×5　389円

2112

小ちくわ ■冷
30g×5　389円

［原］ごぼう(鹿児島)　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］ごぼう(鹿児島)　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］青のり(鹿児島)　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

［原］人参(鹿児島)　

［製］カワノすり身店(鹿児島)

2133

ごぼう天  ■凍
３枚　502円

2133

ごぼう天  ■凍
３枚　502円

2110

静岡
夏おでん種セット ■冷

5種9品　616円

2110

静岡
夏おでん種セット ■冷

5種9品　616円

2136

青のり天  ■凍
３枚　502円

2134

人参天  ■凍
３枚　502円

2136

青のり天  ■凍
３枚　502円

2134

人参天  ■凍
３枚　502円

2157

アジはんぺん ■凍
120g　416円

2157

アジはんぺん ■凍
120g　416円

［原］アジ(国産)、スケトウダラ(北

海道)　［製］別所蒲鉾店（島根）

［原］魚肉(山陰、九州)、スケトウダ

ラ(北海道)、玉ねぎ(兵庫)、菜種油

［製］別所蒲鉾店（島根）

［原］魚肉(山陰、九州)、スケトウダ

ラ(北海道)、玉ねぎ(兵庫)、菜種油

［製］別所蒲鉾店（島根）

2160

ふんわり玉ねぎ天 ■凍
120g(3枚)　416円

［原］魚肉(北海道、島根)、菜

種油　［製］別所蒲鉾店（島根）

2158

のどぐろ入り天ぷら ■凍
100g　416円

2158

のどぐろ入り天ぷら ■凍
100g　416円

山陰地方で水揚げされたのどぐろの落とし身をスケ
トウダラのすり身に練り込み、菜種油で揚げました。
ぷりぷりとした食感で食べごたえがあります

リング状イカとゲソの便
利な詰め合わせ
リング状イカとゲソの便
利な詰め合わせ

［原］茎わかめ（鳴門）、食塩

［製］芝原水産(徳島)

［原］茎わかめ（鳴門）、塩　

［製］芝原水産(徳島)

1904

鳴門産生わかめ ■冷
150g　508円

1912

しらすちりめん ■冷
70g　778円

［原］かたくちいわし（兵庫）　

［製］三陸水産(福島)

［原］かたくちいわし（兵庫）　

［製］三陸水産(福島)

［原］うずら卵(国産)、たこ(国

産)、ごぼう(国産)、洗糖、菜

種油　［賞］冷蔵10日　［製］

いちうろこ(静岡)

食感の良いタコを練り込
みました
食感の良いタコを練り込
みました

駿河湾産桜えびを練り
込みました
駿河湾産桜えびを練り
込みました

2165

生ちくわ
だんだんだんだん ■凍

４本　389円
［原］魚肉(山陰、九州)、スケトウダ

ラ(北海道)　［製］別所蒲鉾店（島根）

2169

魚ぎょっと骨入バーグ ■凍
120g　416円

[原]魚肉落とし身(山陰、九州)、玉

ねぎ(国産)、蒲鉾(島根)、魚肉すり

身(山陰、九州)、スケトウダラ(北海

道)、有機白味噌、菜種油　［製］別

所蒲鉾店（島根）

[原]魚肉落とし身(山陰、九州)、玉

ねぎ(国産)、蒲鉾(島根)、魚肉すり

身(山陰、九州)、スケトウダラ(北海

道)、有機白味噌、菜種油　［製］別

所蒲鉾店（島根）
魚の新鮮な美味しさと弾力を活
かし、保存料は一切使用せずに
焼き上げました。「だんだんだん
だん」とは、出雲で「ありがとう」を
意味する言葉です

人気商品

その日に獲れた宍道湖産大和しじみ
を砂抜き・冷凍。味付けは味噌だけ
で十分、びっくりするほど出汁が出ます。
冷凍のまま調理できます

［原］しじみ（宍道湖）　［製］渡邊水産(島根)

1941

宍道湖の

大和しじみ ■凍 
180g　454円

9527

180g×2　908円→864円
9527

180g×2　908円→864円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

1832

トビウオ開き ■凍
1尾(130g)　324円

［原］トビウオ(島根)、塩水　

［製］渡邊水産(島根)

プリッとした歯応え。和え
物や炒め物にも
プリッとした歯応え。和え
物や炒め物にも

［原］洗糖、卵白　［賞］冷蔵14日　

［製］いちうろこ(静岡)

［原］洗糖、卵白　［賞］冷蔵14日　

［製］いちうろこ(静岡)

2111

白かまぼこ ■冷
150g　502円

駿河湾で獲れた新鮮な
いわしを使って作りました
駿河湾で獲れた新鮮な
いわしを使って作りました

宮古島産細モズク。通常は35cmで刈
り取りますが、絹糸モズクは20cm未満
で刈り取っています。芽の揃ったなめら
かな食感。タレは別添なので、汁物や
かき揚げにも使えます

兵庫・播磨灘海域のカキは、山
からの豊富な栄養分に育まれ
1年で大きく育ちます。身はふっ
くらプリプリ。濃厚な味わいです

パプアニューギニアのきれ
いな海で捕獲されたバナナ
エビです。やや小振りですが、
身は甘く、プリプリとやわら
かな食感が楽しめます

いちうろこの人気の夏版おでん種セット。春～夏にかけ
ては、焼いたり、炙ったりしてどうぞ

［原］わかめ芽かぶ(三陸)　［製］三

陸水産(福島)

1906

生芽かぶとろろ ■凍
100g　265円

芽かぶをボイルして刻みました芽かぶをボイルして刻みました

スケトウダラすり身とうずらの卵のまろやかさがマッ
チ。おでんの具や、炙って食べたり、そのままお弁当
のおかずにもどうぞ

スケトウダラすり身とうずらの卵のまろやかさがマッ
チ。おでんの具や、炙って食べたり、そのままお弁当
のおかずにもどうぞ

すり身に刻んだ青のりを混ぜ、磯の香り豊かに仕上げま
した。そのまま食べるほか、スライスして炒め物や煮物
などにもどうぞ。網焼きにすると青のりの風味が増します

昔ながらの製法の石臼挽きすり身に、人参を練り合わ
せて国産菜種油で揚げました。おでんや煮物によく合
います。塩コショウで焼いたり、酢の物にしてもどうぞ
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冷
凍
食
品

の
り
・
乾
物
・
缶
詰

食物繊維
が豊富。酢
の物、中華
料理、汁の
実、炒め物
などに

食物繊維
が豊富。酢
の物、中華
料理、汁の
実、炒め物
などに

［原］芽ひじき(長崎)

［製］三陸水産(福島)

［原］あおさのり(伊勢湾）　

［製］遠忠食品（東京）

［原］小麦粉(北

海道、九州)、グ

ルテン(オース

トラリア)　［製］

坂利製麺所(奈良)

一番美味し
くなる12月
に収穫した
黒海苔の
みを使用

2326

おつゆ麩
30g　194円

［原］小麦粉(北

海道、九州)、グ

ルテン(オース

トラリア)　［製］

坂利製麺所(奈良)

一番美味し
くなる12月
に収穫した
黒海苔の
みを使用

2301　
焼のり全型

10枚　572円
［原］黒のり(宮城)　

［製］三陸水産(福島)

［原］黒のり(宮城)　

［製］三陸水産(福島)

豊かな磯
の香りと
独特の歯
ごたえが
あります

［原］黒のり(宮城)　

［製］三陸水産(福島)

［原］黒のり(宮城)　

［製］三陸水産(福島)

2302

焼のり半型
20枚　572円

12月に収穫
した黒海苔
のみを使っ
た、香り高い
焼のり

2315

芽ひじき
50g　745円

［原］芽ひじき(長崎)

［製］三陸水産(福島)

［原］まぐろ(南太平洋）、野菜エキス

［製］かもめや(静岡)

［原］まぐろ(南太平洋）、野菜エキス

［製］かもめや(静岡)

2352

ツナフレーク(水煮缶)
無塩

80g×4　1,037円

2303

有明一番摘み焼のり
全形20枚　940円

［原］のり（有明海産秋芽一番摘み）

［製］成清海苔店(福岡)

［原］のり（有明海産秋芽一番摘み）

［製］成清海苔店(福岡)

2308

あおさのり
18g　670円

［原］あおさのり(伊勢湾）　

［製］遠忠食品（東京）

［原］有機トマ

ト(イタリア)、

有機トマト

ジュース(イ

タリア)　［製］

光食品(徳島)

2347

Cascinale
オーガニックホールトマト

400g　313円

のり
・
乾物
・
缶詰

ぷりっとし
た食感と、
原木椎茸
の豊かな
香り

ぷりっとし
た食感と、
原木椎茸
の豊かな
香り

2332

乾ししいたけ
40g　691円

［原］椎茸(島根)　

［製］吉田ふるさと村(島根)

［原］椎茸(島根)　

［製］吉田ふるさと村(島根)

2351

ツナフレーク(油漬缶)
80g×4　1,037円

［原］まぐろ(南太平洋）、野菜エキ

ス(国産）、再製塩、菜種油　［製］か

もめや(静岡)

［原］有機とうもろこし(タイ)、食塩

［製］アリサン(埼玉)

2345

有機スイートコーン缶
125g(固形量81g)　184円

国産天草100%。
伝統製法でつ
くった寒天

2321

ポラーノの寒天
２本　518円

［原］天草(静岡、高知、

和歌山、千葉、三重、

愛媛、大分)　［製］

マツキ(長野)

［原］ひじき（山口）　

［製］祝島市場(山口)

［原］ひじき（山口）　

［製］祝島市場(山口)

2316

祝島ひじき
50g　594円

［原］わかめ(三陸)　

［製］三陸水産(福島)

2313

カットわかめ
50g　821円

［原］わかめ(三陸)　

［製］三陸水産(福島)

漁最盛期
の3～4月
に採れた
わかめ

漁最盛期
の3～4月
に採れた
わかめ

消泡剤や膨
軟剤を使わ
ずにつくった
高野豆腐

2324

高野豆腐
6枚　432円

［原］大豆(秋田、長野、

滋賀、山口、福井)、

にがり　

［製］オーサワ(東京)

［原］小麦粉(岩手)、小麦グルテン(北

海道)　［製］星六(新潟)

直径約5セン
チの使いや
すいサイズ。
絶妙な火加
減で焼き上
げました

直径約5セン
チの使いや
すいサイズ。
絶妙な火加
減で焼き上
げました

2328

星六の国産原料車麩
110g　626円

［原］小麦粉(岩手)、小麦グルテン(北

海道)　［製］星六(新潟)

2337

国産きくらげ
20g　605円

［原］あらげきくらげ(大分)　

［製］バイオコスモ(神奈川)

［原］あらげきくらげ(大分)　

［製］バイオコスモ(神奈川)

2348

国産100%みかん
缶詰

295g　450円
［原］みかん(愛媛)、みかんストレー

トジュース(愛媛)、洗糖、かぶす果

汁(国産)　［製］こだわりの味協同

組合(静岡)

［原］みかん(愛媛)、みかんストレー

トジュース(愛媛)、洗糖、かぶす果

汁(国産)　［製］こだわりの味協同

組合(静岡)

味噌汁や麺類、酢の物、
冷奴、納豆などに
味噌汁や麺類、酢の物、
冷奴、納豆などに

シンプルに塩のみで仕上
げた薄味のホールコーン缶

アミノ酸含
有量が最も
多い秋芽の
みを使用

アミノ酸含
有量が最も
多い秋芽の
みを使用

［原］馬鈴薯澱粉(北海道)、甘藷澱粉

(鹿児島)　［製］金正食品(奈良)

［原］馬鈴薯澱粉(北海道)、甘藷澱粉

(鹿児島)　［製］金正食品(奈良)

2320

ポラーノの春雨
100g　324円

［原］がごめ昆布(北

海道)、真昆布(北

海道)、わかめ(国

産)、めかぶ(国産)、

もずく(沖縄)、白

茎わかめ(九州)、

ふのり(九州)、茎

わかめ(九州)、赤

とさか(九州)　［製］

道南伝統食品協

同組合(北海道)

［原］がごめ昆布(北

海道)、真昆布(北

海道)、わかめ(国

産)、めかぶ(国産)、

もずく(沖縄)、白

茎わかめ(九州)、

ふのり(九州)、茎

わかめ(九州)、赤

とさか(九州)　［製］

道南伝統食品協

同組合(北海道)

2319

ねばねば海藻サラダ
30g　583円

2319

ねばねば海藻サラダ
30g　583円

人気商品

極寒に二
度干しし、
自然な美
味しさに仕
上げました

［原］有機大根(滋賀、和歌山) 

［製］王隠堂農園(奈良)

［原］有機大根(滋賀、和歌山) 

［製］王隠堂農園(奈良)

2331

有機切り干し大根
30g　292円

CD

［原］ひじき(長崎)
［製］三陸水産(福島)
［原］ひじき(長崎)
［製］三陸水産(福島)

2314

ひじき
40g　648円

しっかりとし
た食感の
長崎産ひ
じきを釜茹
でしました

しっかりし
た歯ごた
えの煮崩
れしにく
い春雨

2286

畑の肉を使った
メンチカツ ■凍

　 4個　589円
［原］キャベツ(国産)、大豆ミート(佐

賀・大分・福岡)、パン粉、小麦粉(国産)、

片栗粉(国産)、再製塩、胡椒、菜種

油　［製］クックたかくら(東京)

お届けは翌々週

温め PODの野菜を使用した
国産大豆ミートの惣菜

たっぷりのキャベツを使用。外側は
サクサク、中側は大豆ミートとキャ
ベツのふわふわの食感 動物性原料

不使用

ひじきの若芽のみをで作られるシー
ズンパックです。薪火によるやわ
らかな火力を使い大鍋で茹であげ、
浜風と太陽の恵みで風味豊か
に仕上げました

完熟した愛媛産温州みか
んを、みかんストレート果汁
と粗糖のシロップに漬けまし
た。内皮は手作業で除去し
ています

国産小麦粉を使い、伝統
的な製法で焼き上げました。
味噌汁、おすまし、煮物、酢
の物などに

国産農畜産物使用
国内製造

冷凍
食品

2221

鉄板焼き
八甲鴨ハンバーグ ■凍

160g　518円

温め

［原］鴨肉(青森）、玉ねぎ(北海道、兵庫、長崎）、パン粉、鶏卵

(秋田）、再製塩、胡椒、ナツメグパウダー　［製］千葉産直サー

ビス(千葉)

［原］鴨肉(青森）、玉ねぎ(北海道、兵庫、長崎）、パン粉、鶏卵

(秋田）、再製塩、胡椒、ナツメグパウダー　［製］千葉産直サー

ビス(千葉)

9539　160g×2

1,036円→1,015円

9543　180g(10個)×2

1,112円→1,075円

2245

房総もち豚ぎょうざ ■凍
180g(10個)　556円

9543　180g(10個)×2

1,112円→1,075円

健康的に育った房総もち豚の挽肉と国産野菜をバラン
スよく混ぜた餡を、国産小麦で作った皮で包みました

焼き

［原］豚肉(千葉）、小麦粉、もち米澱粉、キャベツ、ニラ、

玉ねぎ、にんにく、長ねぎ、生姜、粗糖、菜種油、ごま油、

醤油、自然塩、胡椒　［製］千葉産直サービス(千葉)

2245

房総もち豚ぎょうざ ■凍
180g(10個)　556円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

温め

［原］鶏肉(茨城)、小麦粉、馬鈴薯澱

粉、自然塩、酒、生姜、粗糖、にんにく、

菜種油、醤油、たまり醤油　［製］

千葉産直サービス(千葉)

［原］鶏肉(茨城)、小麦粉、馬鈴薯澱

粉、自然塩、酒、生姜、粗糖、にんにく、

菜種油、醤油、たまり醤油　［製］

千葉産直サービス(千葉)

2227　ノンフライ
若鶏和風から揚げ ■凍

180g　486円

温め

2224

もち豚しゅうまい ■凍
180g(６個)　562円

ふっくらボリュームのある大きさで、食
べ応えあります。しっかりとした味付け

動物性原料
不使用

2285

有機豆腐の
ハンバーグ ■凍

4個　578円

2285

有機豆腐の
ハンバーグ ■凍

4個　578円

温め
動物性原料
不使用

［原］有機豆腐(北海道・秋田・青森

産大豆使用)、人参、椎茸、玉ねぎ、

パン粉、小麦粉、片栗粉、出汁(玉ねぎ・

人参・セロリ使用)、菜種油、再製塩、

胡椒　［製］

クックたか

くら(東京)

［原］有機豆腐(北海道・秋田・青森

産大豆使用)、人参、椎茸、玉ねぎ、

パン粉、小麦粉、片栗粉、出汁(玉ねぎ・

人参・セロリ使用)、菜種油、再製塩、

胡椒　［製］

クックたか

くら(東京)

お届けは翌々週お届けは翌々週2281

有機豆乳使用
マカロニグラタン ■凍
　180g　637円

2281

有機豆乳使用
マカロニグラタン ■凍

　180g　637円

動物性原料
不使用

温め

［原］有機豆乳(国産)、小麦粉(国産)、マカロニ、大豆

ミート(佐賀・大分・福岡)、玉ねぎ(国産)、有機ホー

ルトマト、出汁(キャベツ・玉ねぎ・人参・セロリ使用)、

白味噌、醗酵調味料、醤油、有機トマトケチャップ、

有機ウスターソー

ス、再製塩、胡椒、菜

種油、にんにく(国産)、

人参・セロリ(国産)

［製］クックたかく

ら(東京)

［原］有機豆乳(国産)、小麦粉(国産)、マカロニ、大豆

ミート(佐賀・大分・福岡)、玉ねぎ(国産)、有機ホー

ルトマト、出汁(キャベツ・玉ねぎ・人参・セロリ使用)、

白味噌、醗酵調味料、醤油、有機トマトケチャップ、

有機ウスターソー

ス、再製塩、胡椒、菜

種油、にんにく(国産)、

人参・セロリ(国産)

［製］クックたかく

ら(東京)

お届けは翌々週

［原］豚肉(千葉)、有機玉ねぎ、馬鈴

薯澱粉、生姜、海の精、粗糖、にんに

く、小麦粉　［製］千葉産直サービ

ス(千葉)

［原］豚肉(千葉)、有機玉ねぎ、馬鈴

薯澱粉、生姜、海の精、粗糖、にんに

く、小麦粉　［製］千葉産直サービ

ス(千葉)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

2284

畑の肉を使った
ベジミートボール ■凍 

10個　560円

温め

［原］大豆ミート(佐賀、大分、福岡)、

キャベツ(国産)、玉ねぎ(国産)、小麦

粉(国産)、パン粉、醤油、醗酵調味料、

根生姜(国産)、菜種油、再製塩、胡椒

［製］クッ

クたかく

ら(東京)

［原］大豆ミート(佐賀、大分、福岡)、

キャベツ(国産)、玉ねぎ(国産)、小麦

粉(国産)、パン粉、醤油、醗酵調味料、

根生姜(国産)、菜種油、再製塩、胡椒

［製］クッ

クたかく

ら(東京)

2284

畑の肉を使った
ベジミートボール ■凍 

10個　605円

お届けは翌々週

［原］鶏肉(茨城、栃木)、有機玉ねぎ、

鶏皮(茨城)、卵、パン粉、鴨脂(青森)、

自然塩、有機胡椒　［製］千葉産直

サービス(千葉)

［原］鶏肉(茨城、栃木)、有機玉ねぎ、

鶏皮(茨城)、卵、パン粉、鴨脂(青森)、

自然塩、有機胡椒　［製］千葉産直

サービス(千葉)

2222

ふっくらチキンバーグ ■凍
160g(2個)　475円

健康に飼育した鶏の挽肉と国産有機玉ねぎで
つくった調理済みハンバーグ。隠し味に鴨脂を加
え、味に深みを出しました。肉汁を逃がさないよう、
スチームコンベクションで焼き上げてあります

温め

揚げ

2255

鮪ハチの身串カツ ■凍
30g×4　540円

[原］まぐろ(中部太平洋)、パン粉、

小麦粉、昆布出汁、再製塩、洗糖　

［製］シープロダクト(神奈川)

[原］まぐろ(中部太平洋)、パン粉、

小麦粉、昆布出汁、再製塩、洗糖　

［製］シープロダクト(神奈川)

焼き 動物性原料
不使用

［原］大豆ミート(佐賀、大分、福岡)、

キャベツ、玉ねぎ、小麦粉、パン粉、

醤油、醗酵調味料、根生姜、菜種油、

再製塩、胡椒

［製］クッ

クたかく

ら(東京)

［原］大豆ミート(佐賀、大分、福岡)、

キャベツ、玉ねぎ、小麦粉、パン粉、

醤油、醗酵調味料、根生姜、菜種油、

再製塩、胡椒

［製］クッ

クたかく

ら(東京)

2283

畑の肉を使ったちっちゃな
ベジハンバーグ ■凍

6個　551円

2243

興農手作り
生ミニハンバーグ ■凍

35g×5　810円→780円
［原］牛肉(北海道）、豚肉(北海道）、

玉ねぎ、卵、パン粉、塩、胡椒、ラー

ド　［製］知床興農ファーム(北海道)

［原］牛肉(北海道）、豚肉(北海道）、

玉ねぎ、卵、パン粉、塩、胡椒、ラー

ド　［製］知床興農ファーム(北海道)

温め
動物性原料
不使用

［原］有機豆乳(国産)、小麦粉(国産)、人

参(国産)、いんげん(国産)、とうもろこ

し(国産)、出汁(キャベツ・玉ねぎ・人参・

セロリ使用)、パン粉、菜種油、再製塩、

胡椒　［製］

クックたか

くら(東京)

［原］有機豆乳(国産)、小麦粉(国産)、人

参(国産)、いんげん(国産)、とうもろこ

し(国産)、出汁(キャベツ・玉ねぎ・人参・

セロリ使用)、パン粉、菜種油、再製塩、

胡椒　［製］

クックたか

くら(東京)

2282

有機豆乳使用
クリームコロッケ ■凍

　 4個　664円

お届けは翌々週

焼き焼き

食べやすいミニサイズの
ハンバーグ、おかずはもち
ろん、お弁当にもぴったり

食べやすいミニサイズの
ハンバーグ、おかずはもち
ろん、お弁当にもぴったり

2225

房総もち豚・
ニラまんじゅう ■凍

168g(6個)　589円

2225

房総もち豚・
ニラまんじゅう ■凍

168g(6個)　589円
［原］豚肉(千葉)、ニラ(国産)、キャベツ(国

産)、玉ねぎ(国産)、椎茸(国産)、馬鈴薯

澱粉、長ねぎ(国産)、ごま油、粗、醤油、

オイスターソース、生姜(国産)、チキン

エキス、にんにく(国産)、昆布エキス、

自然塩、胡椒、皮(国産小麦、塩)　［製］

千葉産直サービス(千葉)

［原］豚肉(千葉)、ニラ(国産)、キャベツ(国

産)、玉ねぎ(国産)、椎茸(国産)、馬鈴薯

澱粉、長ねぎ(国産)、ごま油、粗、醤油、

オイスターソース、生姜(国産)、チキン

エキス、にんにく(国産)、昆布エキス、

自然塩、胡椒、皮(国産小麦、塩)　［製］

千葉産直サービス(千葉)

お届けは翌々週 2241

興農 手作り
ジャンボハンバーグ ■凍

400g　1,350円
［原］牛肉(北海道）、豚肉(北海道）、玉ね

ぎ、卵、パン粉、塩、ラード、胡椒　［製］

知床興農ファーム(北海道)

お届けは翌々週

焼き
皮の中にたっぷり入った豚肉と新
鮮なニラの風味をお楽しみください

ボリューム感たっぷり、
肉汁があふれる
ジューシーな味わい

ボリューム感たっぷり、
肉汁があふれる
ジューシーな味わい

No.226～227の
お楽しみ商品

No.226～227の
お楽しみ商品
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ル
ウ
・
ス
ー
プ

だ
し
・
削
り
節
・
昆
布

の
り
・
乾
物
・
缶
詰

一袋あたり
150～
200ml分

だし
・

削り節
・
昆布

ルウ
・

スープ

2505

オーガニックハヤシルゥ
115g　594円

［原］有機小麦粉、有機パーム油、有機トマトペー

スト、有機砂糖、有機オニオンパウダー、有機

豆味噌、再製塩、赤ワ

イン、有機ココアパ

ウダー、有機ウスター

ソース、有機ブラッ

クペッパー、有機シ

ナモン、有機ナツメグ、

有機クローブ、有機

ガーリック　［製］井

上スパイス(埼玉)

［原］小麦粉(北海道)、パーム油、菜種油、

脱脂粉乳、再製塩、酵母エキス、粗糖、

香辛料　［製］日本食品工業(鳥取)

2502

ホワイトシチュー(固形)
115g×2　486円

１パック６人前１パック６人前

 2405

りせん・にのおだし
7g×10　880円

 2406

りせん・さんのおだし
7g×10　880円

 2405

りせん・にのおだし
7g×10　950円

［原］鰹節(鹿児島）、いりこ(瀬戸内

海産)、利尻昆布(北海道)　［製］り

せん(北海道)

 2406

りせん・さんのおだし
7g×10　950円

［原］鰹節(鹿児島）、うるめ節(熊本）、

利尻昆布(北海道）、椎茸(宮崎）、

鮪節(鹿児島)　［製］りせん(北海道)

［原］鰹節(鹿児島）、うるめ節(熊本）、

利尻昆布(北海道）、椎茸(宮崎）、

鮪節(鹿児島)　［製］りせん(北海道)

500mlの
水に対し
1パック
が目安

500mlの
水に対し
1パック
が目安

厳選素材
をブレンド
しただし
パック

厳選素材
をブレンド
しただし
パック

2411
鰹節屋の

合わせだしパック
7g×5　259円

［原］乳糖、再製塩、酵母エキス粉末、

甜菜グラニュー糖、昆布粉末（北

海道）、椎茸粉末（群馬）　［製］POD

（東京)

［原］乳糖、再製塩、酵母エキス粉末、

甜菜グラニュー糖、昆布粉末（北

海道）、椎茸粉末（群馬）　［製］POD

（東京)

2403

だしの素<昆布椎茸>
　5g×12　605円

使いやすい
小分けタイ
プで、手軽
に本格だし
がとれます

［原］乳糖、再製塩、酵母エキス粉末、

甜菜グラニュー糖、昆布粉末（北

海道）、鰹粉末（静岡）、椎茸粉末（群

馬）　［製］POD（東京)

2402　
だしの素<かつお>

5g×12　605円
［原］乳糖、再製塩、酵母エキス粉末、

甜菜グラニュー糖、昆布粉末（北

海道）、鰹粉末（静岡）、椎茸粉末（群

馬）　［製］POD（東京)

原料を微粉末
加工してその
ままブレンドし、
自然な風味を
活かしました

原料を微粉末
加工してその
ままブレンドし、
自然な風味を
活かしました

［原］鶏がら、再製塩、有機醤油、洗糖、

有機玉ねぎ、有機人参、有機キャ

ベツ、有機セルリー、香辛料　［製］

光食品(徳島）

［原］鶏がら、再製塩、有機醤油、洗糖、

有機玉ねぎ、有機人参、有機キャ

ベツ、有機セルリー、香辛料　［製］

光食品(徳島）

2507

チキンコンソメ
10g×８　540円

2432

日高昆布
200g　1,058円

[原]みついし昆布(北海道)

[製]道南伝統食品協同組

合(北海道)

[原]みついし昆布(北海道)

[製]道南伝統食品協同組

合(北海道)

繊維質が柔ら
かで煮上がり
が早く、お惣
菜におすすめ

お湯を注いでかき混ぜるだけお湯を注いでかき混ぜるだけ

［原］しじみ(島根）、かつお昆布抽出液、

味噌、有機ねぎ(島

根）、かつお風味調

味料、酵母エキス、

発酵調味料、鰹節、

酸化防止剤(ビタミ

ンＣ、ビタミンＥ）

［製］天野実業(岡山)

［原］しじみ(島根）、かつお昆布抽出液、

味噌、有機ねぎ(島

根）、かつお風味調

味料、酵母エキス、

発酵調味料、鰹節、

酸化防止剤(ビタミ

ンＣ、ビタミンＥ）

［製］天野実業(岡山)

2533

宍道湖しじみの
赤だししじみ汁
15.5g×5　1,026円

［原］有精卵(島根)、甜菜糖、塩、有機醤油、昆布エキス、

澱粉、発酵調味料、鰹節エキス、乾燥椎茸(国産)、乾燥ね

ぎ(タイ)、ローストオニオン(国産)、乾燥わかめ(中国)、

香辛料　［製］コロコロの舎(島根)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得有精卵 玉子スープ

2531 

7.8g×6　1,080円
9214　7.8g×6×2　

2,160円→2,095円

自然に恵まれた奥出雲で育った平飼い
鶏の有精卵を使ったフリーズドライスープ

［原］有機玉ねぎ、有機人参、有機トマト、

有機にんにく、有機牛肉、有機トマトペー

スト、有機トマ

トケチャップ、

有機ウスター

ソース、馬鈴薯

澱粉、再製塩、

有機砂糖、有機

オリーブ油、香

辛料　［製］光

食品(徳島)

2509

有機ミートソース
(レトルト)

140g　313円

１人前

［原］鰹荒本節、風味強化鰹節、宗

田鰹節、さば節　［製］新丸正(静岡)

2415

料理の決め手
100g　497円

［原］真昆布(北海道)、醤油、甜菜糖、

再製塩、米酢 ［製］道南伝統食品組

合(北海道)

［原］真昆布(北海道)、醤油、甜菜糖、

再製塩、米酢 ［製］道南伝統食品組

合(北海道)

2425

塩吹きこんぶ(真昆布)
30g　346円

塩もみや
サラダ、パ
スタなどに

2423

北海道とろろ昆布
40g　324円

[原]真昆布(北海道)、がごめ昆布(北

海道)、純米酢　［製］道南伝統食品

協同組合(北海道)

[原]真昆布(北海道)、がごめ昆布(北

海道)、醸造酢　［製］道南伝統食品

協同組合(北海道)

香り、呈味力（コク・のび）
が強く、お吸い物などに
香り、呈味力（コク・のび）
が強く、お吸い物などに

［原］鰹節　［製］新丸正(静岡)

2416

鰹平削り
40g　308円

［原］真いわし（銚子沖）、自然塩、

酒　［製］千葉産直サービス(千葉)

2376

いわしの白焼き風
100g　400円

2374

焼き塩さば
100g　400円

［原］さば（銚子北東沖）、海の精、

酒　［製］千葉産直サービス(千葉)

［原］さば（銚子北東沖）、海の精、

酒　［製］千葉産直サービス(千葉)

香りの良い
上品な出汁がとれます
香りの良い
上品な出汁がとれます

［原］いわし(千葉沖）、再製塩、米酢

［製］千葉産直サービス(千葉)

［原］いわし(千葉沖）、再製塩、米酢

［製］千葉産直サービス(千葉)

2360

とろイワシ水煮缶
190g　432円

2526

カレーの壺
チキンカレー
辛口(レトルト)
180g　421円  　  

2525

カレーの壺
ポークカレー
中辛(レトルト)
180g　421円  　  

［原］なす、玉ねぎ、豚肉、オー

ガニックココナッツミルク、

トマトペースト、オーガニッ

クココナッツオイル、香辛料、

オーガニック乾燥ココナッ

ツ、米、塩、酢　［製］プレスオー

ルターナティブ(東京)

2527

カレーの壺
キーマカレー
辛口(レトルト)

180g　421円
［原］オーガニック

ココナッツミルク、

鶏肉、香辛料、トマ

トペースト、オー

ガニックココナッ

ツオイル、玉ねぎ、

米、粗糖、塩　［製］

プレスオールター

ナティブ(東京)

［原］かたくちいわし(大分）、塩　

［製］豊永長六商店(大分)

［原］かたくちいわし(大分）、塩　

［製］豊永長六商店(大分)

2413

煮干し(大分産) ■冷

150g　545円

2413

煮干し(大分産) ■冷

150g　589円

雑 味 が
少 なく、
旨み豊富

雑 味 が
少 なく、
旨み豊富

すっきりと
した上品
な味わい

［原］鰹荒節、割宗田、さば節　

［製］新丸正(静岡)

2414

中厚削り節
100g　421円

旨みとコクの
強い出汁がとれます
旨みとコクの
強い出汁がとれます

2593

ベジタブルカレー
中辛(レトルト)

210g　319円

CDCD CD

10種類以上の香辛
料にチャツネも加え、
香り高く仕上げました

[原］玉ねぎ・人参・じゃが芋(北海道)、生

姜(高知)、にんにく(青森)、べに花油、小麦

粉(国産)、トマトケチャップ、カレー粉、

甜菜糖、醤油、野菜エキス、チャツネ、酵

母エキス、塩、香辛料　［製］創健社(神奈川)

10種類以上の香辛
料にチャツネも加え、
香り高く仕上げました

[原］玉ねぎ・人参・じゃが芋(北海道)、生

姜(高知)、にんにく(青森)、べに花油、小麦

粉(国産)、トマトケチャップ、カレー粉、

甜菜糖、醤油、野菜エキス、チャツネ、酵

母エキス、塩、香辛料　［製］創健社(神奈川)

［原］鰹節、煮

干(瀬戸内)、さ

ば節、宗田節、

昆布(北海道)、

椎茸(静岡)　

［製］新丸正(静

岡)

2412

あごだしパック
10g×9　660円

［原］とびう

お煮干し(長

崎、熊本)　

［製］こだわ

りの味協同

組合(静岡)

無漂白のティー
バッグタイプ
無漂白のティー
バッグタイプ

2522

カレーの壺ミディアム
220g　580円

2522

カレーの壺ミディアム
220g　626円

[原］醸造酢、塩、タマリンド、生姜、玉ねぎ、唐辛子、

にんにく、米、コリアンダー、乾燥ココナッツ、ココ

ナッツオイル、ターメ

リック、カレーリーフ、

クミン、クローブ、胡

椒、フェンネルシード、

シナモン、フェネグ

リーク、マスタード、レ

モングラス、カルダモ

ン、スクリューパイン

［製］プレスオールター

ナティブ（東京）

[原］醸トマトペースト、醸造酢、レモングラス、食

塩、玉ねぎ、米、にんにく、生姜、ココナッツオイル、

乾燥ココナッツ、ガランガル、モリンガリーフ、チ

リ、ガルシニア、ライムリーフ、コリアンダー、カ

レーリーフ、クミン、フェ

ンネルシード、マスター

ド、フェネグリーク、ター

メリック、クローブ、シナ

モン、胡椒、カルダモン、

スクリューパイン

［製］プレスオールターナ

ティブ（東京）

[原］醸トマトペースト、醸造酢、レモングラス、食

塩、玉ねぎ、米、にんにく、生姜、ココナッツオイル、

乾燥ココナッツ、ガランガル、モリンガリーフ、チ

リ、ガルシニア、ライムリーフ、コリアンダー、カ

レーリーフ、クミン、フェ

ンネルシード、マスター

ド、フェネグリーク、ター

メリック、クローブ、シナ

モン、胡椒、カルダモン、

スクリューパイン

［製］プレスオールターナ

ティブ（東京）

［原］まいわし（銚子沖）、菜種油、ロー

リエエキス(静岡)　［製］千葉産直

サービス(千葉)

［原］まいわし（銚子沖）、菜種油、ロー

リエエキス(静岡)　［製］千葉産直

サービス(千葉)

2353

オイルサーディン
100g　410円

CD

そのまま食べても、パスタ、カナッペ、ピザ、

サラダ、丼などの調理用にも。真いわし
の味のしみた良質油は、オリーブオイル
のようにも使用できます

2434

真昆布
100g　950円

[原]真昆布(北海道)

[製]道南伝統食品

協同組合(北海道)

肉厚も十分な
二年もの。香
り高く甘みの
ある澄んだ出
汁がとれます

旨みがあり、
味が濃く香り
高い透明な
澄んだ出汁
がとれます

［原］利尻昆布(北海道)

［製］道南伝統食品協同組合(北海道)

［原］利尻昆布(北海道)

［製］道南伝統食品協同組合(北海道)

2433

利尻昆布 

100g　1,123円

CD

奄美大島産の生うこんをたっぷり使用。25種類の香辛料

を使った、調理しやすいフレークタイプのルゥ。６～８皿分

[原］共通：小麦粉(北海道)、パーム油、自然塩、ラード、カレー粉、オニオンパ

ウダー、トマトペースト、粗糖、うこんペースト、ポークエキス、にんにくペー

スト、ジンジャーパウダー、ガラムマサラ、酵母エキス、ウスターソース、

セロリーパウダー／中辛：黒胡椒�／甘口：蜂蜜／ちびっ子：蜂蜜、黒糖

[製］井上スパイス(埼玉)

奄美カレー(フレーク)

2514　ちびっこ　200g　432円
2513　甘口　200g　410円
2512　中辛　200g　410円
奄美カレー(フレーク)

2514　ちびっこ　200g　432円
2513　甘口　200g　410円
2512　中辛　200g　410円

CD

辛味はなく、
豊かな香味
で料理を美
味しくします

2518

オーガニックガラムマサラ
20g　486円

［原］有機クミン、有機コリアンダー、

有機シナモン、有機ナツメグ、有

機クローブ、有機カルダモン　［製］

井上スパイス(埼玉)

［原］有機クミン、有機コリアンダー、

有機シナモン、有機ナツメグ、有

機クローブ、有機カルダモン　［製］

井上スパイス(埼玉)

CD

本枯節の削り
節の小分け
パック

［原］鰹本枯節　

［製］新丸正(静岡)

2419

駿河ふぶき
4g×10　583円

［原］さば(千葉ほか)、塩、純米酢

［製］千葉産直サービス(千葉)

2366

とろさば水煮缶
180g　450円

2366

とろさば水煮缶
180g　486円

［原］真いわし(銚子沖)、粗糖、醤油

［製］千葉産直サービス(千葉)

2358

ミニとろいわし缶
100g　324円

2367

とろさばみそ煮缶
180g　450円

［原］さば(千葉ほか)、味噌、粗糖、

醤油　［製］千葉産直サービス(千葉)

2367

とろさばみそ煮缶
180g　486円

脂がのって旨味が増す旬のさばの
中から約400ｇ以上のものを厳選
し、シーズンパックしました。しっとりと
した甘さとコクのある味噌ダレと、脂
ののったさばが相性抜群

脂がのって旨味が増す旬のさばの
中から約400ｇ以上のものを厳選
し、シーズンパックしました。しっとりと
した甘さとコクのある味噌ダレと、脂
ののったさばが相性抜群

2378

大人の蒲焼(さんま)
100g　486円

［原］さんま(北海道・三陸沖)、醤油、

麦芽水飴、粗糖、醗酵調味料、昆布

だし、馬鈴薯澱粉(北海道)、粉山椒(和

歌山)　［製］千葉産直サービス(千葉)

［原］さんま(北海道・三陸沖)、醤油、

麦芽水飴、粗糖、醗酵調味料、昆布

だし、馬鈴薯澱粉(北海道)、粉山椒(和

歌山)　［製］千葉産直サービス(千葉)

北海道利尻島の昆布に鹿児
島産の荒節、本枯節をブレンド
しただしパックです。お吸物、
だし巻き卵、茶碗蒸しなどに

［原］鰹節(鹿児島）、利尻昆布(北海道)

［製］りせん(北海道)

 2404

りせん・いちのおだし
7g×10　950円

CD

旬の脂ののったさんまを直火焼きし、特製
ダレと山椒を効かせました。骨まで柔らかく、
香ばしくピリリと甘辛い大人の味わい

旬の脂ののったさんまを直火焼きし、特製
ダレと山椒を効かせました。骨まで柔らかく、
香ばしくピリリと甘辛い大人の味わい

［原］オリゴ糖、再製塩、野菜エキス

［製］アリサン(埼玉)

2508

ベジブロス
80g　756円

道南産がごめ昆布と真昆
布をほどよく組み合わせ､
酢を加えじっくり寝かせて
丹念に削り上げました。風
味豊かで粘りがあります

5種類の国産野菜をじっくり煮
出してつくったオールマイティ
に使える野菜だしです
野菜の旨みを活かしたナチュラルな美味しさで、和、
洋、中、イタリアンなど料理に深みのある味わいをプラス
します。顆粒タイプ。150ccのお湯に小さじ1が目安

5種類の国産野菜をじっくり煮
出してつくったオールマイティ
に使える野菜だしです
野菜の旨みを活かしたナチュラルな美味しさで、和、
洋、中、イタリアンなど料理に深みのある味わいをプラス
します。顆粒タイプ。150ccのお湯に小さじ1が目安

NEW
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ル
ウ
・
ス
ー
プ

麺
類

粉
・
豆
・
ご
ま

中華の皮
・

国産麺
・

パスタ

2643

水を加えて調理する
焼きそば ■冷

120g×2　270円
［原］小麦粉(国産)、再製塩、食用油脂、

かん水　［賞］冷蔵6日　［製］こだ

わりの味協同組合(静岡)

［原］小麦粉(国産)、再製塩、食用油脂、

かん水　［賞］冷蔵6日　［製］こだ

わりの味協同組合(静岡)

モチモチ
とした食
感の蒸し
焼きそば

粉・豆
・
ごま
・
もち

2712

国産の米粉と大豆粉
ケーキミックスプレーン

110g　324円
［原］米粉(国産)、

甜菜糖、大豆粉

(国産)、さつま

芋澱粉(国産)、

ベーキングパウ

ダー(アメリカ)

　［製］げんきタ

ウン(大阪) 原材料にアルミニウム化合物
(ミョウバン)を含んでいません
原材料にアルミニウム化合物
(ミョウバン)を含んでいません

［原］コーンスターチ(アメリカ)、

炭酸水素ナトリウム(アメリカ)、

第一リン酸

カルシウム(ド

イツ)　［製］

ラムフォー

ド(アメリカ)

［原］コーンスターチ(アメリカ)、

炭酸水素ナトリウム(アメリカ)、

第一リン酸

カルシウム(ド

イツ)　［製］

ラムフォー

ド(アメリカ)

2715

ベーキングパウダー

113g　260円

2715

ベーキングパウダー

113g　281円

グルテン
フリー

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

2704

ポラーノの全粒粉

1kg　513円
［原］小麦粉(青森・岩手)　［製］東

日本産業(岩手)

［原］小麦粉(青森・岩手)　［製］東

日本産業(岩手)

2701

ポラーノの薄力粉
1kg　432円

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

2703

ポラーノの
南部地粉（中力粉）

1kg　432円

グルテン質が少なく、天
ぷら、お好み焼き、ケーキ、
クッキー作りに

グルテン質が少なく、天
ぷら、お好み焼き、ケーキ、
クッキー作りに

人気商品

2708

ポラーノの
天然酵母パン粉

150g　356円
［原］小麦粉(北

海道)、天然

酵母、再製塩、

粗糖　［製］

POD（東京）

［原］小麦粉(北

海道)、天然

酵母、再製塩、

粗糖　［製］

POD（東京）

2705

ポラーノの片栗粉
150g　227円

［原］有機じゃが芋(北海道)　

［製］POD(東京)

［原］有機じゃが芋(北海道)　

［製］POD(東京)

2702

ポラーノの強力粉
1kg　432円

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

［原］小麦粉(岩手)　［製］東日本産

業(岩手)

2619

特選そば(十割)
200g　443円
［原］そば粉(北海道)　
［製］遁所食品(長野)

北海道産そば
粉を100%使用

2710

星六のきな粉

80g　260円

2710

星六のきな粉

80g　281円
［原］大豆（秋田）　

［製］星六（新潟）

［原］大豆（秋田）　

［製］星六（新潟）

2614

手刈り･
島立乾燥
新内そば
200g　497円
［原］そば粉(北海道)、

小麦粉(北海道)、小麦

グルテン(北海道)、自

然塩　［製］新得生産

センター(北海道)

［原］小麦粉(香川)、塩　［製］七星

食品（香川）

2622

冷凍本場さぬきうどん ■凍 

200g×3　410円

2652
お鍋ひとつで

チャンポンメン ■冷 
120g×2　416円

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、再

製塩、天然かん水、米粉／スープ：ポー

クエキス、塩、醤油、甜

菜糖、ビーフエキス、酵

母エキス、チキンエキス、

ポークオイル、酵母エ

キスパウダー、香辛料、

椎茸エキス、鰹節エキ

スパウダー　［賞］冷蔵

10日　［製］亀製麺(東京)

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、再

製塩、天然かん水、米粉／スープ：ポー

クエキス、塩、醤油、甜

菜糖、ビーフエキス、酵

母エキス、チキンエキス、

ポークオイル、酵母エ

キスパウダー、香辛料、

椎茸エキス、鰹節エキ

スパウダー　［賞］冷蔵

10日　［製］亀製麺(東京)

2652

お鍋ひとつでタンメン ■冷 
120g×2　430円

2653

お鍋ひとつでタンメン ■冷 
120g×2　464円

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、

再製塩、天然かん水、米粉／スープ：

塩、チキンエキス、ポークエキス、

洗糖、酵母エキス、

菜種油、ごま油、鰹

エキス、チキン油、

胡椒　［賞］冷蔵

10日　［製］亀製

麺(東京)

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、

再製塩、天然かん水、米粉／スープ：

塩、チキンエキス、ポークエキス、

洗糖、酵母エキス、

菜種油、ごま油、鰹

エキス、チキン油、

胡椒　［賞］冷蔵

10日　［製］亀製

麺(東京)

2651
お鍋ひとつで

ラーメン醤油味 ■冷 
120g×2　497円

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、

自然塩、天然かん水／スープ：醤油、

菜種油、豚脂、チキンエキス、塩、

魚介エキス、酵母

エキス、昆布エキ

ス、玉ねぎ、洗糖、

澱粉　

［賞］冷蔵10日　

［製］亀製麺(東京)

［原］小麦粉、平飼卵、小麦タンパク、

自然塩、天然かん水／スープ：醤油、

菜種油、豚脂、チキンエキス、塩、

魚介エキス、酵母

エキス、昆布エキ

ス、玉ねぎ、洗糖、

澱粉　

［賞］冷蔵10日　

［製］亀製麺(東京)

2711

有機しらたま粉
120g　440円

2711

有機しらたま粉
120g　475円

［原］有機もち米(国産)　［製］日の

出製粉(熊本)

［原］そば粉(北海道)、
小麦粉(長野)、食塩
［製］遁所食品(長野)

2618

究極そば(九割)
200g　421円

農薬・化肥
不 使 用 の
秋田産大
豆を強火で
香ばしく煎
りました

農薬・化肥
不 使 用 の
秋田産大
豆を強火で
香ばしく煎
りました

[原]小麦粉(群馬、栃

木、北海道、三重)、再

製塩　［製］金子製

麺(神奈川)

2636

車屋そうめん
240g　243円  

グルテン質の含有量が
多く、パン、ピザ、餃子の
皮などにおすすめ

グルテン質の含有量が
多く、パン、ピザ、餃子の
皮などにおすすめ

ナンブ小麦100％の挽き
ぐるみ。中力タイプ
ナンブ小麦100％の挽き
ぐるみ。中力タイプ

［原］小麦粉（北海道、長野）、海の

精　［賞］冷蔵６日　

［製］亀製麺（東京）

［原］小麦粉（北海道、長野）、海の

精　［賞］冷蔵６日　

［製］亀製麺（東京）

2627

生うどん(太) ■冷 
300g　270円

国産小麦と
塩 のみ で
作った、小
麦の旨みの
あるうどん

国産小麦と
塩 のみ で
作った、小
麦の旨みの
あるうどん

[原]小麦粉(北海道)、平飼卵(茨城)、

小麦たん白(山形)、海の精、天

然かん水／黒酢たれ：醤油、砂糖、

米黒酢、りんご酢、ごま油、菜種

油、塩、酵母エキス　［賞］冷蔵

9日　［製］亀製麺(東京)

2644

冷やし中華・黒酢たれ ■冷
120g×2　497円

2645

冷やし中華・胡麻たれ ■冷
120g×2　508円

2644

冷やし中華・黒酢たれ ■冷
120g×2　497円

[原]小麦粉(北海道)、平飼卵(茨城)、

小麦たん白(山形)、海の精、天

然かん水／胡麻たれ：りんご酢、

醤油、砂糖、ねりごま(スーダン、

中国、南米)、ごま油、塩、酵母エ

キス　［賞］冷蔵9日　［製］亀

製麺(東京)

2645

冷やし中華・胡麻たれ ■冷
120g×2　508円

人気商品

有機じゃが
芋から作っ
た良質な
馬鈴薯で
んぷん

有機じゃが
芋から作っ
た良質な
馬鈴薯で
んぷん

9503　120g×2×2

994円→972円
9504　120g×2×2

1,016円→994円

9460　120g×2×2

778円→756円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

2642

太焼きそば
神名のせいろ麺 ■冷

150g×2　319円
［原］小麦粉(北海道、三重)、天然か

ん水、自然塩　［賞］冷蔵20日　［製］

金子製麺(神奈川)

［原］小麦粉、再製塩、天然かん水、サゴ椰子

澱粉、馬鈴薯澱粉／スープ：醤油、ねりごま、

菜種油、ラー油、再製塩、甜菜糖、にんにく、

生姜、ごま、チキンブイヨン、ポークエキス、

コチジャン、魚介エキス、香辛料、酵母エキス、

澱粉　［賞］冷蔵20日　［製］金子製麺(神奈川)

2659

日本の中華麺 坦々麺 ■冷 
120g×2　416円

［原］小麦粉(群馬、栃木、三重、北海

道)、自然塩、天然かん水、澱粉／スー

プ：醤油、りんご酢、甜菜糖、ごま油、

菜種油、りんご果汁、塩、甜菜糖蜜、

肉エキス、魚介エキス　［賞］冷蔵

20日　［製］金子製麺（神奈川）

［原］小麦粉(群馬、栃木、三重、北海

道)、自然塩、天然かん水、澱粉／スー

プ：醤油、りんご酢、甜菜糖、ごま油、

菜種油、りんご果汁、塩、甜菜糖蜜、

肉エキス、魚介エキス　［賞］冷蔵

20日　［製］金子製麺（神奈川）

2646

日本の中華麺 冷し中華 ■冷  
120g×2　389円

［原］えのきと枝豆のスープ：豆乳、牛乳

(北海道)、えのき(国産)、枝豆(国産)、玉

ねぎ(国産)、チキンエキス、再製塩、胡

椒／だだちゃ豆のスープ：牛乳(北海道)、

豆乳、えのき(国産)、玉ねぎ(国産)、チキンエキス、だだちゃ豆パウダー、再製

塩、胡椒／ヴィシソワーズ：牛乳(北海道)、じゃが芋(国産)、生クリーム(北海

道)、チキンエキス、ねぎ(国産)、バター(北海道)、再製塩、胡椒／かぼちゃと人

参のスープ：南瓜(北海道)、牛乳(北海道)、玉ねぎ(国産)、人参(国産)、チキンエ

キス、生クリーム(北海道)、バター、自然塩、胡椒　［賞］14日　［製］バイオコ

スモ(神奈川)

2580

季節のスープセット
・春夏 ■冷
150g×4　1,468円→1,404円

ノンフライ

2663

ポラーノ即席らーめん
ぴり辛味噌

94g×5　788円
［原］小麦粉(北海道)、馬

鈴薯澱粉(北海道)、再製

塩、スープ(味噌粉末、再

製塩、ポークエキス粉末、

糖類、酵母エキス、香辛

料、醤油粉末、ごま、野

菜粉末、野菜エキス、乾

燥ねぎ)、かんすい　［製］

高橋製麺(埼玉)

［原］小麦粉(北海道)、馬

鈴薯澱粉(北海道)、再製

塩、スープ(味噌粉末、再

製塩、ポークエキス粉末、

糖類、酵母エキス、香辛

料、醤油粉末、ごま、野

菜粉末、野菜エキス、乾

燥ねぎ)、かんすい　［製］

高橋製麺(埼玉)

［原］小麦粉(北海道)、馬

鈴薯澱粉(北海道)、再製塩、

スープ(ポークエキス、再

製塩、酵母エキス、粗糖、

野菜粉末、香辛料、醤油粉

末、ごま、エビ粉末、乾燥

ネギ、野菜エキス、昆布粉

末、ごま油)、かんすい

［製］高橋製麺(埼玉)
ノンフライ

2665

ポラーノ即席らーめん
すっきり豚骨

93g×5　730円

2665

ポラーノ即席らーめん
すっきり豚骨

93g×5　788円

2647

全粒粉なま麺
冷し中華 ■冷  

120g×2　421円
［原］小麦粉(北海道、群馬、栃木、三

重)、再製塩、澱粉、天然かん水／スー

プ：醤油、りんご酢、甜菜糖、植物

油脂、りんご果汁、

酵母エキス、肉エ

キス、塩、魚介エ

キス、糖蜜　［賞］

冷蔵20日　［製］

金子製麺(神奈川)

［原］小麦粉(北海道、群馬、栃木、三

重)、再製塩、澱粉、天然かん水／スー

プ：醤油、りんご酢、甜菜糖、植物

油脂、りんご果汁、

酵母エキス、肉エ

キス、塩、魚介エ

キス、糖蜜　［賞］

冷蔵20日　［製］

金子製麺(神奈川)

［原］有機デュラム

小麦粉(イタリア)　

［太さ］1.75mm　［茹

で時間］8～10分　

［製］パスティチオ

フェリチェッティ（イ

タリア）

2671
オーガニック

スパゲティ 
500g　410円

人気商品

胚乳部だけを
使い製麺しまし
た。茹であがり
の麺は白くつや
があります

2601

餃子の皮(直径10cm) ■冷
20枚　216円

［原］小麦粉(北海道、群馬、栃木、愛

知、岐阜)、自然塩、澱粉　［賞］冷蔵

20日　［製］金子製麺（神奈川）

［原］小麦粉(群馬、栃木、北海道、愛

知、岐阜)、自然塩、澱粉　［賞］冷蔵

14日　［製］金子製麺（神奈川）

昔ながらの味わいの手

打ち風餃子の皮

昔ながらの味わいの手

打ち風餃子の皮

2707

信州そばがき
200g　594円

［原］そば粉(北海道)　

［製］遁所食品(長野)

［原］そば粉(北海道)　

［製］遁所食品(長野)

テクニック
不要でそ
ばがきが
美味しくつ
くれます

中力タイプ。パン、うどん、す
いとん、揚げ物、菓子などに
中力タイプ。パン、うどん、す
いとん、揚げ物、菓子などに

光沢があり、
冷えても柔
らかく滑ら
かな舌触り
の白 玉 が
作れます

［原］白神こだま酵母（秋田）

［製］サラ秋田白神（秋田）

［原］白神こだま酵母（秋田）

［製］サラ秋田白神（秋田）

2716

白神こだま酵母ドライ
10g×5　778円

CDCD

極寒の白神山地で生き続けた白神こだ
ま酵母は、他の酵母と比べて4～5倍も
のトレハロースを持ち、少ない糖分で自
然な甘さのパンになります。さらに強い発酵力で、2時間
半～3時間程で焼き上げることができます

2709

吉野本葛
100g　648円

［原］葛(奈良、大阪、京都、三重)　

［製］王隠堂農園(奈良)

［原］葛(奈良、大阪、京都、三重)　

［製］王隠堂農園(奈良)

葛湯、料理
のとろみ付
けなど、幅
広くご利用
ください

[原]小麦粉(北海道、九州)、自然塩、

葛粉(近畿、九州)、ごま油　

［製］坂利製麺所(奈良)

[原]小麦粉(北海道、九州)、自然塩、

葛粉(近畿、九州)、ごま油　

［製］坂利製麺所(奈良)

2637

葛そうめん
250g　491円

国産小麦粉に本葛粉を加え、
じっくり熟成を待つ伝統的な
三輪素麺の手法を用いて仕
上げました。なめらかな喉ごし

モチモチの
食感のゆ
で麺。凍っ
たまま約1
分間ゆで
るだけ

2583

ヴィシソワーズ ■冷
150g　367円

2582

だだちゃ豆のスープ ■冷
150g　367円

［原］牛乳(北海道)、豆乳、えのき(国

産)、玉ねぎ(国産)、チキンエキス、

だだちゃ豆パウダー、再製塩、胡

椒　［賞］冷蔵14日　［製］バイオ

コスモ(神奈川)

［原］牛乳(北海道)、じゃが芋(国産)、

生クリーム(北海道)、チキンエキス、

ねぎ(国産)、バター(北海道)、再製塩、

胡椒　［賞］冷蔵14日　［製］バイ

オコスモ(神奈川)

［原］牛乳(北海道)、じゃが芋(国産)、

生クリーム(北海道)、チキンエキス、

ねぎ(国産)、バター(北海道)、再製塩、

胡椒　［賞］冷蔵14日　［製］バイ

オコスモ(神奈川)

2583

ヴィシソワーズ ■冷
150g　367円

［原］牛乳(北海道)、豆乳、えのき(国

産)、玉ねぎ(国産)、チキンエキス、

だだちゃ豆パウダー、再製塩、胡

椒　［賞］冷蔵14日　［製］バイオ

コスモ(神奈川)

2582

だだちゃ豆のスープ ■冷
150g　367円

CD CD

CD

［原］有機デュラム小

麦粉（イタリア）　［茹

で時間］3～5分　［製］

ラ・テラ・エ・イル・

チェロ（イタリア）

2675

ラ・テラ
有機フェデリーニ
500g　450円

2675

ラ・テラ
有機フェデリーニ
500g　486円

［原］小麦粉

(北海道)、平

飼卵(茨城)、

海の精、小

麦たん白(山

形)　［賞］冷

蔵９日

［製］亀製麺

（東京）

2666

小麦と塩の生パスタ
スパゲティ ■冷  

120g×2　320円

2666

小麦と塩の生パスタ
スパゲティ ■冷  

120g×2　346円

CD CD

[原]小麦粉(北海道)　［茹で時間］

12～13分　［製］江別製粉（北海道）

2670

北海道産小麦
マカロニ

200g　259円

程よい厚さで、パリッと香
ばしく仕上がります
程よい厚さで、パリッと香
ばしく仕上がります

［原］小麦粉(群馬、栃木)、自然塩、

澱粉　［賞］冷蔵14日

［製］金子製麺（神奈川）

2605

春巻の皮(17cm角) ■冷 
10枚　324円

そば粉9割、つ
なぎの小麦粉
1割の配合で、
風味と香りを
活かしました

セイロ蒸し仕上げによる麺一
本一本の食感が違う、弾力
とコシのある太麺タイプ
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南国沖縄の青い空、青い海の美しい自然
環境のもと、すくすくと育った沖縄産黒糖サ
トウキビのみで作りました。黒糖本来の味と
香りを生かした一品をお楽しみください

2776　
有機玄米よもぎもち　

300g　497円

2775　
有機玄米もち　300g　475円

国産の有機玄
米のみを使用し、
常温・静置醗
酵により醸造し
た米酢です

酢、醤油、みりん、菜種

油などの1800ml（一升瓶）

は、カタログに掲載され

ていない週でもご注文

承ります

インターネット注文入力

画面［週刊カタログに掲

載していない商品はこち

ら］内に記載している商

品コードでご注文ください。

FAX、電話でも承ります

調味料

ポラーノの料理酒は

軽減税率８％対象

味醂は消費税率10％

2814

海の精やきしお

110g　464円
［原］海水（伊豆大島）　［製］海の

精（東京）

［原］海水（伊豆大島）　［製］海の

精（東京）

壺焼成法で、さらさらと
振りやすく仕上げました
壺焼成法で、さらさらと
振りやすく仕上げました

［原］有機レモン(徳島、

愛媛、広島)

［製］光食品(徳島)

2840

国産有機レモン果汁
100ml　637円

貴重な国産レ
モンのみを使用
した100％スト
レート果汁

2836

玄米くろ酢
900ml　1,058円

[原]有機玄米(福井、石川、滋賀）　

[製]日本食品工業(鳥取)

[原]有機玄米(福井、石川、滋賀）　

[製]日本食品工業(鳥取)

青森産スターキングのみを使用し静置醗酵。
1年以上熟成させて、香り豊かでまろやかな
味わいを引き出しました。和食・洋食・中華
料理を問わず、様々な料理にどうぞ

［原］米(農薬・化肥不使用

/島根)、米麹、海の精　

［製］青砥酒造(島根)

2878

ポラーノの料理酒
720ml　1,188円

農薬・化肥不使用
の国産米を使用。
アルコール度数13
％以上14％未満

人気商品 人気商品

［原］海水（ベトナム）[　製]カン

ホアの塩(東京）

［原］海水（ベトナム）　[製]カン

ホアの塩(東京）

2817

カンホアの塩・石臼挽き
500g　583円

農薬・化肥不使用の国産米を原料に、五段仕
込みで、80日間かけて醸した料理酒。旨み成
分が素材に浸透する力が強く、少量でも高い
効果が得られます。アルコール度数18％以上

2879

ポラーノの料理酒 
阿弥野

500ml　1,188円
［原］米(農薬・化肥不使用/島根)、

米麹、海の精　

［製］青砥酒造(島根)

2802

沖縄黒糖蜜
400g　1,080円→1,030円
［原］黒糖(沖縄)　

［製］三幸食品(東京)

煮豆や豆
ご飯、煎り
豆、酢大豆
などに

［製］平譯優(北海道/農薬・化肥

不使用)

2724

北海道産黒豆
150g　324円

［原］米(新潟)　［製］エコライス新潟

(新潟)

2753

新潟のごはん
50g×5　1,080円

新潟産米のみを使用した、茶碗1杯
分の乾燥アルファ米(保存食)です。ス
プーン１本付。お湯を入れて15～20分、
水で60分で食べられます

風味に優れ、
大きさ・形も
良く、煮豆に
最も適した
豆です

［製］平譯優(北海道/農薬・化肥

不使用)

2728

北海道産金時豆
150g　292円

風味に優れ、
大きさ・形も
良く、煮豆に
最も適した
豆です

国産いりごま
2738 白 30g 691円

2740 金 30g 594円
2739 黒 30g 562円

［原］ごま（国産）　

［製］こだわりの味協同組合（静岡）

国産のごまをパリッと
香ばしく焙煎しました。
料理にまぶしたり振り
かけてお使いください

2744　黒 
30g 583円

国産すりごま
2743　白 

30g 724円

［原］ごま（国産）　

［製］こだわりの味協同組合（静岡）

和え物、わかめスープ、ご
まだれやドレッシングに。
お菓子作りにもどうぞ

［製］べにや長谷川商店（北海道/

農薬・化肥不使用)

2729

北海道産白花豆
200g　637円

オーブントースターで焼け、白餅同様の取扱いでおいし
く食べられます。焼き餅、雑煮、ぜんざいなどにどうぞ

2776　
有機玄米よもぎもち　

300g　497円
［原］白もち：有機糯白米(富山)/玄米もち：

有機糯玄米(秋田、富山)/よもぎもち：有

機糯玄米(秋田、富山)、よもぎ粉(青森)　

［製］コジマフーズ（愛知）

2775　
有機玄米もち　300g　475円

伊豆大島の海水と
天日、平釜で作っ
た伝統海塩。カル
シウムやマグネシウ
ムなどのミネラルを
含んでいます

2811

海の精(赤ラベル)

170g　464円
［原］海水（伊豆大島）　

［製］海の精（東京）

［原］海水（伊豆大島）　

［製］海の精（東京）

［原］有機ゆず(国産)

[製]光食品(徳島)

2841

有機ゆず果汁

100ml　626円→595円

国産有機柚子を搾りました。本品100ml
でゆず約3個使用。刺身や焼き魚はもち
ろん、おすまし、酢の物、ドレッシング、ジャム、
お菓子作りにもおすすめです

2726 1kg 1,706円

北海道産小豆
2725 200g　410円

［製］平譯優(北海道/農薬・化肥

不使用)

人気商品

国産大豆・小麦使用。信州・
北蓼科高原の気候・風土を
活かし、伝統的製法でじっく
り醗酵熟成させました

［原］大豆（国産）、小麦（長野）、自然塩

［製］酢屋茂（長野）

ポラーノの天然醸造醤油

2843　 360ml　  389円
2844　1000ml　  702円
2882　1800ml 1,145円

ポラーノの砂糖　
洗糖
2801 

800g　524円

鹿児島産さとうきび100%の粗製糖。
さとうきびに含まれるミネラルが活
かされています

［原］さとうきび(鹿児島)［原］さとうきび(鹿児島)

農薬・化学肥料を使わず
に栽培しました。風味が
良く柔らかいので煮豆な
どにおすすめです。味噌や
豆腐作りにも最適

青森産有機大豆
2720 200g    259円

［製］中里町自然農法研究会(青森)

2721 1kg   1,026円

淡い色合いで塩味がきいています。素材の色
調を活かし、煮物や汁物を美しく仕上げます。
透明感のある吸い物はもちろん、煮込みうど
んや関西風おでん、雑炊にもぴったりです

［原］大豆(青森)、有機小麦(岩手)、

海の精　［製］海の精(東京)

2846

うすくち醤油
500ml　891円

2846

うすくち醤油
500ml　891円

海水100％の天日塩
結晶を石臼で挽きました
海水100％の天日塩
結晶を石臼で挽きました

北海道中川郡幕別町の平譯さんが農薬・
化学肥料を使わずに栽培しました。煮
豆や豆ご飯、煎り豆、酢大豆などに。製菓・
製パン材料にもおすすめです。炒った豆
をミルで粉末状にすれば黒豆きなこに

煮豆のほか、
カレーなど
洋風料理に
もどうぞ

模様が鶉（うずら）の卵に似ていること
から、うずら豆と呼ばれています。たんぱ
く質やビタミンB１などのビタミン類やミネ
ラルを含み、食物繊維も豊富。煮豆の
ほか、カレーなど洋風料理にもどうぞ

［製］平譯優(北海道/農薬・化肥不

使用)

北海道産うずら豆

2727  150g　270円

北海道・北見盆地で栽培された在来
種の白花豆です。やや小振りですが、
皮が柔らかく風味がしっかりしていて栗
のようにホクホクしています。茹でてサラ
ダや野菜炒め、甘煮などにどうぞ

CD

有機玄米
を茶碗一
杯分の手
軽なパッ
クご飯にし
ました

［原］有機玄米(秋田、山形)、有機小

豆(北海道) ［製］コジマフーズ（愛知）

2755

有機玄米小豆ごはん
160g×3　745円

［原］有機玄米(秋田、山形)、海の精

［製］コジマフーズ（愛知）

栄養豊かな
有機玄米を
消化の良い
おいしいお
粥に仕上げ
ました

2760

有機玄米粥

200g×3　583円

CD

［原］有機玄米(秋田、山形)、有機も

ち玄米(国産)、有機黒豆(国産)、自

然塩　［製］コジマ

フーズ(愛知)

2756

有機黒豆入り
玄米おこわ

160g×3　842円

圧力釜を使
い、もっちりし
た食感を引
き出しました

2803

多良間島の
ぶっかき黒糖

200g　378円
［原］さとうきび(沖縄)　［製］黒糖

本舗 垣乃花(沖縄)

沖縄・多良
間島で栽培
されたサトウ
キビを使用

2834

ポラーノのりんご酢

300ml 648円
［原］りんご(青森）

[製]太田酢店(福島）
［原］有機米(秋田、石川、福井)

［製］河原酢造(福井)

ポラーノの
有機純米酢

2831　360ml　389円
2832　500ml　454円

静置醗酵でじっくり時間をかけて
醸造しました。米酢特有のムレ香
を抑え、まろやかで豊かな味わいで、
で、素材をよく引き立ててくれます

［原］有機米(福井、石川、北海道、新

潟)　［製］河原酢造(福井)

［原］梅(奈良、和歌山、三重)、赤し

そ(国産)、再製塩　[製]王隠堂農

園(奈良)

2837

赤梅酢

200ml　378円→360円

青梅を塩と赤しそに漬け込んで梅干をつく
る際にできる伝統製法の赤梅酢です。酢
の物、和え物、漬物などにご利用ください。
そのまま薄めて飲むこともできます

NEW
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有機プレミアムココナッツオイル

2918  460g　1,026円
9224  460g×2　

2,052円→2,020円

特有の香りを取り除いているので、クッキ
ングオイルなどにおすすめ。豊富に含ま
れる中鎖脂肪酸は、アルツハイマーの
改善や予防に効果が期待されています

［原］有機ココナッツオイル（フィ

リピン）　［製］ココウェル（大阪）

有機プレミアムココナッツオイル

2918  460g　1,026円
9224  460g×2　

2,052円→2,020円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

純正なたねサラダ油
(豪州産菜種)

2903

600g　700円
2904　

1250g　1,318円
［原］菜種（オーストラリア）　

［製］ムソー（大阪）

純正なたねサラダ油
(豪州産菜種)

2903

600g　756円
2904　

1250g　1,318円

口当たりが軽くさっぱりとした
風味です

［原］白ごま・金ごま(鹿児島) ［製］みな館工房(鹿児島)

ごまを低温焙煎し圧搾しぼり。ナッツの
ような甘い香りと上質な風味を引き出
しています。食材の味をよく引き立て、
かけ油・つけ油としてお使いください

知覧ごま油(国産ごま)

2905　
90g　1,566円

2906　
180g　2,354円

［原］有機もち米(山形、宮城)、米焼酎、

米こうじ　［アルコール度数］13.5％

［製］角谷文治郎商店(愛知)

2876

有機三州味醂
500ml 1,144円

国産有機もち米を主原料に、本場三河
伝承の醸造法でつくった本格的なみりん。
濃厚ながらしつこくない甘さと、芳醇かつ
複雑な風味。素材本来の美味しさを引き
立て、料理に旨みとコクを加えます

消費税率10%

国産有機大豆・小麦を使用し、約1年間
杉の木桶で醗酵・熟成。醸造蔵に住み
着く何種類もの酵母菌や乳酸菌が醸した、
深みのある香りの良い醤油です

［原］有機大豆(青森、秋田、滋賀)、

有機小麦(青森、北海道)、自然塩　

［製］弓削多醤油(埼玉)

2848

ポラーノの有機醤油
720ml　1,080円

［原］えごま(岩手)　［製］尾田川農園(岩手)

農薬不使用のえごまを使った一番搾り
油です。オメガ3脂肪酸の一つ・α-リノ
レン酸が豊富。えごま特有の青臭さが
ほとんど感じられない、まろやかな油

岩手えごま油
2911

40g　1,350円
2992 

100g  2,970円
［原］ごま(アフリカ、中南米)　［製］今井製油(千葉)

今井のごま油
2907　

165g　475円
2908　

465g　1,296円

今井のごま油
2907　

165g　475円
2908　

465g　1,296円

人気商品

［原］大豆(北海道、秋田)、米(長野)、

大麦(国産)、自然塩、こうじ菌　［製］

酢屋茂（長野）

2863

ポラーノの合わせ味噌

750g　756円

国産大豆・米・大麦を使用し、信
州北蓼科高原で天然醸造。ほん
のり甘みのある米味噌と香り高い
麦味噌を合わせました。味噌汁
はもちろん、いろいろな料理に

2946

有精卵マヨネーズ・
チューブ
300g　421円

2946

有精卵マヨネーズ・
チューブ
300g　421円
［原］菜種油、紅花油、

卵黄、醸造酢、砂糖、

再製塩、マスター

ド　［製］創健社（神

奈川）

あっさりまろや
かな風味に仕
上げました

2930

有機中濃ソース
250ml　421円

［原］有機人参、有機玉ねぎ、

有機にんにく、有機みかん、

有機ゆず、有機りんご、

有機レモン、有機トマト、

有機りんご酢、有機砂糖、

自然塩、香辛料、コーン

スターチ、タピオカ澱粉、

昆布　［製］光食品（徳島）

適度なとろみと
辛みがあります

玉ねぎ、生姜などの野菜をたっぷり使用。
焼肉はもちろん、野菜炒めなどにも

2937　甘口　
2938　中辛　

各150ml　432円→410円
［原］共通：醤油、洗糖、醗酵調味料、

玉ねぎ(島根)、にんにく(島根)、味噌、

生姜(島根)、胡麻(国産)/甘口：りん

ご(広島)/中辛：唐辛子(島根)　［製］

吉田ふるさと村(島根)

焼肉のたれ

2853

八木澤

奇跡の醤(ひしお)
150ml　540円

［原］大豆(岩手)、小麦(岩手)、塩　

［製］八木澤商店(岩手)

奇跡的に発見された東日本大震災前の
「もろみ」を培養し、ふた夏じっくり熟成させ、
旨み・香りとも凝縮した極めつきの一品。
醤油の味・香りを楽しめる料理におすすめ

［原］有機オリーブ(スペイン)　

［製］日本オリーブ(岡山)

有機オリーブを収穫後24時間以内
に搾油。パスタや肉・魚料理などに

有機エキストラ
バージンオリーブ油
2913  

180g　1,296円
2914  

450g　2,592円
［原］食用オリーブ(スペイン)　［製］日本オリーブ(岡山)

スペイン・トルトサ産の希少品種「モルー」の
み使用。やさしい甘み、きりっとした辛み、きめ
細かで滑らかな口当たりです

トルトサエキストラバージン
オリーブオイル
9105  

450g　3,240円
9106  注ぎ口付
450g×2　6,480円

トルトサエキストラバージン
オリーブオイル
9105  

450g　3,240円
9106  注ぎ口付
450g×2　6,480円

2933

有機麻婆の素
100g　270円

9637　100g×2　

540円→515円

2934

有機回鍋肉の素
100g　270円

9638　100g×2　

540円→515円

2933

有機麻婆の素
100g　270円

9637　100g×2　

540円→515円
［原］有機醤油、有機米味噌、有機

馬鈴薯澱粉、有機米醗酵調味料、

有機砂糖、有機にんにく、有機生姜、

有機玉ねぎ、有機米酢、魚醤、唐辛

子、オイスターエキス、再製塩　

［製］光食品(徳島)

［原］有機醤油、有機米味噌、有機

馬鈴薯澱粉、有機米醗酵調味料、

有機砂糖、有機にんにく、有機生姜、

有機玉ねぎ、有機米酢、魚醤、唐辛

子、オイスターエキス、再製塩　

［製］光食品(徳島)

2877

三河みりん
300ml　539円

［原］もち米(北海道、佐

賀、愛知)、米焼酎、米こ

うじ　［アルコール度

数］13.5％　［製］角谷

文治郎商店(愛知)

伝統的な醸造
方法で仕込ん
だ本格みりん

消費税率10%

伝統の玉締め低圧搾法によるご
ま油。ごま本来の風味や成分を損
わないよう、低温でじっくり搾りました。
炒めものや和え物、天ぷらなどに

［原］有機大豆(岩手、青森)、有機

米(秋田)、自然塩、こうじ菌　［製］酢

屋茂（長野）

2862

ポラーノの有機米味噌
700g　983円

大豆1：米麹1の割合で、
やや甘めに仕上げました
大豆1：米麹1の割合で、
やや甘めに仕上げました

オメガ3(α-リノレ
ン酸)が豊富。熱
に強いので、加熱
調理にもおすすめ

2924

アマゾン
グリーンナッツオイル
180g　1,782円
［原］プルケネティア・

ボルビリス(ペルー)　

［製］アルコイリス(千葉)

国産菜種を100%使用した、一番搾りのサ
ラダ油。香りがひかえめであっさり風味の万
能タイプです。揚げ物、炒め物はもちろん、
ドレッシング作りにもどうぞ

［原］菜種（北海道、九州）

［製］オーサワジャパン（東京）

2902

国産なたねサラダ油
910g　1,339円

豊かな風味とすっきりした後味が
バランスし、香り高いのが特長。甘
さは控えめで、いろいろな料理に

［原］大麦(国産)、大豆(秋田)、自然塩、

こうじ菌　［製］酢屋茂(長野)

2864

ポラーノの麦味噌
750g　756円

2940

八木澤ごまだれ
170g　594円

［原］醤油、みりん、練りごま、米酢、

昆布だし、洗糖、りんご、純米酒、

鰹だし、ごま油、塩、生姜、唐辛子、

寒天　［製］八木澤商店（岩手）

天然醸造醤油をベースに、昆布・鰹出汁、有
機純米酢などを加えました。ごまの風味豊か
で、肉や野菜などの素材の味を活かす上品
でまろやかな味わい

2856

八木澤

国産丸大豆しょうゆ
360ml　648円

［原］大豆(秋田)、小麦

(秋田)、再製塩　［製］

八木澤商店(岩手)

すっきりとした味
わいが特長。加
熱するとより香り
が引き立ちます

CD

［原］大豆(秋田)、玄米（長野）、自然

塩、こうじ菌　［製］酢屋茂（長野）

2861

ポラーノの玄米味噌

750g　842円

麹の割合を多めにした、コ
クと旨みのある甘口味噌
麹の割合を多めにした、コ
クと旨みのある甘口味噌

CD2865

やさか有機みそ甘口 ■冷

750g　875円

味噌炒め・
煮・漬けにも
おすすめ

［原］有機大豆(島根、北海道、岩手、

秋田、山形、千葉、滋賀)、有機米(島根、

青森、岩手)、自

然塩、こうじ菌　

［製］やさか共同

農場（島根）

［原］有機オリーブ(ス

ペイン)　［製］カル

ボネール社(スペイン)

2912

カルボネール
有機オリーブオイル
458g　1,380円

2912

カルボネール
有機オリーブオイル
458g　1,490円

収穫後24時
間以内に低温
圧搾。バランス
のよい味わい

オメガ3(α-リノレン酸)を豊富に含む亜麻の
実を低温圧搾。軽い口当たりでマイルドな
味わい。野菜ジュースやドレッシング、サラダ、
味噌汁、豆腐、納豆にもおすすめ。とても酸
化しやすいので加熱調理に向きません

2917

有機アマニ油
230g　1,944円

［原］有機食用アマニ油(アメリカ、

カナダ)　［製］BORDONI社(イタリア）

[原]有機玉ねぎ、有機にんにく、有

機みかん、有機りんご、有機レモン、

有機トマト、有機りんご酢、有機

糖蜜、有機砂糖、自然塩、有機醤油、

香辛料、昆布　［製］光食品（徳島）

2929

有機ウスターソース

250ml　421円→400円

有機野菜・果物を使用。自然な甘みを引
き出し、程よい辛さに調えました。飽きのこ
ない深みある味わい。炒め物や、カレーな
どの隠し味にも

2934

有機回鍋肉の素
100g　270円

9638　100g×2　

540円→515円
［原］有機米味噌、有機砂糖、

有機コーンスターチ、有機

米醗酵調味料、再製塩、オイ

スターエキス、有機にんにく、

胡麻油、唐辛子、有機醤油　

［製］光食品（徳島）

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

［原］有機米こうじ（島根)、自然塩

［製］やさか共同農場(島根)

2942

やさかの
有機塩こうじ 

200g　605円

少量加え
るだけで、
コクと旨み
たっぷりの
料理に

CD

CD

［原］かきエキス、洗

糖、醤油、再製塩、

みりん、馬鈴薯澱粉、

魚醤、レモン(国産) 

［製］光食品（徳島）

2931

オイスターソース
115g　486円

野菜炒めや
チャーハン、
焼そば、煮込
みなどに

2948

有機トマトケチャップ
・チューブ
300g　350円

2948

有機トマトケチャップ・
チューブ
300g　378円
［原］有機トマト、

有機砂糖、水飴、有

機米酢、有機りん

ご酢、自然塩、有機

玉ねぎ、有機にん

にく、香辛料　

［製］光食品（徳島）

人気商品
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静岡・本山地区産/在来種・やぶき

た種二番摘み　［製］依田健太郎(静

岡)

有機茶葉を紅茶の製法で加工した醗酵
茶です。火香(釜炒り)することで風味・香
りが増しました。さっぱりとした甘みがあり
ます

2955　　
ポラーノの鰹だしつゆ

300ml　648円

旨み成分たっ
ぷりの濃縮だ
しつゆ

つけつゆ
３倍希釈

［原］有機醤油、洗糖、

自然塩、昆布エキス、

椎茸エキス、酵母エキ

ス、昆布粉末、みりん、

米酢　［製］POD(東京)

［原］有機醤油、洗糖、鰹節エキス、

自然塩、昆布エキス、みりん、椎茸

エキス、酵母エキス　

［製］POD(東京)

鰹、昆布、椎茸の旨み成分をたっぷり使用した、
深い味わいの濃縮だしつゆ。希釈目安：吸い物
13倍、炊き込みご飯・うどんつゆ10倍、煮物・揚
げ出し・天つゆ5倍、めんつゆ3倍、納豆ストレート

つけつゆ
３倍希釈

人気商品

お茶
・

コーヒー

静岡・本山地区産/在来

種一番摘み/標準蒸し　

［製］依田健太郎(静岡)

静岡・本山地区産/在来種

一番摘み/標準蒸し　

［製］依田健太郎(静岡)

香り高い在来種茶葉の一番摘み煎茶。
旨みと渋みのバランスがよい標準蒸し
製法で仕上げました。すっきりとした後味
で、爽やかな香りと旨みが楽しめます

3103

ポラーノの上煎茶
70g　810円

［原］有機紅茶(イ

ンド)　［製］マ

カイバリジャパ

ン(東京)

3133

フェアトレード
オーガニック
ダージリン紅茶
ティーバッグ

2.5g×20　972円
［原］有機紅茶(イ

ンド)　［製］マ

カイバリジャパ

ン(東京)

3133

フェアトレード
オーガニック
ダージリン紅茶
ティーバッグ

2.5g×20　972円

3105

ポラーノの煎茶 夏摘み
80g　540円

静岡・本山地区

産/在来種二番

摘み/標準蒸し 

［製］依田健太

郎(静岡)

爽 やかな
香りと味。
普段使い
のお茶

3135

有機セイロン紅茶
ティーバッグ

2g×50　886円
［原］有機セイ

ロン紅茶(スリ

ランカ)　［製］

ノヴァ(埼玉)

スリランカ・
ウバ地区産
茶葉使用

静岡・本山地区産/やぶきた種

一番摘み/標準蒸し　

［製］依田健太郎(静岡)

3101

ポラーノの特上煎茶
60g　1,080円

静岡・梅ケ島の標高800mの茶畑で栽
培された一番摘みやぶきた種を、伝統
的な標準蒸し製法で仕上げました。まろ
やかな甘みと爽やかな香りが広がります

［原］すじ青のり(高知)

［製］向井珍味堂(大阪)

高知四万
十川産の
糸青のりを
寒風で乾
燥後、火入
れしました

弱火でじっ
くりと煎り上
げ、辛みと
香ばしさを
引き出しま
した

2970

すじ青のり
4g　367円

[原]唐辛子(岐阜、島根、滋賀)　

[製]向井珍味堂(大阪)

2974

一味
20g　389円

[原]金ごま(三重、兵庫、島根)、唐辛

子(岐阜、滋賀、島根)、山椒(和歌山、

滋賀、石川)、チ

ンピ(和歌山、大

阪)、すじ青のり

(高知)、黒ごま(熊

本、長崎)、アマ

ランサス(岩手

[製]向井珍味堂

(大阪)

2975

和七味
10g　443円

2966

麹屋甚平浅漬けの素
500ml　410円

［原］米ぬか糀、米糀、

再製塩、酵母菌、乳

酸菌 ［製］マルアイ

食品ＭＡ(東京)

［原］有機からし(カナダ)、

水飴、純米酢、有機紅花

油、再製塩、澱粉、食物繊

維(大豆由来)、香辛料　

［製］東京フード(茨城)

2978

練りからし
40g　367円

［原］オーガニッ

ク黒胡椒(インド・

スリランカ)

［製］アリサン

(埼玉)

ブラックペッパー
2967　粉　

20g　302円

［原］オーガニッ

ク黒胡椒(インド・

スリランカ)

［製］アリサン

(埼玉)

ブラックペッパー
2967　粉　

20g　302円
2968　粒　

　20g　302円

2955　　
ポラーノの鰹だしつゆ

300ml　648円

2956　　
ポラーノの
昆布だしつゆ
300ml　648円

りんご酢で爽やか
に仕上げました
りんご酢で爽やか
に仕上げました

2963
八木澤

しょうゆドレッシング
200ml　508円
［原］醤油、菜種油、玉

ねぎ(国産)、りんご酢、

甜菜糖、みりん、昆布

だし、赤ピーマン(中

国)、塩、魚醤、胡椒、

にんにく(岩手)　［製］

八木澤商店(岩手)

3131　　　
ポラーノの国産紅茶

50g　510円

［原］有機タカノツメ(茨城)

［製］ハーブスマン(千葉)

2973

とうがらし
5g　216円

香り高く、
鮮やかな
色と辛み
が効いて
います

香り高く、
鮮やかな
色と辛み
が効いて
います

2964
八木澤

洋風ドレッシング
200ml　470円

菜種油と玉ねぎ
がベース。サラッ
とした味わい

2964
八木澤

洋風ドレッシング
200ml　508円

［原］菜種油、玉ねぎ(国

産)、純米酢、甜菜グラ

ニュー糖、塩、辛子、に

んにく(国産)、白胡椒

［製］八木澤商店(岩手)

徳島・高知産ゆずの果汁をたっぷり使ったゆ

ずぽん酢。ゆずの爽やかな香りとサッパリとし
た風味が食欲をそそります。冷奴、おひたし、
餃子、焼魚、ステーキ、ハンバーグなどに

［原］醤油、ゆず果汁(徳島、高知)、

純米酢、みりん、甜菜糖、塩、鰹だし、

昆布だし　［製］八木澤商店(岩手)

2951
八木澤

味付ぽん酢柚子
170g　594円

3147

祝島びわ茶
100g　1,080円

［原］びわ葉(山口)　［製］祝島びわ

産直グループ(山口)

ホットでも
アイスでも
楽しめる
ノンカフェ
イン茶です

静岡・静岡市産/

有機緑茶 ［製］寺

社畑園(静岡)

3121　
有機番茶

200g　540円

3107　
有機番茶

200g　540円

有機栽培し
たやぶきた
茶をベースに、
5種類のお茶
をブレンド

［原］本わさび(静岡)、

水飴、純米酢、有機紅

花油、食物繊維(大豆由

来)、再製塩、香辛料　

［製］東京フード(茨城)

2979

生おろしわさび
40g　421円

3111

有機くき茶
200g　864円

静岡・静岡市産/有機緑

茶　[製]寺社畑園（静岡）

やぶきた種の荒
茶（煎茶）をフル
イにかけ、仕分け
した後の茎の部
分を茶葉とブレ
ンドしました

［原］だったんそば茶(岩手)

［製］尾田川農園(岩手)

［原］だったんそば茶(岩手)

［製］尾田川農園(岩手)

農薬不使用
で栽培した
だったんそ
ばを焙煎し
ました

農薬不使
用で栽培し
ただったん
そばを焙煎
しました

3146

だったんそば茶凍

65g　756円

鍋物、酢の物・焼
魚、サラダ、餃子に

［原］有機醤油、有機純米

酢、有機ゆず(徳島)、麦

芽水飴、自然塩、有機ゆ

こう(徳島)、有機すだち(徳

島)、有機米醗酵調味料、

昆布(北海道)、椎茸(国産)

　［製］光食品（徳島）

2952

有機ぽん酢醤油
250ml　443円

天つゆや煮物、
親子丼などにど
うぞ

[原]しろたまり、濃

口醤油、鰹本枯れ節、

味醂、洗糖、さば節、

海の精、昆布(北海道)、

椎茸(愛知)　［製］日

東醸造(愛知)

2958

そうめんつゆ(ストレート)
400ml　659円

2958

そうめんつゆ(ストレート)
400ml　659円

［原］有機醸造酢

(フランス)、有

機マスタード(フ

ランス)、塩　

［製］ミトク(東京)

ポテトサラ
ダや肉料
理用のソー
ス作りにも

2980

有機粒マスタード
200g　756円

［原］小麦醸造調味料(愛

知)、鰹だし、みりん、塩、

甜菜糖、純米酢、鰹節、

焼きあご、鰹枯節、昆布

［製］八木澤商店(岩手)

2949

八木澤白だし(濃縮)
360ml　1,026円

足助仕込三河白た
まりをベースに、鰹・
焼きあご・昆布の出
汁を合わせました

CD

熟成させたかえしに、
鰹・鯵・鯖節、昆布
出汁を加えました

［原］濃口醤油、味醂、

鰹節（国産）、洗糖、し

ろたまり、溜醤油、鯵

節（国産）、鯖節（国産）、

昆布（北海道）　［製］

日東醸造（愛知）

2957

そばつゆ(ストレート)
400ml　659円

CD

2982　　
ローズマリー　
　4g　529円
2983　　
ローリエ(月桂樹)
　3g　529円

自家農園の有機ハーブ
を自然乾燥させました

［原］有機ハーブ各種

（茨城）　［製］ハーブ

スマンs（茨城）

2982　　
ローズマリー　
　4g　529円
2983　　
ローリエ(月桂樹)
　3g　529円

CD

CD

CD3152　
草花茶

5g　778円
［原］有機カモミール・有機スペア

ミント・有機レモンバーム・有機ペ

パーミント・有

機ラベンダー・

有機ローズマ

リー・有機ヤグ

ルマソウ・有機

カレンデュラ・

有機ベニバナ(茨

城）　[製]ハー

ブスマンs（茨城）

CD3154

紫蘇べに茶

5g　659円
［原］有機赤

じそ・有機青

しそ・有機ベ

ニバナ・有機

キンセンカ(茨

城)　[製]ハー

ブスマンs（茨

城）

麦茶本来の味と香りが楽
しめます。濃いめの麦茶に
牛乳とメープルシロップを
加えて麦茶オ・レにする
のもおすすめです

国産有機六条大麦を、丁
寧に芯まで充分に炒り上げ
ました。いつでも手軽に麦茶
が作れるティーバッグタイプ

これはうまい有機麦茶

3141　250g　367円→355円
9656　250g×2　734円→690円
［原］有機大麦(石川、宮城)　

［製］アルトス(静岡)

これはうまい有機麦茶
ティーバッグ

3142　10g×16　367円→355円
9657　10g×16×2　734円→690円
［原］有機大麦(石川、宮城)　

［製］アルトス(静岡)

3127　
有機赤ちゃん番茶
(三年番茶)ティーバッグ

2g×20　432円

三年間じっくり熟成させた、ティーバッ
グタイプの三年番茶です。まろやか
なコクと深みのある味わい。赤ちゃ
んはもちろん幅広い世代の方に

3122　
有機赤ちゃん番茶
(三年番茶)ティーバッグ

2g×20　432円
［原］有機緑茶（静岡） 

［製］葉っピイ向島園(静岡)

［原］有機緑茶(静岡)

［製］葉っピイ向島園(静岡)

3126

有機極上三年番茶
150g　864円

［原］有機緑茶(静岡)

［製］葉っピイ向島園(静岡)

荒茶の状態
で三年間じっ
くり熟成させ、
昔ながらの直
火焙煎で仕
上げました

3121

有機極上三年番茶
150g　864円

3124

有機ほうじ茶
180g　583円

3113

有機ほうじ茶
180g　583円

静岡・静岡市産/有

機緑茶　[製]寺社畑

園（静岡）

有機番茶や
煎茶を強火で
炒り、香ばしく
仕上げました

静岡・静岡市産/有機緑茶、有機玄

米(岩手)　[製]寺社畑園（静岡）

3112

有機玄米茶
180g　637円

自家農園で有機栽培・製茶した茶葉に、
岩手産有機玄米をミックス。こんがり炒っ
た玄米がとても香ばしく、サッパリとした味
わいです

3126

ポラーノの国産烏龍茶
50g　510円

静岡・本山地区

産/在来種二番

摘み　［製］依

田健太郎(静岡)

在来種の
茶 葉 から
作 った農
家の手作り
烏龍茶

南アフリカ産フェアトレード有機ルイボ
スの葉を使用。香ばしい香り、クセの
ないすっきりとした風味が楽しめます。
抗酸化作用が期待できるノンカフェ
インティーです

3156

有機ルイボスティ
(ティーバッグ)

2g×16　778円→740円
[原]有機ルイボス(南アフリカ)

［製］グラナム社(アメリカ)

[原]有機ルイボス(南アフリカ)

［製］グラナム社(アメリカ)
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3227

有機ケールとバナナジュース
160g×6　1,166円→1,120円

9338　ケース
160g×30　5,508円→5,250円

9240　

1000ml×2　1,188円→1,156円

有機アイス珈琲(無糖)

3177　
1000ml　594円

山野に降った雨が秩父古生層に浸透し、長
い年月をかけ濾過され湧き出した天然水。
飲用はもちろん、お茶や珈琲、料理にも

3264

天然炭酸水
YOIYANA
500ml×6　1,242円
9353

ケース　500ml×24
4,968円→4,730円

9350

ケース　125ml×24

4,148円→3,834円

Polano有機珈琲
ヨーロピアン・中細挽き

3164　170g　864円
9237　170g×2　1,728円→1,669円
豆　
3165　170g　864円
9238　170g×2　1,728円→1,669円

Polano有機珈琲
マイルド・中細挽き

3162　170g　864円
9235　170g×2　1,728円→1,669円
豆　
3163　170g　864円
9236　170g×2　1,728円→1,669円

飲料

9334

国産有機野菜ジュース(無塩)・
ケース(カート缶)
125ml×18　2,970円→2,830円
［原］有機人参、有機トマト、有機南瓜、有機青じそ、

有機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、

有機モロヘイヤ、有機玉ねぎ、有機ゆこう、有機

すだち　［製］光食品(徳島)

3171

有機コーヒー
ドリップバッグ

8g×10　589円
［原］有機コーヒー豆(ペルー、

グアテマラ、メキシコ)　

［製］せいふてぃ(神奈川)

［原］有機コーヒー豆(ペルー、

グアテマラ、メキシコ)　

［製］せいふてぃ(神奈川)

3173

有機インスタント
コーヒー・詰替

80g　907円
［原］有機コーヒー

豆(コロンビア)　

［製］ダーボン・オー

ガニック・ジャパ

ン(東京)

芳醇でほど良
い酸味とマイ
ルドな味わい

［原］大豆（秋田）

［製］ヤマキ(埼玉)

3261

豆乳で元気・6パック
125ml×6　1,037円

9350

ケース　125ml×24

4,148円→3,834円

やや深めの焙煎で、香ばしさとまろやかな酸味が調和やや深めの焙煎で、香ばしさとまろやかな酸味が調和

［原］有機コーヒー豆(メキシコ、グアテマラ、ペルー) 　

［製］玉屋珈琲店(京都)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

雑味がなくフルーティー。苦み・酸味・甘みが優しく調和雑味がなくフルーティー。苦み・酸味・甘みが優しく調和

［原］有機コーヒー豆(メキシコ、グアテマラ、ペルー)　

［製］玉屋珈琲店(京都)

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

［原］有機コーヒー豆(ペルー、コロ

ンビア、メキシコ、グアテマラ)　［製］

玉屋珈琲店(京都)

雑味がなく、やや薄めに淹れても深み・
コクがしっかり残り、口当たりの良さと充
実した味わいが楽しめます

Polano有機珈琲
ソフト・中細挽き

3161　170g　810円
9234　170g×2　

1,620円→1,566円

ダブルで
お買い得
ダブルで
お買い得

［原］有機コーヒー豆(メキシコ、

グアテマラ、ペルー)　［製］玉屋珈

琲店(京都)

深い焙煎にも好相性のメキシコをベース
に、芳醇でバランスに優れるグアテマラと、
穏やかなペルーをブレンド

ペルー、グアテマラ、メキシコ、3種
類の有機コーヒー豆をブレンド。
適度な苦味のハイロースト(中浅
煎り)で仕上げました。毎日気軽
に楽しめる大容量パック

Polano有機珈琲
深煎り・中細挽き

3166　170g　918円
9239　170g×2　

1,836円→1,771円

3228 
有機野菜とバナナのスムージー

160g×6　1,296円
9335　ケース
160g×30　6,480円→6,102円
［原］有機人参、有機トマト、有機南瓜、有機大根、有

機小松菜、有機エンサイ、有機つるむらさき、有機

モロヘイヤ、有機キャベツ、有機生姜、有機玉ねぎ、

有機青じそ、有機バナナ、有機レモン、有機すだち

［製］光食品(徳島）

有機バナナの自然な甘みと有機野
菜の滋味が調和

国産の有機野菜・果物果汁100%で作っ
たジュースです。人参、トマトをベース
にした、さらっとした飲みやすい味わい

3167

有機珈琲
夏ブレンド粉アイス用

170g　918円

3167

有機珈琲
夏ブレンド粉アイス用

170g　918円
［原］有機コーヒー豆(ペルー、グアテ

マラ、メキシコ)　［製］玉屋珈琲店（京都）

3169

有機珈琲
デイリーブレンド・粉

500g　1,890円

［原］玄米こうじ(国産米)、有機玄

米(秋田、滋賀)　

［製］酢屋茂(長野)

3253

玄米甘酒
250g　335円

昔からの製法
により、米と麹
だけで作った
自然な甘み
の玄米甘酒

Polano有機珈琲
マイルド・中細挽き

3162　170g　864円
9235　170g×2　1,728円→1,669円
豆　
3163　170g　864円
9236　170g×2　1,728円→1,669円

Polano有機珈琲
ヨーロピアン・中細挽き

3164　170g　864円
9237　170g×2　1,728円→1,669円
豆　
3165　170g　864円
9238　170g×2　1,728円→1,669円

3263

神泉水
2000ml　302円

［原］湧水(埼玉)　［製］ヤマキ(埼玉)

9352

ケース　2000ml×6

1,812円→1,750円

微炭酸の天然水微炭酸の天然水

自社グループの農園で収穫した梅を、洗糖
と蜂蜜に漬け込んだ濃縮梅シロップです。冷
水や炭酸、お湯で割ったり、ヨーグルトなどに
加えてどうぞ。シャーベットやゼリー作りにも

5～7倍に
薄めて

［原］梅(奈良、和歌山、三重）、洗糖、

蜂蜜(アルゼンチン）　［製］王隠堂

農園（奈良）

3245

プラムハニー
500ml　1,037円

人気商品

3226 
有機野菜飲むならこれ！1日分(無塩)

190g×6　1,102円
9333　ケース　
 190g×30　5,510円→5,184円

［原］有機トマトペースト、有機人参、セルリー、有機

南瓜、アスパラガス、大根、白菜、小松菜、ピーマン、ビー

ツ、ケール、赤ピーマン、野沢菜、ブロッコリー、キャ

ベツ、ほうれん草、かぶ、レタス、クレソン、パセリ、有

機ゆこう果汁、有機レモン果汁　［製］光食品(徳島)

1缶に20種類、1日に必要とされる
350g分の野菜を使用しました

3264

天然炭酸水
YOIYANA
500ml×6　1,242円

［原］鉱泉水(大分)

［製］住宅企画 炭

酸水事業部(大分)

9353

ケース　500ml×24
4,968円→4,730円

京都・老舗珈琲店の熟練職人が焙煎し
たアイス用のブレンドコーヒー。広がりのあ
る充実した苦みをお楽しみください。カフェ
オレにもどうぞ

［原］有機コーヒー豆(インドネシア、

コロンビア、ペルー)　［製］玉屋珈

琲店(京都)

夏場、まだ緑色の有機みかんを早摘みし、
丁寧に搾って有機砂糖で甘味をつけました。
すっと爽快な香り。水や炭酸水で3～5倍に割っ
てどうぞ。かき氷や、ドレッシング作りにも

夏場、まだ緑色の有機みかんを早摘みし、
丁寧に搾って有機砂糖で甘みをつけました。
すっと爽快な香り。水や炭酸水で3～5倍に割っ
てどうぞ。かき氷や、ドレッシング作りにも

[原]有機温州みかん(神奈川)、有機

砂糖　[製]ジョイファーム小田原

(神奈川)

3246

有機緑(あお)みかん
シロップ

200ml　648円

9323　ケース

1000ml×12　7,128円→6,750円

苦味とコクのバランスがとれたすっきりとした味わい

［原］有機コーヒー(インドネシア、コロンビア、ペルー)　

［製］玉屋珈琲店(京都)

有機アイス珈琲(無糖)

3177　
1000ml　594円

9240　

1000ml×2　1,188円→1,156円

太陽の光をたっぷり浴びた完熟りんごストレー
ト果汁100%。ふじを中心に、ジョナゴールド、
むつ、王林、つがる、北斗の果汁をブレンド

3206

ポラーノりんごジュース
1000ml 810円

3206

ポラーノりんごジュース
1000ml 810円

9326

ケース　1000ml×6
4,860円→4,617円

［原］りんご(青森)　［製］青森県りんごジュース(青森)

［原］有機ココアパウダー(オランダ)

［製］プレスオールターナティブ(東

京)

3174

ココア(無糖)
130g　648円

有機カカオ豆を使用した、砂糖、粉乳
不使用のココア。豊かなコクはそのまま
に、脂肪分を11%と一般的なココアより
も抑えました。お菓子作りにもどうぞ

3230

有機にんじんジュース
160g×6　1,102円

9337

ケース　160g×30
5,510円→5,238円

9337

ケース　160g×30
5,510円→5,238円

CD

［原］有機人参(宮

崎、熊本、長崎、

鹿児島、滋賀)、

有機レモン(ス

ペイン、イタリア)

［製］光食品(徳島)

長野産コンコード種のストレート果汁
100%ジュース。果実本来の味と香りが
楽しめます

3212

信州ぶどう
コンコード

1000ml　972円
［原］ぶどう(長野)

［製］アルプス(長野)

3219

オーガニック
トマトジュース(無塩)

190g×6　778円

［原］有機トマト

（アメリカ、イタ

リア、スペイン）

［製］光食品(徳島)

9331 

ケース　190g×30　

3,890円→3,672円

9331 

ケース　190g×30　

3,890円→3,672円

9336　
ケース　190g×30　
6,155円→5,810円

［原］有機レモン果汁、

甜菜グラニュー糖、

炭酸　［製］光食品(徳

島)

3239

レモンサイダー
250ml×6　907円

9343

ケース　250ml×30
4,535円→4,212円

9343

ケース　250ml×30
4,535円→4,212円

3232

有機みかんジュース
190g×6　1,231円

9336　
ケース　190g×30　
6,155円→5,810円
［原］有機みかん(国産)

［製］光食品(徳島)

ポラーノの米麹甘酒 ■冷
3251 200g　745円
3252 徳用　

1kg　3,024円

青森・三上新一さんの
自然農法有機米を使用
濃厚な希釈タイプ
甘酒1：水1～2で薄めたり、
料理の甘みづけに

［原］有機米（青森）、米麹（青森）　

［製］太田酢店（福島）

ポラーノの米麹甘酒 ■冷
3251 200g　745円
3252 徳用　

1kg　3,024円

有機果実の果
汁と自然塩の
みでつくった
オーガニックス
ポーツドリンク

有機果実の果
汁と自然塩の
みでつくった
オーガニックス
ポーツドリンク

［原］有機ぶどう、有

機りんご、有機レモ

ン、有機ゆず、塩

［製］光食品(徳島)

3244

オーガニックスポーツドリンク
280ml×6　1,102円

9346　
ケース　250ml×30
4,535円→4,212円

3242
オーガニック

ぶどうサイダー+レモン
250ml×6　907円

［原］有機ぶどう、有

機レモン、炭酸　［製］

光食品(徳島)

9346　
ケース　250ml×30
4,535円→4,212円

9347

ケース　250ml×30
4,535円→4,212円

3243

オーガニックジンジャーエール
250ml×6　907円

9347

ケース　250ml×30
4,535円→4,212円
［原］有機砂糖、有機

りんご果汁、有機生

姜、有機レモン、有機

すだち、炭酸　［製］

光食品(徳島)

3227

有機ケールとバナナジュース
160g×6　1,166円→1,120円

9338　ケース
160g×30　5,508円→5,250円

［原］有機ケール、有機バナナ、

有機レモン　［製］光食品(徳島)

栄養価が高いことで知られるケールを1
缶で45g使用。お子様や、食欲がわかな
い時でも飲みやすいジュースです
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菓
子

3532

ピーナッツのパウンドケーキ
250g　1,177円

［原］小麦粉(岩手)、菜種油、有機コ

コア(エクアドル、サントメプリン

シペ、ドミニカ)、有機くるみ(アメ

リカ)、有機メープルシロップ(ア

メリカ)、海の精　［製］みれっと

ファーム(長野)

バナナのパウンドケーキ ■冷

3521　小
240g　972円

3522　大
540g　2,052円

3453

ポップコーン
35g　240円

ラム酒漬け、コンポート、生と3種類のバナナを使い、奥
深い風味に仕上げました。

有機メープルシロップをたっぷり
使い、香ばしく焼き上げたココアクッ
キーです

[原]小麦粉(国産)、洗糖、平飼卵(埼玉)、バター(北海

道)、有機ライ麦粉(アメリカ)、有機バナナ(メキシコ)、

ドライバナナ(メキシコ)、ラム酒　［賞］冷蔵10日　

［製］くろうさぎ(埼玉)

[原]小麦粉(国産)、洗糖、平飼卵(埼玉)、バター(北海

道)、有機ライ麦粉(アメリカ)、有機バナナ(メキシコ)、

ドライバナナ(メキシコ)、ラム酒　［賞］冷蔵10日　

［製］くろうさぎ(埼玉)

菓 子

ナッツ・
ドライフルーツ

バナナのパウンドケーキ ■冷

3521　小
240g　972円

3522　大
540g　2,052円

［原］有機インカベリー(ペルー) 

［製］アルコイリス(千葉)

［原］有機インカベリー(ペルー) 

［製］アルコイリス(千葉)

［原］有機インカベリー(ペルー) 

［製］アルコイリス(千葉)

3328

有機インカベリー
60g　799円

3328

有機インカベリー
60g　799円

3423

ひじきおかき・塩
53g　380円

［原］有機も

ち米(宮城)、

有機植物油、

ひじき(国産)、

海の精　

［製］精華堂

霰総本舗(東

京)

3428

手のし柿の種
38g　292円

［原］有機も

ち米(宮城)、

有機醤油、味

醂、唐辛子(国

産)、有機砂糖、

昆布(北海道)、

鰹節(鹿児島)

［製］精華堂

霰総本舗(東

京)

3424

あんこおかき
９枚　486円

3424

あんこおかき
９枚　486円

［原］有機もち米(国産)、有機白醤油、

砂糖、有機植物油、小豆(北海道)、

味醂、昆布(北海道)、かつお節(鹿児

島)、海の精　［製］精華堂霰総本舗

(東京)

［原］有機もち米(国産)、有機白醤油、

砂糖、有機植物油、小豆(北海道)、

味醂、昆布(北海道)、かつお節(鹿児

島)、海の精　［製］精華堂霰総本舗

(東京)

3427

有機米菓・福めぐり
17g×2　356円

［原］有機もち米（国産）、有機醤油、

有機砂糖、有機黒糖、海苔(熊本)、

有機食物油、有機白醤油、昆布のり、

味醂、落花生(千葉)、昆布(北海道)、

鰹節(鹿児島)　［製］精華堂霰総本

舗(東京)

［原］有機もち米（国産）、有機醤油、

有機砂糖、有機黒糖、海苔(熊本)、

有機食物油、有機白醤油、昆布のり、

味醂、落花生(千葉)、昆布(北海道)、

鰹節(鹿児島)　［製］精華堂霰総本

舗(東京)

［原］共通：小麦粉(国産)、甜菜糖、パー

ム油、豆乳(国産)、脱脂粉乳(国産)、水飴、

食塩、膨張剤/黒糖：黒糖、カラメル色

素(澱粉由来)　［製］丸和食品(東京)

［原］共通：小麦粉(国産)、甜菜糖、パー

ム油、豆乳(国産)、脱脂粉乳(国産)、水飴、

食塩、膨張剤/黒糖：黒糖、カラメル色

素(澱粉由来)　［製］丸和食品(東京)

豆乳ドーナツ

3442　白蜜

3443　黒糖

各155g　292円

[原]有機玄米(新潟、滋賀),自然塩　

[製］げんきタウン(大阪)

[原]有機玄米(新潟、滋賀),自然塩　

[製］げんきタウン(大阪)

国産有機玄米で作ったほ
んのり塩味のポン菓子です
国産有機玄米で作ったほ
んのり塩味のポン菓子です

3412

玄米ポン
３枚　173円

［原］とうもろこし(長野)、菜種油、

海の精　

［製］みれっとファーム(長野)

［原］とうもろこし(長野)、菜種油、

海の精　

［製］みれっとファーム(長野)

3453

ポップコーン
35g　240円

［原］小麦粉(岩手)、有機カレンズ(ア

メリカ)、菜種油、海の精　［製］みれっ

とファーム(長野)

3454

太郎くん
８枚　430円

［原］有機いちじく（トルコ）

［製］ノヴァ(埼玉)

［原］有機いちじく（トルコ）

［製］ノヴァ(埼玉)

3331

有機干しいちじく
150g　821円

［原］有機あんず（トルコ）

［製］ノヴァ(埼玉)

［原］有機あんず（トルコ）

［製］ノヴァ(埼玉)

3332

有機干しあんず
100g　745円

［原］共通：スケトウダラすり身、鯵す

り身、馬鈴薯澱粉、菜種油、甜菜グラ

ニュー糖、再製塩、鯵粉、魚醤、昆布だ

し、鰹だし/あおさ：あおさ粉末/甘え

び：甘えび　［製］別所蒲鉾店(島根)

［原］共通：スケトウダラすり身、鯵す

り身、馬鈴薯澱粉、菜種油、甜菜グラ

ニュー糖、再製塩、鯵粉、魚醤、昆布だ

し、鰹だし/あおさ：あおさ粉末/甘え

び：甘えび　［製］別所蒲鉾店(島根)

3433

お魚チップス3種セット
(小麦不使用)

40g×3　744円→713円

［原］小麦粉(岩手)、もちきび(岩手)、

菜種油、ホシノ天然酵母、海の精　

［製］みれっとファーム(長野)

3455

きび太くん
70g　430円

［原］小麦粉(岩手)、大豆(長野)、菜

種油、竹炭(宮崎)、海の精　［製］み

れっとファーム(長野)

3457

竹炭かりんと
100g　430円

［原］小麦粉(岩手)、菜種油、有機コ

コア(エクアドル、サントメプリン

シペ、ドミニカ)、有機くるみ(アメ

リカ)、有機メープルシロップ(ア

メリカ)、海の精　［製］みれっと

ファーム(長野)

3456

ココアのココ
70g　430円

3456

ココアのココ
70g　430円

今週限り(期間限定)

有機ローストアーモンド
3308　

90g　778円
3309　

200g　1,566円

カリッとした歯応えを活かし、香ばしくロー
ストしました。オレイン酸やビタミンEが豊富。
無塩なので、製菓、製パン用にも最適

［原］有機アーモンド(スペイン・

イタリア)　［製］ノヴァ(埼玉)

［原］有機アーモンド(スペイン・

イタリア)　［製］ノヴァ(埼玉)

有機ローストアーモンド
3308　

90g　778円
3309　

200g　1,566円

3310

ピスタチオ(食塩不使用)
70g　626円

農薬・化肥不使用のピスタチオを香ばしく
ローストしました。ビタミンB群、カリウム・鉄・
亜鉛などのミネラル、必須アミノ酸、食物
繊維等の栄養素に富んでいます

［原］ピスタチオ(アメリカ)

［製］プレスオールターナ

ティブ(東京)

3310

ピスタチオ(食塩不使用)
70g　626円

［原］有機ウォールナッツ(アメリカ)

［製］ノヴァ(埼玉)

［原］有機ウォールナッツ(アメリカ)

［製］ノヴァ(埼玉)

有機ウォールナッツ
3304　80g　810円
3305　200g　1,782円

［原］有機カシューナッツ(ベト

ナム)　［製］アリサン(埼玉)

使いやすい無塩タイプ使いやすい無塩タイプ

3311

有機カシューナッツ
100g　497円

［原］有機カシューナッツ(ベト

ナム)　［製］アリサン(埼玉)

3321

ヨーグルトと食べる
ドライフルーツ

100g　626円
［原］オーガニックドライマンゴー(メキシコ)、

オーガニックドライクランベリー(アメリカ)、

粗糖、ひまわり油、オーガニックレーズン(ア

メリカ)、オーガニックドライパイナップ

ル(メキシコ)　［製］プレスオールターナティ

ブ(東京)

［原］オーガニックドライマンゴー(メキシコ)、

オーガニックドライクランベリー(アメリカ)、

粗糖、ひまわり油、オーガニックレーズン(ア

メリカ)、オーガニックドライパイナップ

ル(メキシコ)　［製］プレスオールターナティ

ブ(東京)

ヨーグルトのトッピングに最適ヨーグルトのトッピングに最適

有機レーズン
3323　

120g　410円
3324　

350g　864円

鉄分、カリウムなどミネラルは
生のぶどうの５倍以上、脂質
が低く、食物繊維も豊富です

［原］有機レーズン(アメリカ)　

［製］ノヴァ(埼玉)

鉄分、カリウムなどミネラルは
生のぶどうの５倍以上、脂質
が低く、食物繊維も豊富です

有機レーズン
3323　

120g　410円
3324　

350g　864円

鉄分、カリウムなどミネラルは
生のぶどうの５倍以上。脂質
が低く、食物繊維も豊富です

［原］有機プルーン(アメリカ) 

［製］ノヴァ(埼玉)

［原］有機プルーン(アメリカ) 

［製］ノヴァ(埼玉)

3326

有機プルーン(種あり)
300g　1,426円

完熟インカベリーの果実を丹念に干
し加工し、心地よい歯ごたえと芳醇
な香りを引き出しました

新農業研究会の生産者が栽培したりん
ご「ふじ」を、皮ごと厚切りカットしてつくり
ました。濃密な甘さとサクサクっと心地よ
い食感が楽しめます

［原］オーガニックマンゴー（メキ

シコ）　［製］プレスオールターナ

ティブ(東京)

3334

ドライマンゴー
65g　562円

［原］りんご(青森)　

［製］ナチュラル農究(青森)

3336

アップルチップス(ノンフライ)
40g　540円

3336

アップルチップス(ノンフライ)
40g　540円

国産有機米のみで作った昔ながらの
ポン菓子です。ほどほどの歯ごたえと
白米の素朴な味わいが楽しめます。スー
プやクラムチャウダーにつけても

国産有機米のみで作った昔ながらの
ポン菓子です。ほどほどの歯ごたえと
白米の素朴な味わいが楽しめます。スー
プやクラムチャウダーにつけても

[原]有機米(新潟、滋賀)

［製］げんきタウン(大阪)

3411

お米ポンポン
３枚　173円

3518

カスタード
シュークリーム ■冷

２個　432円

CD

［原］卵(東京)、小麦粉(北海道、栃木、

三重)、菜種油、洗糖、牛乳(静岡)　［賞］

冷蔵２日　［製］アオティア(東京)

［原］卵(東京)、小麦粉(北海道、栃木、

三重)、菜種油、洗糖、牛乳(国産)　［賞］

冷蔵２日　［製］アオティア(東京)

［原］卵(東京)、小麦粉(北海道、栃木、

三重)、菜種油、洗糖、牛乳(国産)　［賞］

冷蔵２日　［製］アオティア(東京)

CD

［原］うるち米（岩手）、ごま(ミャン

マー)、醤油、玄米水飴、馬鈴薯澱粉(北

海道)　［製］味泉(岩手)

［原］うるち米（岩手）、ごま(ミャン

マー)、醤油、玄米水飴、馬鈴薯澱粉(北

海道)　［製］味泉(岩手)

3439

みちのくせんべい
黒胡麻

12枚　238円

お米の風味、醤油と胡麻
の香ばしさが楽しめます
お米の風味、醤油と胡麻
の香ばしさが楽しめます

［原］うるち米(岩手)、醤油、胡麻(ミャ

ンマー）、玄米水飴、馬鈴薯澱粉(北

海道)　［製］味泉(岩手)

3441

小丸せんべい・胡麻
110g　389円

CD

［原］粗糖、小麦粉(熊本)、牛乳(静岡)、

卵(静岡)、米粉(熊本、福岡)、蜂蜜(北

海道、岐阜)、黒酢、重曹、有機緑茶(静

岡)、抹茶(京都)、クロレラ(京都)　［賞］

5日(前々日製造の商品をお届け)

［製］こだわりの味協同組合（静岡）

［原］粗糖、小麦粉(熊本)、牛乳(静岡)、

卵(静岡)、米粉(熊本、福岡)、蜂蜜(北

海道、岐阜)、黒酢、重曹、有機緑茶(静

岡)、抹茶(京都)、クロレラ(京都)　［賞］

5日(前々日製造の商品をお届け)

［製］こだわりの味協同組合（静岡）

3452

ふっくらふくれ抹茶
１個(240g）　405円

CD

［原］平飼卵(三重)、洗糖、バター(北海道)、

小麦粉(岩手)、有機ココナッツ(スリラン

カ)、有機アーモンドパウダー(イタリア)、

有機ココナッツオイル、片栗粉(国産)、

蜂蜜(長野)　［賞］30日　［製］八ヶ岳の

たんぽぽ（長野)

3531

フィナンシェ風
ココナッツケーキ

250g　1,177円
［原］平飼卵(三重)、洗糖、バター(北海道)、

小麦粉(岩手)、有機ココナッツ(スリラン

カ)、有機アーモンドパウダー(イタリア)、

有機ココナッツオイル、片栗粉(国産)、

蜂蜜(長野)　［賞］30日　［製］八ヶ岳の

たんぽぽ（長野)

小麦粉とアーモンドパウダーで作った生地にココナッ
ツオイルを練り込み、丁寧に焼き上げました

3531

フィナンシェ風
ココナッツケーキ

250g　1,177円 ［原］平飼卵(三重)、バター(北海道)、

洗糖、オーガニックピーナッツバ

ター(アメリカ)、小麦粉(岩手)、全

粒粉(群馬、栃木)、キャラメル(国産) 

［賞］30日　［製］八ヶ岳のたんぽぽ

（長野)

［原］平飼卵(三重)、バター(北海道)、

洗糖、オーガニックピーナッツバ

ター(アメリカ)、小麦粉(岩手)、全

粒粉(群馬、栃木)、キャラメル(国産) 

［賞］30日　［製］八ヶ岳のたんぽぽ

（長野)

オーガニック・ピーナッツバターの香りが、自家製のキャ
ラメルを加えることによって、更に香ばしくなっています。
国産小麦を使用した、風味豊かなナッツパウンドです

3532

ピーナッツのパウンドケーキ
250g　1,177円

［原］有機もち米(宮城)、有機醤油、

有機うす塩醤油、有機砂糖、海苔(佐

賀）、昆布(北海道)、鰹（鹿児島)　［製］

精華堂霰総本舗(東京)

3425

深川巻
38g　400円

宮城産有機もち米と吟味した調味料を
使い香ばしく焼き上げたおかきです。海
苔と醤油味おかきの黄金のコラボが楽し
めます

国産有機もち米をカリッと焼いた生地
であんこをはさみました。あんこのしっ
とりとした食感と品の良い甘みが、白
醤油の風味とマッチしています

3517

国産小麦のパンケーキ　■凍
２枚×３　950円

3517

国産小麦のパンケーキ　■凍
２枚×３　950円

［原］小麦粉(岐阜)、牛乳(千葉)、鶏

卵(千葉)、粗糖、菜種油、酢、重曹、

海の精　［製］千葉産直サービス(千

葉)

温めるだけで手軽に食べられる
冷凍パンケーキです。お好みで、
はちみつ、バター、ジャム等をトッ
ピングしてどうぞ

お届けは翌々週
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�島根・奥出雲の豊かな自然の中で

健康に飼育した乳牛から搾った

牛乳に生クリーム、平飼いされた

健康な鶏の卵黄を贅沢に使用し

ました。コクがあってなめらかな

舌触り、濃厚なのにすっき

りとした後味が特長

�島根・奥出雲の豊かな自然の中で

健康に飼育した乳牛から搾った

牛乳に生クリーム、平飼いされた

健康な鶏の卵黄を贅沢に使用し

ました。コクがあってなめらかな

舌触り、濃厚なのにすっき

りとした後味が特長

3617

どら焼き
75g×3　756円

木次乳業の牛乳で作った

スーパープレミアム
アイスクリーム

やさしい豆乳クッキー
3571　プレーン　７枚　356円
3572　ココナッツ　７枚　356円
3573　黒蜜きな粉　７枚　356円
3574　ソイラテ　７枚　378円
3575　チョコ　７枚　378円

ナチュラル
サプリ
メント

グルテン
フリー

米と大豆を使ったサクッと心地好い食感のクッキーです
［原］共通：米粉(国産)、甜菜糖(北海道)、菜種油(オーストラリア、カナダ)、有機豆乳(アメリカ)、大豆粉(国産)、さつま

芋澱粉(国産)、塩/プレーン：有機ココナッツパウダー(スリランカ)/ココナッツ：有機ココナッツパウダー(スリランカ)/

黒蜜きな粉：黒糖(沖縄)、きな粉(国産)/ソイラテ：有機ココナッツパウダー(スリランカ)、有機インスタントコーヒー(コ

ロンビア)/チョコ：有機チョコレートチップ(ペルー)、有機ココアパウダー(ドミニカ)　［製］げんきタウン(大阪)

やさしい豆乳クッキー
3571　プレーン　７枚　356円
3572　ココナッツ　７枚　356円
3573　黒蜜きな粉　７枚　356円
3574　ソイラテ　７枚　378円
3575　チョコ　７枚　378円

［原］小豆(岩手・北海道)、麦芽水

飴、海の精　［製］みれっとファー

ム(長野)

3611

小豆のつぶあん
300g　630円

［原］小豆(島根)、甜菜グラニュー糖、

穀物(国産)、再製塩　［製］吉田ふ

るさと村(島根)

3631

雑穀ぜんざい(餅なし)
150g　320円

3921

オーガニックプロポリス

30ml　19,440円
［原］オーガニックエタノール、オー

ガニックプロポリス(ブラジル)　

［製］オーサワジャパン(東京)

風邪の予防や
アレルギー症
状の軽減効
果などが期待
されています

お届けは翌々週

国 産 の小
豆をじっくり
煮込み、丁
寧に捏ね合
わせました

16種類の
雑穀を使
用した甘さ
控えめのぜ
んざい

［原］さつま芋(茨城)　［製］照沼勝

一商店(茨城)

［原］さつま芋(茨城)　［製］照沼勝

一商店(茨城)

農薬・化肥不使用のさつ
ま芋「紅はるか」を使用
農薬・化肥不使用のさつ
ま芋「紅はるか」を使用

3601

ほしいも(紅はるか)
200g　778円

オリジナルフルーツジャム
を練りこんだプチクッキー
オリジナルフルーツジャム
を練りこんだプチクッキー

［原］小麦粉(北海道)、甜菜糖蜜(北海道)、

菜種油、有機レーズン(アメリカ)、有

機カレンズ(アメリカ)、甜菜糖、有機

レモン皮(国産)、有機レモン果汁(イ

タリア)、塩　［製］げんきタウン(大阪)

［原］小麦粉(北海道)、甜菜糖蜜(北海道)、

菜種油、有機レーズン(アメリカ)、有

機カレンズ(アメリカ)、甜菜糖、有機

レモン皮(国産)、有機レモン果汁(イ

タリア)、塩　［製］げんきタウン(大阪)

3561

ドライフルーツクッキー 
40g　280円

3561

ドライフルーツクッキー
40g　302円

［原］小豆(北海道)、洗糖、麦芽水

飴、寒天(長野)、海の精、葛(鹿児島)

［製］小山製菓(東京)

［原］小豆(北海道)、洗糖、麦芽水

飴、寒天(長野)、海の精、葛(鹿児島)

［製］小山製菓(東京)

3616

水ようかん ■凍
40g×4　810円

有機小松菜
をパウダー
状にしまし
た。水に溶
かしてどうぞ

［原］有機小松菜(群馬)　［製］プレ

マ(群馬)

3912

オーガニック
小松菜パウダー

1.5g×14包　1,620円

3904

卵油
100粒　3,780円

［原］卵黄（島根）、ゼラチン、グリ

セリン　［製］木次乳業（島根)

平飼い卵を使
用。レシチン、ビ
タミンＥ、リノー
ル酸などの不
飽和脂肪酸を
含んでいます

［原］梅シロップ、洗糖　

［製］王隠堂農園(奈良)

［原］梅シロップ、洗糖　

［製］王隠堂農園(奈良)

3722

梅チュッチュ
90ml×5　394円

冷凍庫で凍
らせてから、
シャーベットと
してどうぞ

3562

玄米クッキー
40g　302円

3562

玄米クッキー
40g　302円

［原］小麦粉(北海道)、甜菜糖蜜(北

海道)、菜種油、煎り玄米(国産)、塩

［製］げんきタウン(大阪)

［原］小麦粉(北海道)、甜菜糖蜜(北

海道)、菜種油、煎り玄米(国産)、塩

［製］げんきタウン(大阪)

焙煎した国産玄米をミッ
クスしました
焙煎した国産玄米をミッ
クスしました

再開

［原］共通：生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、甜菜グラニュー糖、卵黄/バニラ：バニラ香料/いちご：いちご/ブルー

ベリー：ブルーベリー/抹茶あずき：小豆甘納豆、抹茶/ビターチョコ：ココア、バニラ香料　［製］木次乳業(島根)

3717　5種セット
120ml×5　

1,728円→1,680円
内容：バニラ、いちご、抹茶あずき、
ビターチョコ、ブルーベリー

木次乳業の牛乳で作った

スーパープレミアム
アイスクリーム

3716　3種セット
120ml×3

1,037円→1,015円
内容：バニラ、抹茶あずき、
ビターチョコ

VANAGAアイス ■凍
3711　バニラ

3712　いちご

3713　抹茶あずき

3714　ビターチョコ

3715　ブルーベリー

各120ml×3　1,037円

［原］小豆(北海道)、オーガニック

デイツ(アメリカ)、小麦粉(岩手)、

玄米餅粉(山形)、菜種油、酵母、オー

ガニックくるみ(アメリカ)、全粒

粉(群馬)、自然塩、アーモンドプー

ドル(東京)　［賞］５日　［製］木の

ひげ(東京)

［原］小豆(北海道)、オーガニック

デイツ(アメリカ)、小麦粉(岩手)、

玄米餅粉(山形)、菜種油、酵母、オー

ガニックくるみ(アメリカ)、全粒

粉(群馬)、自然塩、アーモンドプー

ドル(東京)　［賞］５日　［製］木の

ひげ(東京)

3539

えりも小豆の焼菓子
１個　400円

[原]小麦粉(岩手)、玄米もち粉(山形)、

菜種油、天然酵母全粒粉(群馬)、アー

モンド粉、自然塩　［賞］30日　［製］

木のひげ(東京)

[原]小麦粉(岩手)、玄米もち粉(山形)、

菜種油、天然酵母全粒粉(群馬)、アー

モンド粉、自然塩　［賞］30日　［製］

木のひげ(東京)

3538

玄米もちっこ
70g　351円

有機青梅
1kgをおよ
そ20gにま
で濃縮した
貴 重 な梅
エキス

[原]有機梅(奈良、三重)　［製］王隠

堂農園(奈良)

3905

有機梅エキス
65g　2,538円

黒にんにく
3906

30g　259円
9357　ケース
30g×20　5,180円→4,925円
［原］生にんにく(アルゼンチン)

［製］サラダコスモ(岐阜)

じっくり1ヵ月以上かけてにんに
く自身の酵素で低温熟成させ、
フルーティーな甘さともちもち
の食感を引き出しました

じっくり1ヵ月以上かけてにんに
く自身の酵素で低温熟成させ、
フルーティーな甘さともちもち
の食感を引き出しました

黒にんにく
3906

30g　259円
9357　ケース
30g×20　5,180円→4,925円

3907

梅醤番茶の素
220g　1,188円

［原］梅肉(奈良、和歌山、三重)、醤油、

生姜(高知)　［製］王隠堂農園（奈良)

王隠堂農園の梅干から種を取り除き、高
知産生姜の搾り汁と、天然醸造醤油をブ
レンドしました。梅のほど良い酸味に生姜
の刺激が加わり、朝の目覚めや仕事中の
気分転換にもぴったり

ビタミン・ミネラルが豊富ビタミン・ミネラルが豊富

3913

有機ケールパウダー
100g　1,620円

［原］有機ケール(島根)　［製］桜江

町桑茶生産組合(島根)

0502

乳酸菌がいきているマイグルト 30包

1g×30　2,873円
［原］米(福島)、米麹

［製］片山(神奈川)

自然醗酵させた乳酸菌と酵母をフリー
ズドライ。継続して摂取することで、便
秘、肌荒れ、免疫力低下、口臭・体臭
発生等の症状の軽減が期待できます。
そのまま摂取するほか、いろいろな料
理に使えます

自然醗酵させた乳酸菌と酵母をフリー
ズドライ。継続して摂取することで、便
秘、肌荒れ、免疫力低下、口臭・体臭
発生等の症状の軽減が期待できます。
そのまま摂取するほか、いろいろな料
理に使えます

0502

乳酸菌がいきているマイグルト 30包

1g×30　2,873円

3915

マヌカハニーＭＧＯ250＋
250g　5,292円

ニュージーランドに自生するマヌカの花
から集めた蜂蜜です。抗菌物質「メチ
ルグリオキサール(MGO)」の含有量が
多く、のど荒れ症状の緩和や免疫強
化などが期待されています

[原]マヌカはちみつ（ニュージーラ

ンド）　［製］オーサワジャパン（東京）

3915

マヌカハニーＭＧＯ250＋
250g　5,292円

［原］全粒粉(群馬)、小麦粉(岩手)、有

機甘夏(熊本)、菜種油、オーガニック

デイツ(アメリカ)、シナモン(中国)、

自然塩　［賞］5日　［製］木のひげ(東京)

3543

甘夏みかんタルト
１個　454円

ポランの有機甘夏を使用。甘夏の

酸味と全粒粉タルト生地が見事にマッ
チしたさわやかな味のタルトです。そ
のままはもちろん、冷やしても

［原］有機バナナ(エクアドル・ペ

ルー)、南部地粉(岩手)、バター(北

海道)、全粒粉(群馬)、自然塩、シナ

モン(中国)　［賞］5日　［製］木の

ひげ(東京)

［原］有機バナナ(エクアドル・ペ

ルー)、南部地粉(岩手)、バター(北

海道)、全粒粉(群馬)、自然塩、シナ

モン(中国)　［賞］5日　［製］木の

ひげ(東京)

3544

バナナのパイ包み
１個　378円

3546

デイツクッキー
85g　410円

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

菜種油、オーガニックデイツ(アメ

リカ)、卵(東京)、自然塩　［製］木の

ひげ(東京)

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

菜種油、オーガニックデイツ(アメ

リカ)、卵(東京)、自然塩　［製］木の

ひげ(東京)

デイツ(なつめやし)を使っ
たハードタイプのクッキー
デイツ(なつめやし)を使っ
たハードタイプのクッキー

CD

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

自然塩、菜種油、有機クルミ(アメ

リカ)、有機レーズン(アメリカ)、シ

ナモン(中国)、ラム酒　［製］木の

ひげ(東京)

レーズンとくるみを巻き込
んだ食べ応えのあるクッキー
レーズンとくるみを巻き込
んだ食べ応えのあるクッキー

3547

おやゆびトム
135g　583円

CD

［原］小麦粉(岩手)、全粒粉(群馬)、

自然塩、菜種油、有機クルミ(アメ

リカ)、有機レーズン(アメリカ)、シ

ナモン(中国)、ラム酒　［製］木の

ひげ(東京)

3549

ツーロング
3550

ツーロングA
各６本　432円

［原］共通：小麦粉(岩手)、全粒粉(群

馬)、自然塩、植物油脂、オーガニッ

クシナモン(ベトナム)／ツーロング：

鶏卵、蜂蜜(北海道)　［製］木のひ

げ(東京)

全粒粉を使用した、食べやすいスティッククッキー。ツー
ロングAは、ツーロングから蜂蜜と卵を抜いたタイプです

3551

リンツァトルテ
70g　410円

3551

リンツァトルテ
70g　410円

3552

エンガディーナー・
ヌストルテ
１個　594円［原］小麦粉(滋賀)、甜菜糖、バター(北

海道)、有機ラズベリー(セルビア)、有

機アーモンド(スペイン)、平飼卵(京都)、

有機パーム油(コロンビア)、有機コ

コア(エクアドル、サントメプリンシ

ペ、ドミニカ)、自然塩、有機レモン(愛

媛、和歌山、イタリア)、重曹、有機シ

ナモン(スリランカ)、ナツメグ(アメ

リカ)、有機クローブ(スリランカ)

［製］ベッカライ・ヨナタン(京都)

［原］小麦粉(滋賀)、有機

くるみ(アメリカ)、バター

(北海道)、甜菜含蜜糖、甜

菜糖、平飼卵(京都)、有機

パーム油、生クリーム(北

海道)、有機ヘーゼルナッ

ツ(イタリア)、自然塩、有

機レモン(愛媛、和歌山、

イタリア)　［製］ベッカ

ライ・ヨナタン（京都）

［原］小麦粉(滋賀)、有機

くるみ(アメリカ)、バター

(北海道)、甜菜含蜜糖、甜

菜糖、平飼卵(京都)、有機

パーム油、生クリーム(北

海道)、有機ヘーゼルナッ

ツ(イタリア)、自然塩、有

機レモン(愛媛、和歌山、

イタリア)　［製］ベッカ

ライ・ヨナタン（京都）

バター、生クリームを
使ったリッチな生地
に、有機ナッツたっ
ぷりのフィリングをつ
めました

バター、生クリームを
使ったリッチな生地
に、有機ナッツたっ
ぷりのフィリングをつ
めました

［原］小麦粉(滋賀)、甜菜糖、バター(北

海道)、有機ラズベリー(セルビア)、有

機アーモンド(スペイン)、平飼卵(京都)、

有機パーム油(コロンビア)、有機コ

コア(エクアドル、サントメプリンシ

ペ、ドミニカ)、自然塩、有機レモン(愛

媛、和歌山、イタリア)、重曹、有機シ

ナモン(スリランカ)、ナツメグ(アメ

リカ)、有機クローブ(スリランカ)

［製］ベッカライ・ヨナタン(京都)

※クッキーの柄が変わることがあります

スパイスの香りの
効いたタルトに、
ラズベリージャム
を合わせました

3552

エンガディーナー・
ヌストルテ
１個　594円

3556

アーモンドクッキー
6枚　416円

［原］小麦粉(北海道、三重)、有機ショー

トニング(コロンビア)、洗糖、卵(東京)、

有機アーモンドスライス(スペイン)、

キャロブパウダー(スペイン)　［製］

アオティア(東京)

［原］小麦粉(北海道、三重)、有機ショー

トニング(コロンビア)、洗糖、卵(東京)、

有機アーモンドスライス(スペイン)、

キャロブパウダー(スペイン)　［製］

アオティア(東京)

［原］甜菜糖、葛粉(近畿・九州地方)、

馬鈴薯澱粉(北海道)、こんにゃく

粉(群馬)、寒天(海外)、わらび粉(鹿

児島)、きな粉(国産)、再製塩　［製］

フルーツ・バスケット(兵庫)

［原］甜菜糖、葛粉(近畿・九州地方)、

馬鈴薯澱粉(北海道)、こんにゃく

粉(群馬)、寒天(海外)、わらび粉(鹿

児島)、きな粉(国産)、再製塩　［製］

フルーツ・バスケット(兵庫)

3606

吉野葛わらび餅
(きな粉付)

140g×2　680円

［原］甘露梅(奈良、和歌山、三重)、

梅果汁(奈良、和歌山、三重)、洗糖、

寒天、こんにゃく芋、酸味料　[製]

王隠堂農園（奈良)

3721

梅ゼリー
80g×4　626円

梅の甘露
煮が一粒
丸ごと入っ
ている贅
沢なゼリー

［原］天草(静岡)、純米酢、三杯酢

［製］池谷こんにゃく(東京)

上質な伊豆天草のみを使い、
昔ながらの製法でじっくり時間
をかけて煮上げました。つるん
と心地よい喉ごしです

3701

ところてん
200g×2　421円

［原］小豆(北海道)、小麦粉

(群馬)、洗糖、卵(東京)、純

米酒、麦芽水飴、蜂蜜(国産)、

海の精、重曹　［賞］5日　

［製］小山製菓(東京)

3617

どら焼き
75g×3　756円

北海道産大納言小豆と洗糖で作った自慢のつぶ餡を、
国産小麦粉の生地で挟みました。天然重曹を使用し
た生地は、一枚一枚銅板で丁寧に焼き上げています

北海道産大納言小豆と洗糖で作った自慢のつぶ餡を、
国産小麦粉の生地で挟みました。天然重曹を使用し
た生地は、一枚一枚銅板で丁寧に焼き上げています



TEL.0428-24-9890  FAX.0428-24-9892  URL https://www.e-pod.jp  E-mail mail.pod@polano.org

◆「インターネット注文の手引き」、Daily POD、商品データベース、最新カタログなどを掲載しています

◆加工食品等の原料原産地情報を［商品データベース］に公開しています

表示アイコンの説明

[原]…原材料　  [賞]…賞味期限　  [製]…製造者：オリジナル商品：冷蔵 ■凍　　　　　■冷：冷凍

A週→Ｂ週→Ｃ週→Ｄ週→A週…の順に、4週間で一巡します：2週ごとの掲載

［原］生乳(岐阜)　［賞］冷蔵6日(3日前製

造の商品をお届け)　［製］飛騨酪農(岐阜)

0912

ノンホモ
飛騨牛乳(瓶) ■冷

900ml　502円 AB CD

会員専用ページ　https://www2.e-pod.jp

商品コード 商品名

0421 さゆり米・白米

0422      〃     ・白米

：商品の放射性物質検査分析結果、不検出

：主原材料の放射性物質検査分析結果、不検出

検査結果をウェブサイトで公開しています
https://www.e-pod.jp/nukecheck/

国産有機野菜
ジュース・ケース

9334　125ml×18　
2,970円→2,830円
9665　

125ml×18×2　5,940円→5,560円
人参、トマトをベースにした、さらっと
した飲みやすい味わい
［原］有機濃縮にんじん(国産)、有機トマト(国産)、有機

かぼちゃ(国産)、有機青じそ(国産)、有機小松菜(徳島)、

有機エンサイ(徳島)、有機つるむらさき(徳島)、有機モ

ロヘイヤ(徳島)、有機たまねぎ(国産)、有機ゆこう(国産)、

有機すだち(国産)　［製］光食品(徳島)

2802

沖縄黒糖蜜

400g　1,080円→1,030円
南国沖縄の青い空、青い海の美しい自然環境のも
と、サンサンと輝く太陽をいっぱい受け、すくすくと育っ
た黒糖サトウキビのみで作りました
［原］黒糖(沖縄)　［製］三幸食品(東京)

VANAGAアイス ■凍

3716　３種セット　
120ml×3　1,037円→1,015円
バニラ、いちご、抹茶あずき 各1

3717　5種セット　
120ml×5　1,728円→1,680円
バニラ、いちご、抹茶あずき、ビターチョコ、ブルーベリー 各1

牛乳に生クリーム、平飼い鶏の卵黄を使ったアイス
クリームのバラエティセット
［原］共通：生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、甜菜グラニュー糖、卵黄/バニラ：バ

ニラ香料/いちご：いちご/抹茶あずき：小豆甘納豆、抹茶/ビターチョコ：ココ

ア、バニラ香料/ブルーベリー：ブルーベリー　［製］木次乳業(島根)

2710

星六のきな粉

80g　281円
和スイーツにはもちろん、トーストに
かけたり、牛乳に混ぜても
［原］大豆（秋田）　［製］星六（新潟）

3606

吉野葛わらび餅
(きな粉付)

140g×2　680円
希少な国産葛粉を使用。黒糖蜜をかけるのもおすすめ
［原］甜菜糖、葛粉(近畿・九州地方)、馬鈴薯澱粉(北海道)、こんにゃく粉(群馬)、寒天

(海外)、わらび粉(鹿児島)、きな粉(国産)、再製塩　［製］フルーツ・バスケット(兵庫)

0949

木次ミルクのプリン ■冷

80g×3　470円→455円
ミルクの濃厚なコクと甘みが味わえるプリンです。しっかり冷やすともっ
ちりぷるんとした食感、少し常温に戻すとトロりとした食感が楽しめます
［原］牛乳(島根)、甜菜グラニュー糖、脱脂粉乳(島根)、ゼラチン　［賞］冷蔵10日　［製］木次乳業(島根)

2710

星六のきな粉

80g　281円
和スイーツにはもちろん、トーストに
かけたり、牛乳に混ぜても
［原］大豆（秋田）　［製］星六（新潟）

これはうまい有機麦茶
ティーバッグ

3142　10g×16　367円→355円
9657　10g×16×2　734円→690円
国産有機六条大麦を丁寧に三度炒り、
芯まで充分に炒り上げました。ノンカフェ
インなので寝る前の水分補給にもおす
すめです
［原］有機大麦(石川・宮城)　［製］アルトス(静岡)

これはうまい有機麦茶

3141　250g　367円→355円
9656　250g×2　734円→690円

麦茶本来の充実した香ばしい風味麦茶本来の充実した香ばしい風味

ケールが美味しく摂れる
野菜ジュース
ケールが美味しく摂れる
野菜ジュース

ひじきの栄養たっぷり
シンプルな味付け

しょうゆ出汁の風味が
もち米の旨みと絡まる

塩味がひかえめに効いた
まっ黒なかりんとう

甘酸っぱいカレンズと
滋味あふれる生地

国産の有機野菜・
くだもの果汁100%
国産の有機野菜・
くだもの果汁100%

有機ケールと
バナナジュース

3227　
160g×6　1,166円→1,120円

9338　ケース　
160g×30　5,508円→5,250円

栄養価が高いことで知られるケー
ルを、１缶160gあたり45g使用
［原］有機ケール(国産)、有機バナナ(エクアドル、他)、

有機レモン(スペイン、他)　［製］光食品(徳島)

国産有機野菜
ジュース・ケース

9334　125ml×18　
2,970円→2,830円
9665　

125ml×18×2　5,940円→5,560円
人参、トマトをベースにした、さらっと
した飲みやすい味わい
［原］有機濃縮にんじん(国産)、有機トマト(国産)、有機

かぼちゃ(国産)、有機青じそ(国産)、有機小松菜(徳島)、

有機エンサイ(徳島)、有機つるむらさき(徳島)、有機モ

ロヘイヤ(徳島)、有機たまねぎ(国産)、有機ゆこう(国産)、

有機すだち(国産)　［製］光食品(徳島)

8301

七夕あられ

50g　378円
国産有機もち米使用。天の川とまたたく星をかたどった夢あふ
れるあられセットです。ビーツや抹茶による色合いが華やか。滋
味深く飽きのこない美味しさ、自然な香ばしさを楽しめます
［原］有機もち米(宮城)、有機砂糖、有機醤油、有機白醤油、味醂、海の精、昆布(北海道)、有機抹茶(京

都)、ビーツパウダー(国産)、鰹節(鹿児島)　［製］精華堂霰総本舗(東京)

8301

七夕あられ

50g　378円
国産有機もち米使用。天の川とまたたく星をかたどった夢あふ
れるあられセットです。ビーツや抹茶による色合いが華やか。滋
味深く飽きのこない美味しさ、自然な香ばしさを楽しめます
［原］有機もち米(宮城)、有機砂糖、有機醤油、有機白醤油、味醂、海の精、昆布(北海道)、有機抹茶(京

都)、ビーツパウダー(国産)、鰹節(鹿児島)　［製］精華堂霰総本舗(東京)

七夕気分を盛り上げる
色合い華やかなあられセット
七夕気分を盛り上げる
色合い華やかなあられセット

お届けは翌々週

今週限り
期間限定

3423

ひじきおかき・塩

53g　380円
有機もち米の生地に栄養豊富
なひじきを練り込んだ揚げおか
きです。自然な旨みが楽しめる
シンプルな味付け
［原］有機もち米(宮城)、有機植物油、ひじき(国産)、

海の精　［製］精華堂霰総本舗(東京)

3428

手のし柿の種

38g　292円
「焼き」と「冷まし」を繰返す独
自の「びっくり焼き」製法でパリっ
と焼き上げました
［原］有機もち米(宮城)、有機醤油、味醂、唐辛子(国

産)、有機砂糖、昆布(北海道)、鰹節(鹿児島)　

［製］精華堂霰総本舗(東京)

3423

ひじきおかき・塩

53g　380円
有機もち米の生地に栄養豊富
なひじきを練り込んだ揚げおか
きです。自然な旨みが楽しめる
シンプルな味付け
［原］有機もち米(宮城)、有機植物油、ひじき(国産)、

海の精　［製］精華堂霰総本舗(東京)

3428

手のし柿の種

38g　292円
「焼き」と「冷まし」を繰返す独
自の「びっくり焼き」製法でパリっ
と焼き上げました
［原］有機もち米(宮城)、有機醤油、味醂、唐辛子(国

産)、有機砂糖、昆布(北海道)、鰹節(鹿児島)　

［製］精華堂霰総本舗(東京)

3457

竹炭かりんと

100g　430円
国産小麦粉ときな粉に、竹炭
をほんの少しだけ練り込んだまっ
黒なかりんとうです。塩味がひ
かえめに効いて、後味さっぱり
[原]小麦粉(岩手)、大豆(長野)、菜種油、竹炭(宮崎)、

海の精　［製］みれっとファーム(長野)

3457

竹炭かりんと

100g　430円
国産小麦粉ときな粉に、竹炭
をほんの少しだけ練り込んだまっ
黒なかりんとうです。塩味がひ
かえめに効いて、後味さっぱり
[原]小麦粉(岩手)、大豆(長野)、菜種油、竹炭(宮崎)、

海の精　［製］みれっとファーム(長野)

3454

太郎くん

8枚　430円
国産小麦粉の生地に、オーガニッ
クカレンズをサンドして焼き上
げました。自然なやさしい甘さと
香ばしさが特長
［原］小麦粉(岩手)、有機カレンズ(アメリカ)、菜

種油、海の精　［製］みれっとファーム(長野)

3454

太郎くん

8枚　430円
国産小麦粉の生地に、オーガニッ
クカレンズをサンドして焼き上
げました。自然なやさしい甘さと
香ばしさが特長
［原］小麦粉(岩手)、有機カレンズ(アメリカ)、菜

種油、海の精　［製］みれっとファーム(長野)

黒糖蜜ときな粉でひんやり和スイーツ黒糖蜜ときな粉でひんやり和スイーツ

『黒糖蜜きな粉かけ　和スイーツ』

アイスクリームorミルクのプリン…大さじ4、黒糖蜜…小さじ1、きな粉…小

さじ1、洗糖…小さじ1/4

1）きな粉に洗糖を混ぜる

2）アイスやミルクのプリンに黒糖蜜と洗糖入りきな粉をかけて出来上がり

0949

木次ミルクのプリン ■冷

80g×3　470円→455円
ミルクの濃厚なコクと甘みが味わえるプリンです。しっかり冷やすともっ
ちりぷるんとした食感、少し常温に戻すとトロりとした食感が楽しめます
［原］牛乳(島根)、甜菜グラニュー糖、脱脂粉乳(島根)、ゼラチン　［賞］冷蔵10日　［製］木次乳業(島根)

VANAGAアイス ■凍

3716　３種セット　
120ml×3　1,037円→1,015円
バニラ、いちご、抹茶あずき 各1

3717　5種セット　
120ml×5　1,728円→1,680円
バニラ、いちご、抹茶あずき、ビターチョコ、ブルーベリー 各1

牛乳に生クリーム、平飼い鶏の卵黄を使ったアイス
クリームのバラエティセット
［原］共通：生クリーム、生乳、脱脂濃縮乳、甜菜グラニュー糖、卵黄/バニラ：バ

ニラ香料/いちご：いちご/抹茶あずき：小豆甘納豆、抹茶/ビターチョコ：ココ

ア、バニラ香料/ブルーベリー：ブルーベリー　［製］木次乳業(島根)

大豆の旨みと香ばしさ
ほのかな甘みが楽しめます
大豆の旨みと香ばしさ
ほのかな甘みが楽しめます

黒糖本来の味と香りを活かした
使いやすいパウチタイプの黒糖蜜
黒糖本来の味と香りを活かした
使いやすいパウチタイプの黒糖蜜

3606

吉野葛わらび餅
(きな粉付)

140g×2　680円
希少な国産葛粉を使用。黒糖蜜をかけるのもおすすめ
［原］甜菜糖、葛粉(近畿・九州地方)、馬鈴薯澱粉(北海道)、こんにゃく粉(群馬)、寒天

(海外)、わらび粉(鹿児島)、きな粉(国産)、再製塩　［製］フルーツ・バスケット(兵庫)

プルプル食感のわらび餅プルプル食感のわらび餅

2802

沖縄黒糖蜜

400g　1,080円→1,030円
南国沖縄の青い空、青い海の美しい自然環境のも
と、サンサンと輝く太陽をいっぱい受け、すくすくと育っ
た黒糖サトウキビのみで作りました
［原］黒糖(沖縄)　［製］三幸食品(東京)

NEW

今週の　         商品今週の　         商品



[原]ポリエチレン(エンバランス加工)　[製]ウィルマックス(大阪)

[原]ポリエチレン(エンバランス加工)　

[製]ウィルマックス(大阪)

エンバランス新鮮ラップ

4956　30cm×20m　495円

4957　22cm×20m　440円

新鮮チャック袋

4950　ミニ　 205×180mm　11枚　990円

4951　小　 295×210mm　８枚　990円

4952　中広口　235×320mm　６枚　990円

4953　大　 370×270mm　６枚　990円

4954　特大　 475×320mm　４枚　990円

4955　バラエティセット
ミニ2、小2、中広口1、大1、特大1　5種7枚　990円

マスクの除菌、
季節性ウイルスの

予防にも

泡立ち、水切れ抜群で衛生的泡立ち、水切れ抜群で衛生的

1袋（300ｇ）が

一回の使用の目安です
1袋（300ｇ）が
一回の使用の目安です

100%自然由来成分。しっかり洗える泡立ち
ひかえめ高洗浄力(※自社比)な、ドラム式
洗濯機に適した処方です。ラベンダーの香り

4003　

洗濯用石けんWパワー

詰替用　 

1000ml　650円

[原]過炭酸ナトリウム、重曹、石けん

[製]太陽油脂(神奈川)

[原]脂肪酸ナトリウム　

[製]太陽油脂(神奈川）

ラベンダー
の香り

[原]カリ石けん素地、炭酸カリウム、エタノール、グリ

セリン、クエン酸、ラベンダー油、ユーカリ油　［製］

太陽油脂(神奈川)

4008　
洗濯用石けんドラム
詰替用　 

1000ml　715円

[原]カリ石けん素地、炭酸カリウム、エタノール、グリセリン、

クエン酸　[製]太陽油脂(神奈川)

4003　

洗濯用石けんWパワー
詰替用　 

1000ml　715円

[原]過炭酸ナトリウム、重曹、石けん

[製]太陽油脂(神奈川)

4017

洗濯槽＆パイプクリーナー

300g×3　792円

[原]軟質ポリウレタン　

[製]太陽油脂（神奈川）

4121

キッチンスポンジ
ナチュラル

１個　176円

100%自然由来成分。ガンコな汚れにもおす
すめ。純石けんと炭酸塩のダブルの洗浄効
果で、汚れに強くしっかり洗えます

4001

ナチュロン純粉石けんN

１kg　836円

アルカリ剤(炭酸塩)無配合
絹やウールにも使用できます
アルカリ剤(炭酸塩)無配合
絹やウールにも使用できます
アルカリ剤(炭酸塩)無配合
絹やウールにも使用できます

[原]脂肪酸ナトリウム　

[製]太陽油脂(神奈川）

4131

コスロン
交換用フィルター

８個　418円

[原]パルプ

[製]丸五産業

(静岡)

油こし器コスロンの専用フィルター

独自の製法により洗浄力を高めた重
曹に酸素系漂白剤をプラスした無臭
の洗濯剤。水20 Ｌに対し付属のス
プーン1杯(20g)。すすぎは1回でOK。
無機質成分100％で、洗濯槽のカビ
や室内干し臭を抑制します。アトピー
肌・敏感肌の方の衣類のお洗濯にも

4010

フリーマムランドリーソーダ

1.2kg　1,320円

[原]重曹、過炭酸塩　[製]フリーマム(佐賀)

植物由来で作られたノンアルコール・ノン塩素・無
香料の消臭除菌剤です。非常に高い消臭、除菌能
力を有しています
ウイルス対策に、除菌に、幅広く使えます

4223

消臭除菌ピュアフレッシャー

500ml　2,178円

[原]カルボン酸系有機物(食品添加物複合体)、

クエン酸ナトリウム　[製]クルード(大阪)

[原]軟質ポリウレタン、ポリ

エステル　[製]太陽油脂

(神奈川)

目が粗い構造で水
切れが良く、速乾性
に優れ衛生的。すき
間に入りやすく、キ
ズをつけにくい柔ら
か素材を採用

4122

お風呂洗いスポンジ

１個　440円

[原]パーム油、パー

ム核油、苛性カリ、

オレンジオイル　

[製]太陽油脂(神奈

オレンジオイル配合

[原]パーム油、パーム核

油、天然りんごエキス、

クエン酸、苛性カリ　

[製]太陽油脂(神奈川)

植物油原料の台所用
液体石けんです
爽やかなりんごの香り

香料無添
加の台所
石けん

[原]紙パック、

飲料容器

[製]丸富製紙

4205

ピュアブラウン
トイレットペーパー

８ロール　451円

自然の木
本来のや
さしいブラ
ウンカラー

[原]紙パック

[製]丸富製紙

4204

ペンギンワンタッチ
芯なし200mシングル

６ロール　737円

購入頻度や
取替頻度激
減の超長巻き
タイプ

4104

ナチュロン400番(台所用)
詰替用

900ml　770円

お風呂洗い石けん

4021　スプレー

500ml　605円

4022　詰替用

450ml　407円

100%自然由来成分。やさしく洗える純石け
んなので、日々の洗濯だけでなく、ウールやシ
ルクなどのデリケート素材も手洗いできます

[原]カリ石けん素地、グリセリン、クエン酸

[製]太陽油脂(神奈川）

洗濯用石けんソフト

4005　詰替用　 

1000ml　715円

4006　詰替用　

4000ml　2,860円

100%自然由来成分。やさしく洗える純石け
んなので、日々の洗濯だけでなく、ウールやシ
ルクなどのデリケート素材も手洗いできます

[原]過炭酸ナトリウム

[製]太陽油脂(神奈川)

4020

酸素系漂白剤
詰替用

500g　473円

衣類用、台所用
の粉状漂白剤で
す。酸素の気泡
で、漂白・除菌・
除臭します

[原]牛乳パック

[製]丸富製紙

4206

キッチンペーパー

３箱　484円

牛乳パック
100%再利用
100組(200枚)×3箱

［原］牛乳パック[原]牛乳パック

[製]丸富製紙

4219

コアレックス
ティッシュペーパー

360枚×6　550円

古紙再製パ
ルプ100％
簡易包装

洗濯機は水10Lに対し10m l洗濯機は水10Lに対し10m l

[原]脂肪酸

カリウム　

[製]メイド・

イン・アース

メイド・イン・アース液体せっけん

6350　ボトル

1200ml　3,300円

6352　詰替用　

900ml　1,980円

[原]純石けん分

[製 ]太陽油脂

(神奈川)

台所のせっけん

4101　ポンプ

500ml　451円

4102　詰替用

450ml　319円

[ 原 ]カリ石ケン素

地、炭酸カリウム、グ

レープフルーツ果皮

油、キサンタンガム、

エタノール　[製]太

陽油脂(神奈川)

黄ばみや隅々の汚れ落としに

トイレ洗い石けん

4023　スプレー　

400ml　495円

4024　詰替用

350ml　297円

[原]炭酸水素ナトリ

ウム　[製]太陽油脂

(神奈川)

4109

パックス重曹F

2kg　864円

食品グレードな
ので何にでも使
えます。掃除、
洗濯、消臭、入
浴剤などに

消費税率８%

天然アロマで愉しく洗える、石けん洗濯専用の
リンス。クエン酸の力でなめらかで心地よい風
合いに仕上げ、石けん洗濯のすすぎ残しによる
衣類の黄ばみ・においを防ぎます。消臭効果が
期待される緑茶エキス配合。フローラルの香り

フローラル
の香り

[原]クエン酸、クエン酸ナトリウム、天然ガム、エチルアルコール、

緑茶エキス、ヒノキチオール、天然香料　[製]太陽油脂(神奈川）

4016　
衣類のリンス
詰替用

550ml　495円

今週の
ピックアップ磨いた後も味が分かる︕

天然成分で作られた歯磨き粉

[原]重質炭酸カルシウム、濃グリセリン、石け

ん、ハッカ油、ユーカリ油、カラギーナン　

[製]太陽油脂(神奈川)

4063

石けんはみがき　　
120g　418円 [原]ソルビトール、グリセリン、アルギン酸

Na、キシリトール、チョウジエキス、セージエ

キス、クマザサエキス、ハッカ油、ユーカリ

油、ローカストビーンガム、エタノール

［製］太陽油脂（神奈川）

4066

ジェルはみがき　　
90g　660円

洗浄剤に植物性油脂を使用した石

けんを使用。口腔内の粘膜や舌（未

蕾）に吸着しにくく、口をゆすぐとサッ

と洗い流せるから、はみ

がきの直後に飲食して

も後味に違和感が残り

ません

清涼剤にハッカ油、

ユーカリ油を使用

研磨剤・発泡剤不使用の透明ジェ

ルタイプのはみがき。歯を1本1本丁

寧にすみずみまで磨けます。電動ハ

ブラシにも使えます

清涼剤にハッカ油、

ユーカリ油を使用

合成界面活性剤を使わない
石けんはみがき

電動歯ブラシにおすすめ
ジェル状のはみがき

表示価格は総額表示(消費税込)価格です
掲載商品の消費税率は10％です

生活雑貨
宅配会員専用ページのPDFカタログにカラー版を掲載しています
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ヒマワリ油を使用した植物性石けん。素肌の
潤いを保つビワ葉エキスを使用しています。
フレッシュハーバルグリーンの香り

[原]天然除虫菊末(ケニア)、除虫菊粕粉

(ケニア)、タブ粉(九州)、木粉(国産マ

ツ、スギ)、澱粉、ソルビン酸　[製]ライ

フプロポーションセンター

4230

キントビかとりせんこう
30巻　1,050円

4071

ココソープ　
プレーン(香りなし)

95g　880円
[原]バージン

ココナッツオ

イル、水酸化

ナトリウム、ト

コフェロール

[製]ココウェ

ル(大阪)

オーガニックバージンココナッ
ツオイルの洗顔ソープ

[原]BG、オウゴンエキ

ス、キハダ樹皮エキ

ス、オウレン根エキ

ス 、カ ル ボ マー 、

PEG - 4 0水添ヒマシ

油、水酸化Na、クオタ

ニウム-73　[製］日本

オリーブ（岡山）

5803　
アンチトピー全身用ソープ
詰替用　

500ml　1,980円

ヒノキの爽やかな香りで癒し効果が期待できる入浴
液です。天然ヒバより抽出したヒノキチオールは抗菌
作用に優れ、肌のかゆみや肌荒れなどでお悩みの方
にもおすすめ。保湿力に優れ、湯上りがしっとりします。
入浴剤としてだけでなく、水で薄めることで、拭き掃除
や消臭スプレーにも使えます

[原]天然ヒノキ精油、天然ヒバ精油、シソの葉エキ

ス、ビタミンC、植物天然系乳化剤　[製]ほんの木

4241

お風呂用桧水　

500ml　1,980円

ナチュラルバス
(重炭酸入浴剤)

4243　 37.5g×10個　2,420円

4244　 37.5g×20個　4,730円

[原]炭酸水素Na、炭酸Na、硫酸Mg(エプソムソルト)、クエン酸、

DL-リンゴ酸、PEG-6000、タルク　[製]ゼンケン(東京)

医薬部外品

[原]カリ石けん素地、グリセリン、トコフェロール、

ヒノキチオール、エタノール、香料、クエン酸　

[製]太陽油脂(神奈川)

ひまわり油を主原料とした純植物性液体石
けんです。ヒノキやヒバの抽出エキスを配合。
ぬるぬるせず、サッパリ洗えます

4034　
ハンドソープ
詰替用　

450ml　550円

4230

キントビかとりせんこう
30巻　1,155円

水で薄めて

拭き掃除や

消臭スプレーにも

[原]純石けん分(パーム油、ヤシ油)、苛性

ソーダ、天然ビタミンE　

[製]太陽油脂(神奈川)

4026

化粧石けんE

95g×3　297円

天然ビタミンEを配合した肌に
やさしい石けん
天然ビタミンEを配合した肌に
やさしい石けん

重曹とクエン酸を独自製法で錠剤化させ
て重炭酸イオンを発生させる、無色・無臭
の全く新しい自然派入浴剤です
40℃前後のぬるめのお湯で、じっくりと約
15分の入浴がおすすめ

植物性石けんの
全身シャンプー

［原］カリ石ケン素

地、グリセリン、ロー

ズマリーエキス、クエ

ン酸　［製］太陽油

脂（神奈川）

4052

ベビー全身シャンプー
詰替用

300ml　660円

野菜・果樹・花などの元肥・追肥にどうぞ。
この肥料を撒くと、数日で土の表面が真っ
白なカビのようなモノで覆われますが、こ
れこそが土作りの原点です

[原]菜種粕、脱脂大豆、米糠、魚骨粉、牡蠣

殻、籾殻クン炭、発酵菌、糖蜜　[製]中村商

店（神奈川）

4064

ソルティー
石けんはみがき

120g　462円

［原］重質炭酸カルシウ

ム、濃グリセリン、石けん、

ハッカ油、ユーカリ油、塩、

キサンタンガム　［製］太

陽油脂（神奈川）

歯茎を引き締め、
歯槽膿漏や歯肉炎
を予防

[製]グリーンノート(東京)

アミノ酸
シャンプー

自然葉シャンプー

4060　お試し用
　30ml　440円

4061　大　
300ml　3,300円

リンス不要の全身用シャンプー。天然アミノ酸の優し
い泡で敏感な頭皮の汚れを包み落し、さっぱり洗い
あげます。毛髪を形づくる１８種の天然アミノ酸を配合
しているので、高いトリートメント効果も期待できます

4233

アロマフットランプ
１台　2,420円

コンセントに差込
み、電球上部にエッ
センシャルオイルを
たらしてスイッチを
入れると、電球の熱
で精油が揮発して
香りが広がります

[製]がいあプロジェクト

[原]シトロネラ、レモンユー

カリ、ティートリー　

[製]がいあプロジェクト

虫が嫌う香りの精油
をブレンドしたエッセ
ンシャルオイル

アンチM(モスキート)

4231 5ml 1,320円

9243 5ml×２ 

2,640円→2,420円

4651

黒釉桜急須
380ml　3,080円

［原］陶土、ステンレス　［製］とこ販（愛知）

4063

石けんはみがき
120g　418円

[原]重質炭酸カルシウム、

濃グリセリン、石けん、ハッ

カ油、ユーカリ油、カラ

ギーナン　[製]太陽油脂

(神奈川)

清浄剤に植物油脂
を原料とした石けん
を使用

4038

ナチュロンシャンプー
詰替用　
500ml　652円

[原]カリ石けん素地、

グリセリン、トコフェ

ロール、香料、クエン

酸　[製]太陽油脂(神

奈川)

4300

コスモ塾のぼかし肥料
１kg　572円

洗濯物と一緒に入れるだけで、マグネシ
ウムの力で洗濯物と洗濯槽を消臭・洗
浄・除菌します。約300回使用できます

［原］マグネシウム、ポリエステル、

ナイロン

洗たくマグちゃん

4078 1個 1,980円

9252 1個×２ 

3,960円→3,828円

★洗濯する度に洗濯
物も

　　洗濯機もキレイ
になる

　　　だから経済的
！！

★洗濯する度に洗濯
物も

　　洗濯機もキレイ
になる

　　　だから経済的
！！

ポイっと

入れるだけ

古くからシリア第二の都市アレッポで作られてき
た、オリーブオイルの石鹸です
原料のオリーブオイルはオレイン酸を多く含み、人
の肌の脂肪酸とよく似た組成で、汚れを落としつつ
脂肪酸を補うという2つの効果があります

[原]オリーブ油、ローレル油、

苛性ソーダ　[製]アレッポ

4032

アレッポの石鹸
約200g　693円

[原]共通：石ケン素地、ハイブリッドヒマ

ワリ油、ホホバ油、トコトリエール/SR：

パルマローザ油、ニオイテンジクアオイ

油、グレープフルーツ果皮油、クスノキ

葉油/M：ハッカ油/L：レモングラス油、

ローズマリー油　[製]太陽油脂(神奈川)

ナチュロンクリームソープ

4027　無香料 100g　154円

4029　SR(スイートローズ)　100g　198円

4030　M(ミント) 100g　198円

4031　L(レモングラス) 100g　198円

4044

オリーボディソープ
詰替用　

400ml　1,100円

[原]カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、オリーブ果実

油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、α

―グルカン、クエン酸、香料、トコフェロール、エタノール　

[製]太陽油脂(神奈川)

100%自然由来成分で肌にやさしいボディー
ソープです。石けん由来の濃密な泡でお肌の
汚れやストレス皮脂をすっきり落とします

4048

詰替用
オリーヘアコンディショナー　

400ml　1,375円

[原]グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添ナタネ油アル

コール、ペンチレングリコール、テトラデカン、キサンタンガム、水

添レシチン、スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オ

リーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸

[製]太陽油脂(神奈川)

100%自然由来成分で肌にやさしいヘアコンディ
ショナーです。弱酸性の専用ヘアコンディショ
ナーで、健やかな地肌と髪本来の艶やかさへ

4046

詰替用
オリーヘアソープ　
400ml　1,375円

[原]カリ石ケン素地、プロパ

ンジオール、グリセリン、クエ

ン酸、オリーブ果実油、オ

リーブ葉エキス、オリーブ枝

エキス、オリーブ果実エキス、

α―グルカン、ベタイン、トリ

（カプリル酸／カプリン酸）

グリセリル、香料、トコフェ

ロール、塩化Ｎａ、エタノール

[製]太陽油脂(神奈川)

4040

ナチュロンリンス　
詰替用　
500ml　652円

［原］クエン酸、エタ

ノール、グリセリン、

ホホバ油、キサンタ

ンガム、香料、クエン

酸　［製］太陽油脂

（神奈川）

4653

ティータイムポット
400ml　3,300円

［原］磁器、ステンレス

［製］とこ販（愛知）

日本茶はもちろん、紅茶・ウー
ロン茶・ハーブティーにも。茶葉
がジャンピングしやすい形状で
す。茶渋が付きにくい磁器製

4652

朱泥木の葉急須
450ml　3,080円

［原］陶土、ステンレス　［製］とこ販（愛知）

[原]カリ石けん素地、グリセリン、トコフェノール、ビワ葉エ

キス、エタノール、香料、クエン酸　[製]太陽油脂(神奈川)

4036　
ナチュロンボディソープ
詰替用　

500ml　652円

［原］重質炭酸カルシウム、濃グリセリン、石

けん、スペアミント油、ユーカリ油、緑茶エキ

ス、甘草エキス、天然ビタミン E、カラギー

ナン　［製］太陽油脂（神奈川）

4065

緑茶石けんはみがき
120g　880円 磨いた後も

味がわかる

清浄剤に植物油脂を原料とした石けんを使用
石けん成分は口腔内の粘膜や舌（未蕾）に吸着しにくく、
口をゆすぐとサッと洗い流せるので、はみがきの直後に飲
食しても後味に違和感が残りません
虫歯・口臭を防ぎ、歯垢を除去します

4066

ジェルはみがき
90g　660円

［原］ソルビトール、グリセリ

ン、アルギン酸 Na、キシリ

トール、チョウジエキス、セー

ジエキス、クマザサエキス、

ハッカ油、ユーカリ油、ローカ

ストビーンガム、エタノール

［製］太陽油脂（神奈川）

発泡剤・研磨剤不
使用なので、電動歯
ブラシにも



5037

びわ葉水
100ml　2,860円

5036

すぎな水
100ml　2,860円

5036

すぎな水
100ml　2,860円

肌になじみやす
いオレイン酸を
多く含むオリーブ
オイルから生ま
れた洗顔料です

[製]太陽油脂(神奈川)

5021

オリーフェイスフォーム
詰替用

140ml　660円

5021

オリーフェイスフォーム
詰替用

140ml　660円

[製]ナイアード(東京)

5076

150g　880円

5077　徳用

500g　1,980円

ガスール粉末

肌に優しいモロッコ産のクレイ（粘土)。
適量を水で溶いてペースト状にし、シャ
ンプー・洗顔・パックなどに

使用量の目安
（小さじ１杯で５g）

★洗顔・クレンジング：5g
★シャンプー・全身：20g～
★パック：顔20g程度、
　　　　　　全身40g程度

薬効が高く、皮
膚のトラブルにも
よいとされるスギ
ナを米焼酎で抽
出し、エキスを
作っています

[製]アマナクラ(神奈川)

5039

オリーブ銀葉水
180ml　1,100円

[製]日本オリーブ(岡山)

オリーブ葉エキス配合。肌をひきし
め、潤いを与え、表面はサラサラの
仕上がり。ローズマリー葉油のさわ
やかな香りが、ほのかに広がりま
す。アルコール不使用です

岡山産オリーブ果汁配合
男女問わず使え、さっぱりとした使
い心地です。つけた後はお肌がしっ
とりし、長時間うるおいが持続。肌を
ひきしめ、きめを整え、肌あれを防
ぎます。ボディーローションとしても

[製]日本オリーブ(岡山)

5038

オリーブ果汁水
180ml　1,100円

ニキビ・湿疹・あ
せも・日焼けの
炎症を和らげる
効果が期待で
きます

[製]アマナクラ(神奈川)

5037

びわ葉水
100ml　2,860円

5037

びわ葉水
100ml　2,860円

洗顔後の肌を弱酸性に保ち、

引き締める化粧水。日本アルプ

スの天然水に潤い成分の植物

エキスが溶け込み、お肌をしっ

とりと、みずみずしく保ちます

[製]太陽油脂(神奈川)

5025　ナチュロン

フェイシャルローション
詰替用

100ml　1,232円

天然由来の保湿成分を配合
した化粧水です。マイルドな
つけ心地。洗顔後の肌にしっ
とりうるおいを与えます

[製]太陽油脂(神奈川)

5027　ナチュロン

モイストローション
詰替用

100ml　1,320円

5027　ナチュロン

モイストローション
詰替用

100ml　1,320円

洗顔によって洗
い流された皮
脂の代わりに薄
いベールの保
護膜を作ります

5028
ナチュロン

エモリエントクリーム

35g　1,485円

[製]太陽油脂(神奈川)

自然療法で親しま
れてきた、スギナ、ビ
ワ葉などの潤い成分
を配合した乳液。滑
らかにのびてふっくら
弾む肌へ

[製]アマナクラ(神奈川)

5035

ハーブミルク（乳液）

50ml　5,170円

5035

ハーブミルク（乳液）

50ml　5,170円

モロッコの契約農家で農薬・化学肥料
不使用で育てられた原種に近いバラ
(ダマスカスローズ)を使用。化粧水、リ
フレッシュウォーターとしてどうぞ

ネパールで採れる3つの自然素材、チウリバ
ター、アプリコットオイル、ミツロウを使用した、肌
を乾燥から守る濃厚な保湿感と、フルーティな
香りが特長のクリームです

5073

チウリ
モイスチャークリーム

40ml　3,300円

5073

チウリ
モイスチャークリーム

40ml　3,300円

するんとした伸びの
良いテクスチャーの
乳液状クリーム
固形のクリームに使
われる成分を特殊
な技法で乳液状に
しました

5205

モイストヴェールクリーム
60ml　3,520円

5205

モイストヴェールクリーム
60ml　3,520円

天然由来100％、石油由来0％、ノンシ
リコン、エタノールフリーのヘアオイルミ
スト。髪に必要な油分・水分をぎゅっ
と2層に詰めました。パサついた髪に

[製]ナイアード(東京)

5078　小　7ml　990円

5079　大　30ml　3,740円　

アルガンオイル

アルガンの木の実から採

れる仁をゆっくりと圧搾し
ろ過した、未精製のオイ
ル。肌をふっくら整えます。
美容液としてフェイスケ
ア、全身マッサージなどに

エフェラル

ボディケアトリートメント

5209　200ml　2,750円

5210　詰替用

200ml　2,530円

[製]R.B.G(東京)

天然由来成分100%、9つのエコ
サート認証エキスを配合。べたつ
かず、クリームのような仕上がり。
乾燥を防ぎ、みずみずしいお肌に

5201

スキンケアセット
1セット　1,650円

＜セット内容＞ クレンジングミルク
20ml、パウダーウオッシュ10g、モイ
ストウォーター
20ml、モイスト
ヴェールクリー
ム10ml、専用
泡立てネット

5203

パウダーウォッシュ
60g　2,420円

5203

パウダーウォッシュ
60g　2,420円

弾力のあるしっかり
とした泡が優しく包
み込みます。洗顔
後はつっぱらずに、
しっとりすべすべ肌
へ。専用の泡立て
ネット付き

エモリエント成分の
山茶花油をメイン
とした贅沢なクレン
ジング
肌の潤いを守りな
がらメイクと毛穴の
汚れを落とします

5202

クレンジングミルク
120ml　3,300円

5202

クレンジングミルク
120ml　3,300円

約2週間分

[製]ナイアード(東京)

5040

朝摘みばら水
100ml　2,200円

[製]R.B.G(東京)

5211　
エフェラル

ヘアミストオイル

63ml　3,080円

[製]ナイアード(東京)

[製]R.B.G(東京)

乾燥敏感肌用の
完全無添加スキンケア

Supmile(サプミーレ)
★キャリーオーバー成分も植物由来の完全無添加
★製造から3ヶ月以内の製品をお届け

天然成分
100％

マスクに

シュッと

ひと吹き

アルガンの木の実の貴重なオイルに、タイ特産
の果物「ラムヤイ」の香りのミツロウを合わせた
シンプルなクリーム。肌を乾燥から守ります。
フェイスケアやボディケアに

[製]ナイアード(東京)

5075　

アルガンクリーム

35ml　3,300円

5207

ハンドクリーム
30g　1,650円

5207

ハンドクリーム
30g　1,650円

伸びのよい柔らか
なクリームでベタつ
きません
天然のラベンダーと
ノバラ油の香りで、リ
ラックス効果も期待
できます

厳選した植物エキスを
肌にたっぷり届ける化粧水

★肌の水分保持力を高める
ザクロエキスをたっぷり
配合。水分循環を補うこ
とで角質のモイスチャー
バランスを保ちます
★さっぱりとみずみずしい
テクスチャー。保湿化粧
水に特有なベタつき感は
なく、どんな肌質とも相
性のいい使用感です

5204

モイストウォーター
120ml　2,640円

5204

モイストウォーター
120ml　2,640円

5206

ボタニカルオイルセラム
8g　3,982円

乾燥しがち
な角質層
に潤いを与
え健やかな
肌へと導きま
す
米粒２粒程を乾燥が気になる
箇所へ伸ばしてください

今週の
ピックアップ

今週の
ピックアップ

今週の
ピックアップ

モロッコの契約農家で農薬・化学肥料不使用で育てられた原種

に近いバラ(ダマスカスローズ)を使用。朝摘んだバラの香りをそ

のままに、一瓶に60輪のバラのエッセンスが詰められています。

優雅な香りとこくのある使い心地で肌を穏やかに引き締めなが

ら潤いを与えます

マスクの内側にスプレーすると、気になる匂いもなくなり、やさしい

薔薇の香りで癒されます

マスクにシュッ、やさしい薔薇の香り

5040 

朝摘みばら水
100ml　2,200円

5040 

朝摘みばら水
100ml　2,200円

表示価格は総額表示(消費税込)価格です　掲載商品の消費税率は10％です

ナチュラルコスメ
宅配会員専用ページのPDFカタログにカラー版を掲載しています
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自然の恵みをたっぷりと詰め込んだ濃厚でな
めらかなリップバーム。濃厚なリップバームがしっ
かりと唇を包み込み、乾燥から唇を守ります
スキンケア発想で生まれた肌の水分を逃がさ
ない処方で、滑らかなぷっくりとした唇へ

5213　リップバーム(N)
各3g　1,100円

エフェラル

5212　リップバーム(B)

香りやベタつきを気にせずに使
えます。料理の時におすすめ
香りやベタつきを気にせずに使
えます。料理の時におすすめ

5029

ナチュロンハンドクリーム
70g　720円

[原]グリセリン、プロパンジオー

ル、ホホバ種子油、スクワラン、

ステアリン酸、パルミチン酸、カ

リ石ケン素地、ハイブリッドヒマ

ワリ油、ベヘン酸、キダチアロエ

エキス-2、ベヘニルアルコール、ト

コフェロール、ヒノキチオール、エ

タノール　[製]太陽油脂(神奈川)

[原]グリセリン、プロパンジオー

ル、ホホバ種子油、スクワラン、

ステアリン酸、パルミチン酸、カ

リ石ケン素地、ハイブリッドヒマ

ワリ油、ベヘン酸、キダチアロエ

エキス-2、ベヘニルアルコール、ト

コフェロール、ヒノキチオール、エ

タノール　[製]太陽油脂(神奈川)

5029

ナチュロンハンドクリーム
70g　792円

[原]椿油　

[製]高田製油所(東京)

三原椿油

5123　

丸瓶
150ml　2,662円

5124　

プッシュタイプ
50ml　1,419円

乾燥しがちなお肌をしっかり保湿

[原]グリセリン、ホホバ油種子油、カ

リ石ケン素地、マカデミアナッツ

油、ステアリン酸、パルミチン酸、ベ

ヘン酸、スクワラン、ハイブリッドヒ

マワリ油、トレハロース、ローズマ

リー葉エキス、ベヘニルアルコール、

キサンタンガム、ヒノキチオール、エ

タノール　[製]太陽油脂(神奈川)

5016

ベビーボディクリーム
ポンプタイプ

180g　1,980円

5016

ベビーボディクリーム
ポンプタイプ

180g　1,980円

低温で抽出。αリノレン酸の含有量が豊富で皮膚への浸透性に
優れています。肌なじみがよくベタつきません。ひじ・ひざ・かか
とのかさつき、マッサージなどに

低温で抽出。αリノレン酸の含有量が豊富で皮膚への浸透性に
優れています。肌なじみがよくベタつきません。ひじ・ひざ・かか
とのかさつき、マッサージなどに

5043

ナチュラル馬油ボトル
60ml　2,750円

5043

ナチュラル馬油ボトル
60ml　2,750円

[原]馬油、トコフェロール(天然ビタミンE)

[製]日本創健(長野)

[原]ハイブリッドヒマワリ油、ミツロ

ウ、ヒマシ油、シア脂、カルナバロ

ウ、ユーカリ油、アニス油、トコフェ

ロール　[製]太陽油脂(神奈川)

5030　

ナチュロンリップクリーム
　4g　540円

乾燥から唇を守る保湿性の
高いシアバターを配合
乾燥から唇を守る保湿性の
高いシアバターを配合

5030　

ナチュロンリップクリーム
　4g　594円

[原]ハトリエチルヘキサノイン、オゾケライト、オリーブ

油、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワック

ス、リンゴ酸ジイソステアリル、ワセリン、トリイソステア

リン酸ポリグリセリル-2、脂肪酸（C10-30）（コレステリ

ル/ラノステリル）、シア脂､カルナウバロウ、ムラサキ根

エキス、トコフェロール、オリザノール、グリチルレチン

酸ステアリル、ポリエチレン　[製]日本オリーブ（岡山）

5034

スカルプケアローション
150ml　3,410円

[製]アマナクラ(神奈川)

ミネラル豊富なスギナにセンブリなど、頭皮と
髪のための国産植物を厳選し配合。美髪と
若返りで有名なハーブ・ローズマリーとラベン
ダーもブレンドしています。爽やかで清涼感あ
ふれる香りと使い心地でサラサラとうるおう髪
へ。かゆみ、フケ、頭皮ストレス、美髪に。男女
問わず使えます

5401　　携帯用　
30ml　3,666円

5402　　お徳用　
100ml　8,352円

オーツークラフト(マッサージオイル)

[原]ピーナッツ油(ドイツ)、ローズ

マリー油(ドイツ)

上質な植物オイルに、通常の10倍
以上の酸素を含有。筋肉痛の軽
減、肉離れの予防、脂肪燃焼、肩こ
りなどの改善効果が期待できます

バージンココナッツオイルとミツロウの保湿力で、乾いた
唇も長時間保湿します

[製]ココウェル(大阪)

オーガニックココリップ
5252　ピュアココナッツ
(甘いココナッツの香り)

5254　クイーンサンパギータ
(フローラルな香り)

5255　フレッシュレモングラス
(甘くないシャープな香り)

各５g　660円

石けんで乳化した全身用の保
湿クリーム
石けんで乳化した全身用の保
湿クリーム

5019

オリーボディクリーム
110g　1,430円

[原]グリセリン、カリ石ケン素

地、ホホバ油、スクワラン、オ

リーブ油、アーモンド油、トレ

ハロース、ローズマリーエキス、

ラベンダー油、ニュウコウジュ

油、キサンタンガム、トコフェ

ロール、ヒノキチオール、エタ

ノール　[製]太陽油脂(神奈川)

[原]オリーブオイル　

[製]日本オリーブ(岡山)

化粧用オリーブオイル

5121　
お試し・携帯用
30ml　1,100円

5122　
ポンプ式（大）
200ml　4,180円

5006

アンチイッチジェル
60g　2,530円

[製]ほんの木

ヨーグルトのようなとろっとした
ジェルで、少量でもスーっとよ
く伸びます。空気の乾燥や暖
房などによるカサカサ、かゆみ
のあるお肌に潤いを与えます。
ティートリーやペパーミントの清
涼感あふれる爽やかな香り

5005

マザートゥービー
ボディーケアローション

250g　4,180円

[製]ほんの木

ホホバオイルやローズヒップ、イブ
ニングプリムローズの優れた保湿
効果で肌に素早く浸透し、しっとり
柔らかな肌へ誘います。乾燥肌や
敏感肌の方にどうぞ

[原]アロエベラ葉水、酸化チタン、トリエチルヘキサノイン、イ

ソヘキサデカン、シア脂、馬油、ステアリン酸Al、アルミナ、ホ

ホバ油、有機ラベンダー水　[製]日本創健(長野)

5067

ぴたっとサンミルク
45g　2,310円

赤ちゃんから敏感肌の方まで。虫が嫌う天然
由来のハーブをブレンドした日焼け止めです。
お肌をケアする馬油を配合

SPF 30／PA+++

SPF 30／PA++

SPF 30／PA++

[製]R.B.G(東京)

[原]プロパンジオール、スクワラン、酸化チタン、グリセリン、カ

リ石ケン素地、シリカ、ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘン酸、

ベヘニルアルコール、シア脂ローズ水、加水分解シルク、カミツ

レ花エキス、カワラヨモギエキス、コメヌカエキス、グリチルリチ

ン酸２Ｋ、ヒノキチオール、エタノール　[製]太陽油脂(神奈川)

5031

ナチュロンUVクリーム
45g　1,320円

合成の紫外線吸収剤、合成界面活性剤を使わ
ず、石けんで乳化したシンプルなクリームです。敏
感肌の方にもどうぞ。日やけによるしみ、そばかす
を防ぎます。伸びが良くてさらっとした仕上がり

5032

オーガニックUVミルク
30ml 3,080円

[原]ヒマワリ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、酸化チタン、

ホホバ種子油、酸化亜鉛、ポリヒドロキシステアリン酸、ステアリン酸、アル

ミナ、エーデルワイスエキス、ビルベリー葉エキス、フサフジウツギエキス、

タチジャコウソウ花/葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス、酸化鉄、イソ

ステアリン酸、イソステアリン酸ソルビタン、イソステアリン酸硬化ヒマシ

油、グリセリン、ラウロイルグルタミン酸Na　[製]グリーンノート(東京)

天然由来成分１００％。アルプスの高山植物エ
キスを配合。肌を引き締め潤いを与え、ＢＢク
リーム、下地クリームとしてどうぞ

5806

オリーブリップ
1.8g　1,320円

天然成分100％。重曹や天然精油の力で、体臭・汗のにおいをしっかり
抑えます。敏感な肌にしみることもなく安心して使えます

エチケット Deo パウダー

ティートゥリーミント
5231 50g　2,750円

5233 12g　1,100円 　

ティートゥリーラベンダー
5232 50g　2,750円

5234 12g　1,100円

[製]グリーンノート（東京）

天然由来100％ 自然派ヘアケア

5090 

グリーンノートヘナスーパー
スーパーブラウン

100g　2,420円

グリーンノートヘナ 
5087 オレンジブラウン　

100g　1,650円

5088 ライトブラウン　
100g　1,760円

5089 ナチュラルブラウン　
100g　1,760円

グリーンノートヘナ オーガニータ
5081 ビターオレンジ 

100g　1,980円

5082 サハラブラウン 
100g　2,530円

5083 アースブラウン 
100g　2,530円

5084 ディープブラウン 
100g　2,530円

5085 インディゴブルー 
100g　1,980円

グリーンノートのヘナシリーズ ナイアードのヘナシリーズ

オレンジ～赤茶色系

オレンジ～赤茶色系

黒髪に混ざった白髪が気になる方ヘナ ベーシックシリーズ

オーガニック認証へナ

ハーブの掛けあわせの技術から生まれた
早染めのヘナシリーズ

髪の傷みが気になる方

黒茶系

落ち着いた色に染めたい方

茶系

自然な茶色に染めたい方

ヘナ100％
5101 

100g　1,100円

5102 徳用　
100g×4　3,300円

ヘナ+木藍 茶系
5105 

100g　1,650円

5106 徳用
100g×4　4,950円

ヘナ+木藍 黒茶系
5107 

100g　1,650円

5108 徳用　
100g×4　4,950円

ヘナ+ハーブ
5103 

100g　1,320円

5104 徳用　
100g×4　3,960円

染める時間がない方におすすめ

深い染まりと
トリートメント
効果をもたら
します

染めるだけで
なく、髪にハリ・
ツヤを与えます

5092 

グリーンノートヘナ 
オーガニータノンカラー

100g　1,760円→1,672円

商品構成見直しに伴う
在庫限り取り扱い終了商品一覧

5022
ナチュロン

トライアルセット

   3点 1,320円→1,254円

フェイスクリアソープ：20ｇ
フェイシャルローション：30ml
エモリエントクリーム：8ｇ

[製]太陽油脂(神奈川)

［製］グリーンノート（東京）［製］グリーンノート（東京）

髪色を変えた
くない方に
トリートメントと
しても

★男女問わず使える

★いつでも使え
　 洗い流す必要

　　 なし

スポーツなど

身体を動かす

前と後に

肩、首が

疲れたら

紫外線吸収効果のある、天然植物

成分シアバター配合。天然保湿成分

ムラサキ根エキスの淡いピンク色

ナチュラルサンケア配布のチラシも
ご覧ください

配布のチラシも
ご覧ください

配布のチラシも
ご覧ください

配布のチラシも
ご覧ください



4406 排気HEPAフィルタ(ELX社共通) 1枚 6,160→220生活家電

部品・消耗品在庫限りセール

商品名 規格 価格商品コード

4402

4403

4404

4405

4421

4422

4431

4432

4436

4437

4438

4441

4442

4444

4571

4572

4550

4552

4553

4554

4556

4557

4558

4559

4561

エアエンジンフィルター

掃除機 ロータスホワイト

ロータスホワイト・ヘパフィルター

ハイクリーンダストバッグセット

ミニエアクリーナー　白(空気清浄機)

ミニエアクリーナー　赤(空気清浄機)

エアフォレスト交換ヘパフィルター

エアフォレストマルチパワーカーボンフィルター

電磁波低減ヘアードライヤー レッド

電磁波低減ヘアードライヤー ピンク

電磁波低減ヘアードライヤー ホワイト

ザ・グリーンファンホワイト&ブラック

ザ・グリーンファンホワイト&グレー

グリーンファンサーキュ

除菌・消臭サーキュレーター PUREDRY

スリム温冷風扇ヒート&クール

ベジフルZ(低速回転式ジューサー)

ハンディー精米機・お米じまんⅤ

バルミューダ ザ・トースター　BK

バルミューダ ザ・トースター　WH

バルミューダ ザ・ポット　WH

バルミューダ ザ・ポット　BK

バルミューダ ザ・ゴハン　BK

バルミューダ ザ・ゴハン　WH

スープリーズR(スープメーカー)

1セット

1台

1枚

1セット

1台

1台

5層1枚

1枚

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

10,267
61,600
6,050
1,980

10,175
10,175
7,480
4,950

15,400
15,400
15,400
39,380
39,380
20,167
14,960
19,800
34,100
19,580
25,850
25,850
12,100
12,100
45,650
45,650
39,600

4631

4632

4633

4634

4635

4636

4637

4638

4639

4640

4641

4642

4654

4655

グリーンパンバルセロナフライパン

グリーンパンバルセロナフライパン

グリーンパンバルセロナフライパン

グリーンパンバルセロナフライパン

グリーンパンバルセロナエッグパン

グリーンパンバルセロナウォックパン

グリーンパンバルセロナソースパン蓋付

グリーンパンバルセロナキャセロール蓋付

グリーンパンフライパンガラス蓋

グリーンパンフライパンガラス蓋

グリーンパンフライパンガラス蓋

グリーンパンフライパンガラス蓋

取手付き密封びん

取手付き密封びん

20cm

24cm

26cm

28cm

14×18cm

28cm

18cm

20cm

20cm

24cm

26cm

28cm

4L

2L

7,150
8,580
9,680

10,780
7,480

10,780
10,450
11,880
1,980
2,200
2,640
2,860
2,090
1,705

商品名 規格 価格商品コード

●アクアホーム専用水栓型

●アクアホーム複合水栓

●スーパーアクアセンチュリー

〇アクアセンチュリープラス

〇アクアセンチュリースマート

●アクアセンチュリーレインボー

〇アクアセンチュリースマート・カートリッジ

〇アクアセンチュリープラス・カートリッジ

4503

4504

4511

4512

4513

4514

4519

4520

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

62,700
97,900

85,800
27,500
20,900
49,500
9,350

15,400

[取り付けに関するご案内]
＊工事を依頼する場合は、注文の際お申し付けください 
＊工事費別途(特殊な構造を除き、約25,000円前後)

商品名 規格 価格商品コード

◎直送品のお届け…配送曜日に併せて宅配便にてご自宅
までお届けします。時間指定も承りますので宅配窓口まで
ご連絡ください

◎直送品の保証書…販売日､販売店名は未記入でお届け
します。ご購入履歴は宅配窓口にて管理しております。その
まま大切に保管してください

◎アフターサービスについて…消耗品のご注文や故障・修理
等のアフターサービスにつきましては宅配窓口までご連絡
ください

◎ゼンケン浄水器レンタル（ゼンケン営業地区※）…お申込
み確認後､３～10日以内に販売元(株)ゼンケンより､お支
払い方法､取り付け日等についての確認ご連絡後､商品は
取り付け日に工事担当の者が持って伺います。営業地区
外の場合は､別途ご相談承ります

※ゼンケン営業地区…東京､埼玉､神奈川､大阪､名古屋､福

4～5人用

送 風 涼 風

消 臭 温 風除 菌

温 風 加 温

×

「温風モード」と「除菌・消臭機能」を搭載、衣類乾燥にも最適

です。夏はサーキュレーターや扇風機として、冬は温風機や

サーキュレーターとして、一年中使えます

直送

部屋干しの気になるニオイを低減
除菌・消臭機能搭載の
サーキュレーター

直送

コンパクトで高性能なアクアセンチュリースマートに活性炭をプ

ラス。高性能なろ過材により、残留塩素やトリハロメタン、鉛など

の有害物質を徹底除去し、まろやかで自然な美味しい水をつく

ります。毎日のお料理やティータイムに、幅広くお使いください

4512 

アクアセンチュリープラス

１台　29,700円→27,500円

4512 

アクアセンチュリープラス

１台　29,700円→27,500円

シンプルでスタイリッシュな浄水器。高性能なろ過材で、残留

塩素はもちろん、トリハロメタン、鉛などの有害物質を除去し、

美味しい水をつくります。また、コンパクトなデザインは、スペー

スが狭いキッチンにも美しくフィットします

4513

アクアセンチュリースマート

１台　23,100円→20,900円

直送

風量 ４段階切替
イオンの力で除菌・消臭部屋干しの嫌な臭いはもちろん、アンモニア、

硫化水素など、気になる暮らしの臭いを低減します。

また、大腸菌、Ｏ-157、インフルエンザなどを抑制し、

お部屋を清潔に保ちます

4571  
除菌・消臭サーキュレーター Pure Dry 

１台　18,150円→14,960円

配布のチラシも
ご覧ください

風を送り出す「送風」モードと、水の気化熱の原理を利用して

打ち水をした時のような自然な風を体感できる「ひんやり涼

風」モード。冬は温風、うるおい加湿暖房と4つの機能を1台に

まとめたオールシーズン使える温冷風扇です

4572 

スリム温冷風扇 ヒート＆クール

１台　23,100円→19,800円

自然な涼風で冷やし過ぎず
身体に優しい
温冷風扇 配布のチラシも

ご覧ください

必ずもらえる！選べる
  プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間：2021年カタログNo.238まで

【応募方法】　

同梱されたハガキに明記のうえ、ご投函ください。

詳しくはポランオーガニックフーズデリバリまで

●対象商品、〇ゼンケン浄水器を
　 セットで購入すると

コンパクトなボディで11,000Lの大容量
ファミリー向け浄水器

シンプルでスタイリッシュ！
少人数の家族におすすめ

スペースが少ないキッチンにも

シンプルでスタイリッシュ！
少人数の家族におすすめ

スペースが少ないキッチンにも

1～3人用

水 氷と　　　　　 で涼しさアップ！

給水タン クに水を入れて 、 さ ら に 「 氷 」 や凍 らせた
「 保 冷 剤 」 を 加 え れ ば 、 よ り い っ そ う 涼 し く お 使 い
いただけます。

白米、３・５・７分搗き米、胚芽米のモードから選べる！
玄米で保存して、精米したてのご飯をどうぞ
白米、３・５・７分搗き米、胚芽米のモードから選べる！
玄米で保存して、精米したてのご飯をどうぞ

4552　

ハンディー精米機・お米じまんⅤ
１台　19,580円

4552　

ハンディー精米機・お米じまんⅤ
１台　19,580円

玄米を食べる分だけその都度精米玄米を食べる分だけその都度精米

★お米へのダメージを最低限にして精米
精米時の米の表面温度が上がりすぎる欠点を改善

★お手入れが簡単
ふた、ハネ、精米かご、ぬかケースと簡単に取り外しができます

★栄養素たっぷりの「胚芽コース」
栄養価の高い胚芽部分を残して精米します

★操作が簡単
精米したい量、精米コースをボタンで選ぶだけ

室内干しの
洗濯物が
速く乾く︕

室内干しが増える季節、閉め切った部屋ではカビが発生し、ニ

オイがこもってしまいます。グリーンファンサーキュは、従来にない

圧倒的大風量と、広く遠くまで届く強力な送風力で、部屋の空

気を一気に循環させます

付属の保冷剤

が便利です！

スピード

衣類乾燥

直送4444

グリーンファン サーキュ

１台　20,167円

直送4444

グリーンファン サーキュ

１台　20,167円

部屋の換気、部屋干しの時間短縮、
生乾きのニオイや結露・カビ予防にも
部屋の換気、部屋干しの時間短縮、
生乾きのニオイや結露・カビ予防にも
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規格 価格商品名 規格 価格商品コード 商品名商品コード

メンズ・リンクルフリュイド

メンズ・シャンプー&シャワージェル

メンズ・デオドラント

メンズ・スタイリングジェル

ローズマリー&セージ・はみがきジェル

ミネラルはみがき

キッズストロベリーはみがきジェル

キッズミントはみがきジェル

BASICクレンジングジェル

BASICモイスチャライザー

ディープモイスチャーリップクリーム

ナチュラルホワイトはみがき

センシティブはみがき

ソルトはみがき

リペアシャンプーヒッポファン

エッセンシャルヘアコンディショナーネトル

リペアヘアマスクヒッポファン

リペアヘアオイルヒッポファン

ボディローションローズ

ハンドクリームローズ

ハンドクリームグレープフルーツ

エッセンシャルシャンプーネトル

シャインシャンプーアルガン

シャインヘアコンディショナーアルガン

リペアヘアコンディショナーヒッポファン

ヘアスタイリングジェルバンブー

シャインヘアフリュイドアルガン

5544

5545

5546

5547

5548

5549

5550

5551

5552

5553

5554

5555

5556

5557

5558

5559

5560

5561

5562

5563

5564

5565

5566

5567

5568

5569

5570

50ml

200ml

100ml

100ml

75ml

75ml

50ml

50ml

150ml

50ml

4.5g

75ml

75ml

75ml

250ml

200ml

150ml

75ml

200ml

75ml

75ml

250ml

250ml

200ml

200ml

50ml

75ml

3,960
2,200
3,080
2,200
1,045
1,045

825
825

1,485
1,485

990
1,320
1,320
1,045
2,200
2,530
2,750
2,970
2,420
1,320
1,320
2,200
2,200
2,530
2,530
1,870
2,970

3,190
3,190
3,960
4,180
2,750
2,750
2,750
2,200
3,520
2,970
2,970
2,200
2,970
4,400

880
4,290
6,050
6,600
5,280
7,150
6,600
4,378

770
1,210
2,970
1,650
2,200
2,200

770
2,200
2,200
2,970
4,400
3,850
3,630
2,750
2,530
1,320
3,630

5502

5503

5504

5505

5506

5507

5508

5509

5511

5512

5513

5514

5515

5516

5517

5518

5519

5520

5521

5522

5523

5524

5525

5526

5527

5528

5529

5530

5531

5532

5533

5535

5536

5537

5538

5539

5541

5542

5543

クレンジングミルク・ローズ

リフレッシングフェイシャルトナーローズ

スムージングデイクリーム・ローズ

スムージングナイトクリーム・ローズ

ピーリングジェルミント

クラリファイクレンジングフォームミント

クラリファイフェイシャルトナーミント

ウォータークレンジングアロエヴェラ

ハイドロフリュイドアロエヴェラ

モイスチャーデイクリームアロエヴェラ

モイスチャーナイトクリームアロエヴェラ

3in1クレンジング＜アロエヴェラ＞

ウォータークレンジングローズ

ヴァイタライジングフェイシャルオイル

リップクリーム・キャレンデュラ

エイジプロテクション・クレンジングオイルジェル

エイジプロテクション・ディクリーム

エイジプロテクション・ナイトクリーム

エイジプロテクションインテンスアイクリーム

エイジプロテクション・ファーミングシーラム

エイジプロテクション・インテンスハイドロジェル

ふんわりボリュームUpセット

デイリーはみがき

ロゴナヘアケアトライアルセット

ボリュームスタイリングフォームビール&はちみつ

シャンプー・アロエ&バーベナ

リフレッシュナー・アロエ&バーベナ

エイジエナジーシャンプー

ボリュームシャンプービール&はちみつ

ボリュームシャンプービール&はちみつ

カラーケアシャンプー・ヘーゼルナッツ

ヒートプロテクションヘアスプレー

フリー・クレンジングミルク

フリー・モイスチャライザー

フリー・ボディローション

フリー・シャンプーボディソープ

ベビィ・ケアクリーム

メンズ・シェイビングクリーム

メンズアフターシェイブローション

125ml

125ml

30ml

30ml

100ml

100ml

125ml

125ml

30ml

30ml

30ml

100ml

125ml

30ml

4.5g

100ml

30ml

30ml

15ml

30ml

30ml

1セット

75ml

1セット

150ml

250ml

100ml

250ml

75ml

250ml

250ml

150ml

200ml

50ml

200ml

250ml

100ml

75ml

100ml

お届けは翌々週

5559

エッセンシャル　
ヘアコンディショナー
ネトル

200ml　2,530円

髪にツヤを与えると言われる西
洋イラクサ（ネトル）を配合し、
髪と頭皮を健やかに整えます。
重くならず、さらさらと輝く櫛ど
おりの良い髪に

お届けは翌々週

5565

エッセンシャル　
シャンプー
ネトル

250ml　2,200円

お届けは翌々週5541

ベビィ・ケアクリーム

100ml　2,530円

マルチユースでとっても便利。体全体を乾燥から守るた
めに、オムツを換える際にきれいになったお尻にカブレ予
防としてどうぞ。お風呂上りなどに、適量を優しく塗布して
あげてください。乾燥しがちな、頬、腕、脚などに優しく潤
いを補給します。大人の方にもおすすめです

今週
限り

今週限り

★頭皮のエイジングケア*　
*年齢に応じたエイジングケアのこと

★髪がペタンコになってきた

★ハリ、ツヤ、コシ、ボリュームアップ！
★細くコシが無い髪に

お届けは翌々週

5530

エイジエナジー　
シャンプー

250ml　2,200円

美しく年齢を重ねるために。カ
フェイン、ゴジベリー、ザクロが
頭皮を整え健やかな髪に導き
ます

お届けは翌々週

5532

ボリュームシャンプー・
ビール＆はちみつ

250ml　2,200円

ビールにはアミノ酸、美肌のビタ
ミンB群やミネラルなどが豊富。
髪にツヤと輝きを与えるハチミ
ツも配合し、根元からふんわり
弾力のある髪へ

敏感な赤ちゃんのお肌のためのクリーム
新生児から敏感な肌の大人まで
敏感な赤ちゃんのお肌のためのクリーム
新生児から敏感な肌の大人まで

細くコシのない髪に 年齢によるボリュームダウンに

★全てのシャンプーの仕上げに
★櫛通りサラサラの髪に
★頭皮ケア

全ての髪の毎日のシャンプー 櫛どおりさらさらの髪に

★全ての髪のタイプに
★サラツヤヘア
★ご家族皆さんで

ロゴナ化粧品 お届けは翌々週

◎原料には、有機栽培のハーブや野生の植物を使用

　　主要なハーブエキスやオイルは自社で抽出　

◎石油系化学合成成分、遺伝子組換え植物からの成分、鉱物油系原料は不使用　

◎動物実験は行いません。最終製品レベルだけでなく、原料レベルにおける動物実験にも反対しています　

※輸入品のため、欠品になる可能性があります。ご了承ください

今週限り

今週限り

ネトル、西洋イラクサをキーの
成分にしたシャンプー。ナチュラ
ル な 洗 浄 成 分 は 程 好 く 泡 立
ち、頭皮の汚れをしっかりと洗
い流します

ロゴナでは、シリコン、化学合成の香料、パラベンなどの合成防腐剤を使用しないシャンプー
を作っています。ヘアケアに不要な成分を使用しない、美しい髪と健康な頭皮のためのナチュ
ラルなお手入れ。それがロゴナのヘアケアです

シリコンなどを配合しないナチュラルなシャンプーに切り替えるとき、髪やその感触に慣れて
くるまでには数週間かかることが多いです。良く聞かれるのが、「ゴワゴワ」する、艶がなく
なったなどのコメントです。でも何層にもなっているシリコンを落としきるまで、頑張ってく
ださい。この期間を乗り越えると、髪の自然な輝きが戻ってきます

蒸し暑い季節、植物の力で頭皮から健やかに︕

別紙(3)
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3082　

LWリースリング　白　■冷

750ml　3,950円

[原]リースリング(ドイツ・フランケン地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]12%未満　

[製]シュトリッツィンガー家(ドイツ)／[輸入]マヴィ(東京)

お届けは翌々週

ぶどう栽培から醸造まで自家で行う小規模農家の“作品”

「顔の見える」
      オーガニックワイン

3083　

クレマン ド ディ 
SO2フリー プティジュール 発泡　■冷

750ml　5,000円

[原]クレレット・アリゴテ・ミュスカ(フランス・ヴァレ デュ ローヌ

地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]12%未満　[製]アシャール

家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

お届けは翌々週

優しく味わい深い軽口の赤

3081　

ポルトゥギーザー　赤　■冷

750ml　4,300円

[原]ポルトゥギーザー(ドイツ・フランケン地方)、二酸化硫黄　

[アルコール度数]12%未満　[製]シュトリッツィンガー家(ドイ

ツ)／[輸入]マヴィ(東京)

お届けは翌々週

やや淡めのルビー色。フランボワーズや野いちごに、オレガノ、ク

ローヴ、甘草など何種類ものハーブの香り。かすかに土を思わ

せるニュアンス。可愛らしい果実味を品のある酸味がきれいに

支え、渋味は舌を撫でるかのような柔らかさです

年間生産量はたったの1300本。どこまで

も深い味わいで余韻がじわじわと続き、心

を豊かにしてくれる軽口の赤ワインです

丁寧に造られた和食と飲みたい1本。洋食

なら旬の野菜をたっぷり使った料理にお

すすめです

ローヌ丘陵の泡職人、アシャールさんのつくる熟成期間4年、

保存料(SO2)不使用のスパークリングワイン。口に含んだ瞬

間、フランボワーズや柑橘のフレッシュなアロマに満たされ、ク

リスピー感抜群の泡がシュワシュワっと広がります

ひとたび泡の勢いが落ち着くと、このクレ

マンの要ともいえる芯の通った酸味。飲み

きった後に舌の上に残るわずかな甘みが

上品です

旬の山菜や海鮮を使った一品、手の込ん

だ地鶏料理、デザートなどに合わせ、清々

しい味わいをご堪能ください

泡と酸の見事なコンビネーション

ハーブ香が爽やか、程よく冷やして飲みたい辛口の白

マスカット、林檎の蜜、レモンの皮、アカシア、

桃など多彩なフルーツ香と、爽やかなハーブ香

が魅力的な辛口の白ワインです。アロマは時

間とともにレモンやマスカットのニュアンスが

強まり、後から立ち上がるリースリング特有の

ミネラル香と綺麗に調和

口に含むとキュッとした力強い舌触りが心地

好く、洗練された酸味が柔らかな果実味を支

え、飲んだ後は長い余韻が残ります

白身魚のカルパッチョ、マッシュルームとウイン

ナーのソテーなど、素材の味わいを最大限に活

かしたシンプルな料理に合わせてどうぞ

リースリングはドイツを代表する白ブドウ
の品種。グラスを回しながら少しずつ温度
が上がってくると、リースリング特有のミ
ネラル香が出てきます。時間とともにレモ
ンの皮やマスカットのニュアンスが強くな
り、ミネラル香と綺麗に調和します
飲む時の温度によって感じられるアロマが
異なるので、8～10℃に
冷やし、温度変化ととも
に変わって
いく香りを
楽しんでく
ださい

赤ワインですが渋みが控えめなので
軽く冷やしてもおいしいです冷やしてお飲みください

柔らかな口当たり　中重口の赤ワイン

輝きのあるルビー色。野苺を思わせる

赤い果実の香りにハーブのアロマ

口当たりは柔らかく、後味にも赤い

果実のジャムのような可愛らしい余

韻が残る中重口の赤ワインです

使われるぶどうは全て手摘み。

いたわるように収穫されたぶど

うから造られるワインは、とても

親しみやすい仕上がりです

トマトを使った軽めのパスタや

ピザ、チキンやポークのシンプル

なソテーなど、白身肉の料理に

もよく合います

3069 

ブレス 白 ■冷　

750ml　1,870円

[原]ソーヴィニヨンブラン、マカベ

オ(スペイン・バレンシア地方)、

二酸化硫黄　[アルコール度数]

12%　[製]コティーノ家(スペイン)

／[輸入]マヴィ(東京)

軽やかで食前酒から

お食事まで寄り添う

辛口の白ワイン

コティーノ家　
コティーノ家のワイナリーは、太陽が強烈
に照りつけるスペイン、バレンシアから北
西へ車で1時間ほどの乾燥した高原地
帯にあります
ワイン造りの中心は、パコさん・マリアさ
ん。夫妻のうち、大学で農業を学んだ奥
様のマリアさん。テロワールに敬意を表
し2003年からオーガニックです

ワイン名の「Blés（ブレス）」は、コティー
ノ家のぶどう畑に咲くキク科の花から
名付けられました
ラベルに描かれたブレスの花と、蝶や
てんとう虫などの絵は、豊かでバラン
スの取れた生態系を大切にしたいと
いう思いが込められています

ブラックベリーの凝縮した濃厚な香りに白胡

椒やバニラのニュアンスも伴う複雑な香気。

時間と共に広がる果実味に重めのタ

ンニンが調和する深みのある1本

3062　

ブレス 赤 ■冷　750ml　1,870円

[原]ボバル・テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン(スペイン・バレンシア

地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]13% 　[製]コティーノ家(スペイン)／[輸

入]マヴィ(東京)

3062　

ブレス 赤 ■冷　750ml　1,870円

[原]ボバル・テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン(スペイン・バレンシア

地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]13% 　[製]コティーノ家(スペイン)／[輸

入]マヴィ(東京)

洋梨や白桃にハーブ、ミネラルも感じる清涼

感にあふれた香り

柔らかな果実味と口いっぱいに広

がるフレッシュな酸味があり、油を

使った料理に良く合います

ほんのり感じる甘みと、いきいきとした酸味が

好バランスのフレッシュな辛口のロゼワイン。

これまで数々の「ロゼワイン飲まない

派」をロゼ好きに転向させてきた実力

ワイン

ブラックベリーの凝縮した濃厚な香りに白胡

椒やバニラのニュアンスも伴う複雑な香気。

時間と共に広がる果実味に重めのタ

ンニンが調和する深みのある1本

ガスコーニュ　
キャトル セパージュ ■冷

3063 
750ml　1,980円

3086 箱　

3000ml　6,820円

[原]コロンバール・ソーヴィニヨンブラン・ユニブラン・グロマン

サン(フランス・ガスコーニュ地方)、二酸化硫黄　[アルコール度

数]14%未満　[製]バロー家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

ヴァール 赤 ■冷

3061 
750ml　2,310円

3085 箱 
3000ml　7,920円

[原]カベルネソーヴィニヨン・グルナッシュ・シラー・メルロー

(フランス・プロヴァンス地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]

14%未満　[製]ドウェル家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

ヴァール ロゼ ■冷

3065 
750ml　2,310円

3089 箱 
3000ml　7,920円

[原]メルロー・カベルネソーヴィニヨン・グルナッシ・シラー・サ

ンソー(フランス・プロヴァンス地方)、二酸化硫黄　[アルコール

度数]13.5%　[製]ドウェル家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

3068　

ソロ　カヴァ　ブリュット

スパークリング ■冷　

750ml　3,190円

[原]シャルドネ・マカベオ(スペ

イン・バレンシア地方)、二酸化

硫黄[アルコール度数]11.5%　

[製]コティーノ家(スペイン)／[輸

入]マヴィ(東京)

ヴァール 赤 ■冷

3061 
750ml　2,310円

3085 箱 
3000ml　7,920円

[原]カベルネソーヴィニヨン・グルナッシュ・シラー・メルロー

(フランス・プロヴァンス地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]

14%未満　[製]ドウェル家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

紫がかったガーネット色も美しい
中重口の赤ワイン

ヴァール ロゼ ■冷

3065 
750ml　2,310円

3089 箱 
3000ml　7,920円

[原]メルロー・カベルネソーヴィニヨン・グルナッシ・シラー・サ

ンソー(フランス・プロヴァンス地方)、二酸化硫黄　[アルコール

度数]13.5%　[製]ドウェル家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

いちごの香りに寄り添う
ハーブの香り

ガスコーニュ　
キャトル セパージュ ■冷

3063 
750ml　1,980円

3086 箱　

3000ml　6,820円

[原]コロンバール・ソーヴィニヨンブラン・ユニブラン・グロマン

サン(フランス・ガスコーニュ地方)、二酸化硫黄　[アルコール度

数]14%未満　[製]バロー家(フランス)／[輸入]マヴィ(東京)

キリッと冷やして楽しみたい
軽快で清々しい辛口白ワイン

MAVIE
ワイン化粧箱

4311 1本用　１個　495円

4312 2本用　１個　660円

贈り物に
ワイン専用の
特製化粧箱

爽やかでカジュアルな

カヴァ

1.美味しいこと…あなたのオーガニックライフスタイルを応援する美味しいワインをご紹介

します

2.全てEUオーガニック認証取得…EUオーガニック認証取得ワインの中から、更に独自

基準で厳選してご紹介します

3.栽培から醸造まで自家生産する農家と“国際産直”…伝統製法を守り新技術も取り入

れて美味しいワインを造る農家からの直輸入です

4.生産者の人柄、交流重視…定期的な生産地の訪問と生産者来日などの交流を通じ、

信頼関係を築いています

5.一貫した定温管理…集荷～輸送～保管～配送まで定温管理を徹底し、繊細な味わい

をそのままお届けします

５
つ
の
約
束

3062　

ブレス 赤 ■冷　750ml　1,870円

[原]ボバル・テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン(ス

ペイン・バレンシア地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]

13% 　[製]コティーノ家(スペイン)／[輸入]マヴィ(東京)

3062　

ブレス 赤 ■冷　750ml　1,870円

[原]ボバル・テンプラニーリョ・カベルネソーヴィニヨン(ス

ペイン・バレンシア地方)、二酸化硫黄　[アルコール度数]

13% 　[製]コティーノ家(スペイン)／[輸入]マヴィ(東京)

今週
限り

今週
限り
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◎カード内容（2021年6月現在）

①福島産さゆり米と群馬産彩穀 詰合せ

②いなほ新潟 魚沼産有機こしひかり白米

③大江戸日本橋 佃煮４種詰合せ

④天然醸造調味料セット

⑤やさしい豆乳クッキー

⑥ポラーノのお茶3点セット

⑦オーガニックワイン カベルネソーヴィニオン

⑧国産オリーブの化粧水と植物性ナチュラルソー

　プアレッポの石けんセット

⑨陸前高田八木澤商店 天然醸造醤油・ぽん酢セット

贈られた方が、
好みの品を選べる

お取り寄せ型ギフト

ご購入から、商品のお届けまで

①ご購入者あるいは贈答先にお届けします

②お好きな品を１点選び同封の『商品申込み用返信

ハガキ』に、必要事項をご記入のうえ、投函くださ

い。お届け先、お届け時間もご指定できます

③ご依頼主のご都合にあわせて商品をお届けします。

商品の発送料は無料です。贈答先への負担は発生

しません

8100

選べる！ オーガニックギフト
１セット　3,509円
■封筒(以下封入内容)　　■ギフトカタログ(商品カード)

■お申込みガイド　　■ご購入者控え

■商品申込み用返信ハガキ(プライバシー保護シール）

◎まとめて10セット以上ご購入の場合は、約5%OFF ！　

◎ご希望に応じて、のし紙など承ります　

◎当ギフトカードには、商品引換え有効期限があります

◎カタログ代(発送料込)の他に、のし代(希望者)、贈答先様への

希望の商品をお届けする送料が含まれています

通年
取扱い

3071
オーガニックワイン

カベルネソーヴィニオン(赤)
750ml　2,750円

[原]有機ぶどう(アメリカ)/

亜硫酸塩（酸化防止剤）不使用　

[アルコール度数]14度未満　

[製]フレイヴィンヤード(アメリカ)

深みのある成熟した
風味を持つ、バランス
のとれたフルボディタ
イプの赤ワイン

きりっとしたドライ感
に酸味と芳醇な果
実香を持つ、やや辛
口の白ワイン

[原]有機ぶどう(アメリカ)/

亜硫酸塩（酸化防止剤）不使用　

[アルコール度数]14度未満　

[製]フレイヴィンヤード(アメリカ)

3076
オーガニックワイン

ソーヴィニオンブラン(白)

750ml　2,090円

消費税率８%

[原]麦芽・ロースト

大麦・ホップ(ドイツ)

[製]日本ビール(静岡)

プリン体ゼロの
ノンアルコール
飲料

やわらかい渋味が心
地よい、シンプルな
味わいの赤ワイン

[原]ぶどう(長野)　

[アルコール度数]15度未満　

[製]林農園(長野)

3053
五一ワイン

マスカットベリーA(赤)

720ml　1,375円

お届けは翌々週

ナイアガラ独特の芳
醇な香りに満ちた白
ワイン。フルーティー
な味わい

[原]ぶどう(長野)　

[アルコール度数]15度未満　

[製]林農園(長野)

3054
五一ワイン

ナイアガラ白(甘口)

720ml　1,265円

お届けは翌々週

手軽なデイリー
ワイン・クッキン
グワインに

[原 ]赤：ぶどう/コン

コード(長野)/白：ぶど

う/ナイヤガラ(長野)

[アルコール度数]12.5%

[製]井筒ワイン(長野)

[原]有機麦芽(ドイツ)、有機ホップ(ニュージーランド)　

[アルコール度数]５度　[製]日本ビール(静岡)

有機農法ビール
3002

350ml×6　2,156円

9319　ケース　

350ml×24　8,624円→8,206円

[原]有機麦芽(ドイツ)、有機ホップ(ニュージーランド)　

[アルコール度数]５度　[製]日本ビール(静岡)

有機農法ビール
3002

350ml×6　2,156円

9319　ケース　

350ml×24　8,624円→8,206円

井筒プレスラン
3055　赤
3056　白

各720ml　946円

お届けは翌々週

じっくりと熟成させ

た、個性ある香りと

滑らかで深い味わい

3052　
五一

無添加ブランデー 
VSOP
720ml　2,970円

[原]ぶどう/ナイヤガラ種(長

野)　[アルコール度数]43%

[製]林農園(長野)

ノンアルコールビール・
龍馬1865
3009　350ml×6　821円

9322　350ml×24

3,284円→3,067円

自然農法純米酒 賜(たまもの)

3031 

720ml　1,705円

3032 

1800ml　3,190円

自然農法純米酒 賜(たまもの)

3031 

720ml　1,705円

3032 

1800ml　3,190円

3019

黒糖焼酎 
加那(40度)

720ml　2,728円

[原]黒糖・米こうじ(鹿児島)

[製]西平酒造(鹿児島)

発酵後、樫樽で長
期熟成。黒糖の豊
かな香りと深いコ
クが楽しめます

お届けは翌々週麦焼酎
謹醸壱岐(25度)

3016 

720ml　1,243円

3017 

1800ml　2,310円

[原]大麦(オーストラ

リア)、米麹(長崎)

[製]玄海酒造(長崎)

大麦2/3、米麹1/3を
使用した本格焼酎

お届けは翌々週

昔ながらの時間と

手間をかけたやり方

で、繊細な香りと旨

みを引き出しました

[原]米・米こうじ(島根)　

[精米歩合]58％　

[アルコール度数]17度　

[製]青砥酒造(島根）

3033

純米吟醸58 
蒼斗七星木槽搾り ■冷

720ml　1,870円

[原]有機米・有機米こうじ(栃木)、酵母菌(栃木)、麹菌(秋田)　[精米歩合]68％　

[アルコール度数]15度　[製]天鷹酒造(栃木)

3034

有機純米酒 天鷹
　　　720ml　1,595円

お届けは翌々週

純米酒 弥右衛門
3036 

720ml　1,210円

3037 

1800ml　2,420円

自社栽培の酒造好
適米・夢の香を使用

[原]有機米・米こうじ(福島)　

[精米歩合]60％　

[アルコール度数]16度　

[製]大和川酒造店(福島)

新農業研究会の
りんごを使用

[原]りんご(青森)、亜硫酸

塩(酸化防止剤)　

[アルコール度数]5%　

[製]ナチュラル農究(青森)

青森産シードル
3041　

750ml　1,870円

9241 2本箱　
750ml×2　3,630円

[原]黒糖・米こうじ(鹿児島)　

[製]西平酒造(鹿児島)

黒糖焼酎は奄美
島独特の酒です。
クセがなくまろやか
な風味

3018

黒糖焼酎 珊瑚(30度)

1800ml　2,728円

3018

黒糖焼酎 珊瑚(30度)

1800ml　2,728円

[原]米(宮城)、米こうじ(福島)

[精米歩合]80%

[アルコール度数]16.5度

[製]仁井田本家(福島)

3039

純米原酒 
にいだしぜんしゅ

720ml　1,540円

3039

純米原酒 
にいだしぜんしゅ

720ml　1,540円

お届けは翌々週

農薬・化肥不使用
の酒米だけで醸し
た 、 日 本 で 最 初 の
自然酒

3038

純米酒 五人娘
720ml　1,458円

農薬不使用の酒
米と蔵内に湧き出
る水を原料に、蔵
付きの微生物の力
で醸した純米酒

お届けは翌々週

[原]米・米こうじ(千葉、山形、秋田)

[精米歩合]70%　

[アルコール度数]15度　

[製]寺田本家(千葉)

淡麗のやや辛口
な味わい

[原]有機米・米こうじ(青森)

[精米歩合]65％　[アルコー

ル度数]16度未満

[製]鳴海醸造店(青森)

[原］大麦(オーストラリア)、米

麹(長崎)　[製］玄海酒造(長崎)

焼酎づくり500年の伝
統を守り、大麦2/3、米
麹1/3を使用した壱岐
独特の本格焼酎

焼酎づくり500年の伝
統を守り、大麦2/3、米
麹1/3を使用した壱岐
独特の本格焼酎

3014

麦焼酎 
謹醸壱岐(40度)

1800ml　3,190円

[原］米、米こうじ(岩手)

[製］酔仙酒造(岩手)／岩手銘醸(岩手)

果実酒、薬用酒のた
めに造られた本格焼
酎。コクがあり、まろや
かに仕上がります

3011

米焼酎 
米だけリカー(35度)

1800ml　2,365円

3011

米焼酎 
米だけリカー(35度)

1800ml　2,365円

果実酒作りにおすすめの本格焼酎 3077　

三州梅酒10　
360ml　968円

[原］もち米(佐賀、北海道)、青

梅(奈良)、米焼酎、米こうじ　

[アルコール度数］10度　

[製］角谷文治郎商店(愛知)

青梅を本格みりんで
漬けこみ熟成させま
した。砂糖や甘味料
を一切使用しない、
二段仕込みの梅酒

お届けは翌々週

契約栽培による有機米、有機米こうじで仕込みました

酒を造る蔵人だけでなく、有機米を造る農家の方々もスタッフ

の一員として作り上げた「有機清酒」です

柔らかな酸味がありながら、後味がすっきりとしています

冷やして、またはロックでお召し上がりください

ぬる燗でも柔らかな味わいと旨みが楽しめます

日本酒好きの方はもちろん、日本酒を飲んだことがない方に

もおすすめです

有機米の持つ米の力強い味わいと
優しい酸味を感じる辛口の有機純米酒

原料は有機麦芽と有機ホップのみで、地下水脈より汲

み上げた天然水を使用。オーソドックスなピルスナータ

イプで香り、苦味、切れのバランスの良さが特長

冷良し、燗良し

幅広い飲み方が

楽しめます
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掲載商品の消費税率は10％です

宅配会員専用ページのPDFカタログにカラー版を掲載しています

酒類
通信販売酒類小売業免許　青梅税務署1998年5月26日交付

未成年者の飲酒は法律で禁止されています。未成年者の酒類のご注文はお受けできません
１回のご注文数量は１本760ml程度のもので２ダース以内にお願いします

別紙(4)

週C




































	ポランの果物は人を笑顔にする
	　　産地直送企画新登場！梅山豚しゃぶしゃぶセット
	　　ブラウンスイス牛　いろいろな料理にどうぞ
	　　まぐろとしらすの海鮮丼に
	01 野菜
	　　野菜セット
	　　根菜
	　　葉物
	　　果菜
	　　薬味・香草
	02 きのこ
	02 もやし　スプラウト
	03 くだもの
	09 平飼鶏卵
	04 米
	05 五穀
	06 納豆・豆腐
	07 こんにゃく・梅干・漬物・水煮
	08 そうざい
	09 乳製品
	10 パン
	11 ジャム・はちみつ
	12 ハム・ソーセージ・ベーコン
	13 豚肉
	　　保美豚
	　　梅山豚
	14 牛肉
	　　木次ブラウンスイス牛
	　　興農ホルスタイン経産牛
	15 鶏肉
	　　ポラーノの鶏肉
	　　ポラーノの鶏惣菜
	16 刺身・魚卵
	17 切り身魚・漬込み魚
	18 蒲焼き・魚干物
	19 水産一般
	21 水産練り物
	22 冷凍食品
	23 のり・乾物・缶詰
	24 だし・削り節・昆布
	25 ルウ・スープ
	26 中華の皮・国産麺・パスタ
	27 粉・豆・ごま・もち
	28 調味料1
	料理酒
	粗糖
	塩
	酢
	醤油
	味噌
	みりん
	菜種油
	ごま油・オリーブ油など

	29 調味料２
	ソース・たれなど
	マヨネーズ
	だし・めんつゆ
	ドレッシング
	胡椒
	薬味・辛子・わさび・生姜など

	31 お茶・コーヒー
	有機茶
	紅茶
	麦茶
	コーヒー

	35 飲料
	ジュース
	シロップ・甘酒など
	ミネラルウォーター

	33 ナッツ・ドライフルーツ
	34 菓子
	35 洋菓子
	36 和菓子
	37 冷菓・アイスクリーム
	39 ナチュラルサプリメント
	今週のおすすめ商品
	　　黒糖蜜ときな粉でひんやり和スイーツ
	　七夕気分を盛り上げる色合い華やかなあられセット
	別紙1_生活雑貨1
	別紙1_生活雑貨2
	別紙2_ナチュラルコスメ1
	別紙2_ナチュラルコスメ2
	別紙3_生活機器
	別紙3_ロゴナ
	別紙4_「顔の見える」オーガニックワイン
	別紙4_酒類
	別紙4_選べる！ オーガニックギフト
	チラシ_東京パンケーキミックス
	チラシ_ほんの木1
	チラシ_ほんの木2
	チラシ_おもちゃ箱1
	チラシ_おもちゃ箱2
	チラシ_クルード1
	チラシ_クルード2
	チラシ_山繊1
	チラシ_山繊2
	チラシ_ハート1
	チラシ_ハート2
	チラシ_ハート3
	チラシ_ハート4
	チラシ_スリム温冷風扇HEAT&COOL1
	チラシ_スリム温冷風扇HEAT&COOL2
	チラシ_消臭除菌サーキュレーターピュアドライ1
	チラシ_消臭除菌サーキュレーターピュアドライ2



