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10  3月
インターネット通販も行っています。詳しくはこちらインターネット通販も行っています。詳しくはこちら

食物繊維やビタミン・ミネラルがたっぷり。
【（豆）】

200g　　ベストアメニティ㈱200g　　ベストアメニティ㈱

十六雑穀米（黒千石入り）十六雑穀米（黒千石入り）
916916円（税込）円（税込）

1518 

ドーナツや蒸しパンにも。アルミニウムフ
リーのベーキングパウダー使用。

【（卵）・乳・麦・（豆）】

200g×3　　日東富士製粉㈱200g×3　　日東富士製粉㈱

ホットケーキミックスホットケーキミックス
520520円（税込）円（税込）

1070

280ｇ　　ベストアメニティ㈱280ｇ　　ベストアメニティ㈱

紫もち麦紫もち麦
1647 

紫色が濃い状態のままで収穫しました。も
ちもち・ぷちぷちの食感が特長。ご飯に加
えれば、ご飯全体がもちもちの食感にな
ります。紫色の組織にはポリフェノールの
一種「アントシアニジン」を含みます。

645645円（税込）円（税込）

国産のもち米を新潟県産のささげの煮汁だけで
炊き上げ、ほんのり赤い自然の色合いが特徴の
お赤飯。お赤飯にはかかせないごま塩付です。

16１ｇ（赤飯160ｇ　ごま塩１ｇ）×316１ｇ（赤飯160ｇ　ごま塩１ｇ）×3
全農パールライス㈱全農パールライス㈱

お赤飯３個組・ごま塩付お赤飯３個組・ごま塩付
590590円（税込）円（税込）

1646

食べきりサイズのお赤飯食べきりサイズのお赤飯

ふっくら!もちもちの玄米ごはん。長期保
存できます。宮城県産ひとめぼれの発芽
玄米ともち米を使用しました。

150g×12　　JA加美よつばラドファ150g×12　　JA加美よつばラドファ
1,6801,680円（税込）円（税込）

やわらかやわらか
発芽玄米ごはん（12パック）発芽玄米ごはん（12パック）

1576

ブラジル・サンパウロ産の農薬と化学肥料
を使わない珈琲。本格的な味と香りが楽し
めます。飲みやすいミディアムロースト。

180g（豆）　　日東珈琲㈱180g（豆）　　日東珈琲㈱
780780円（税込）円（税込）

1724
森のコーヒー・豆森のコーヒー・豆

無香料だから浴室、台所、洗濯にも使えま
す。ムダ溶けしにくいアーチ型。

100g×3　　ヱスケー石鹸㈱100g×3　　ヱスケー石鹸㈱

浴用せっけん（3個セット）浴用せっけん（3個セット）
360360円（税込）円（税込）

3032

新鮮なトウモロコシを収穫後すぐにすりつぶし
て缶詰に加工しました。粒状コーンが約15%
入り。コーンポタージュも簡単に作れます。

190ｇ×3缶　　マルハニチロ㈱190ｇ×3缶　　マルハニチロ㈱

スイートコーン缶クリーム状３缶組スイートコーン缶クリーム状３缶組
790790円（税込）円（税込）

1754

銚子沖を中心に国内で水揚げされる真いわ
しを蒲焼きにしました。化学調味料や増粘
剤等は不使用。缶切り不要です。【麦・豆】

100g（固形量80g）×２100g（固形量80g）×２
千葉県漁業協同組合連合会千葉県漁業協同組合連合会

いわし蒲焼き缶２缶組いわし蒲焼き缶２缶組
540540円（税込）円（税込）

1759

千葉県産の乾燥ひじきのうち主に芽ひじ
きを水戻ししてパックしました。1回で使
い切れる90g入り。

90ｇ　　千葉県漁業協同組合連合会90ｇ　　千葉県漁業協同組合連合会

ひじきドライパック缶ひじきドライパック缶
360360円（税込）円（税込）

1758

宮城県女川港に揚がる鮮度や脂のり抜群
の生さんまを使用。【麦・豆】

170ｇ（固形120ｇ）170ｇ（固形120ｇ）
㈱木の屋石巻水産㈱木の屋石巻水産

さんま醤油味付け缶さんま醤油味付け缶
346346円（税込）円（税込）

1742

九州産のもち玄米、はだか麦、押麦など
16種類の雑穀を配合。米2～３合に対し
て1袋が目安です。【（麦）・豆】

25ｇ×7袋　　ベストアメニティ㈱25ｇ×7袋　　ベストアメニティ㈱

九州産十六種類の雑穀米九州産十六種類の雑穀米
650650円（税込）円（税込）

1764

「胚芽」を残して精麦した国産大麦が原料。
プリプリした食感を楽しめます。白米1合に
大さじ1が目安です。【（麦）・（豆）】

500g　　ベストアメニティ㈱500g　　ベストアメニティ㈱

胚芽押麦胚芽押麦
380380円（税込）円（税込）

1765

生原料から一貫製造生原料から一貫製造

原料は、砂糖・栗・小豆・寒天だけです（生
活クラブ生協向けオリジナル配合）。
賞味期限2022年5月26日

83gEO缶×4個　　田中製餡㈱83gEO缶×4個　　田中製餡㈱
980980円（税込）円（税込）

1753
栗かのこ（４個組）栗かのこ（４個組）

ポリフェノール豊富な庄内の黒米、赤米、
香り米のミックスです。

300g 　　 JA庄内みどり300g 　　 JA庄内みどり

化学肥料使わず化学肥料使わず

古代米古代米
640640円（税込）円（税込）

この小箱のまま米びつの内側にとりつけ
ます（テープ付き）。天然のしそ油とロー
ズマリーエキスが虫を寄せ付けません。
有効期限約6カ月。２０kgサイズの米び
つに1個を目安に。

１個（7.2×9.3×2.2cm）　１個（7.2×9.3×2.2cm）　
㈱カワタキコーポレーション㈱カワタキコーポレーション

ハーブのハーブの
お米のお守りお米のお守り
500500円（税込）円（税込）

1690

千葉県旭市で有機肥料と最小限の農薬で
育てた旭愛農生産組合のコシヒカリ１００％
です。2021年産の新米でお届けします。

2kg袋 　　 旭愛農生産組合2kg袋 　　 旭愛農生産組合

旭愛農コシヒカリ2kg旭愛農コシヒカリ2kg
1,1551,155円（税込）円（税込）

1707

化学肥料5割減、農薬6割減の特別栽培
米です。2021年産新米は10月20日以
降お届け分となる予定です。

5kg 　　 JA庄内みどり5kg 　　 JA庄内みどり

平田げんげん米平田げんげん米
（ひとめぼれ100％）（ひとめぼれ100％）
2,8752,875円（税込）円（税込）

1453

1279

トマトケチャップトマトケチャップ

風味とコクが人気。国産トマトと青い海の
塩を使い、香辛料は控えめです。

380g　　コーミ㈱380g　　コーミ㈱
620620円（税込）円（税込）

1250

選別加工した鮪フレークを野菜スープで
煮て深みと香りを出し、米油でヘルシー
に仕上げました。可能な限り添加物は不
使用です。

70g×3缶　　日本果実工業㈱70g×3缶　　日本果実工業㈱

鮪ライトフレーク鮪ライトフレーク
油漬缶(金)［3缶］油漬缶(金)［3缶］
550550円（税込）円（税込）

1596 

塩だけのシンプルな味。三陸で水揚げし
た新鮮な鯖の水煮です。

190g×3　　日本果実工業㈱190g×3　　日本果実工業㈱

さば水煮缶さば水煮缶
（3缶）（3缶）
690690円（税込）円（税込）

1053

※包装デザイン変更の
　可能性があります。

食品添加物や化学調味料などを使わな
い魚肉ソーセージ。開けやすいフィルム
を使用。【麦・（えび）・（かに）・豆】

75ｇ×4本　　マルハニチロ㈱75ｇ×4本　　マルハニチロ㈱

おさかなおさかな
ソーセージソーセージ
420420円（税込）円（税込）

1382

辛子とりんご酢・米酢のバランスが絶妙
な無添加マヨネーズ。【卵】

マヨネーズマヨネーズ
1422

520520円（税込）円（税込）
310g　　オリエンタル酵母工業㈱310g　　オリエンタル酵母工業㈱

390390円（税込）円（税込）

まろやかな濃口醤油。
杉桶で1年間熟成した
天然醸造です。

【麦・豆】

500ml　　タイヘイ㈱500ml　　タイヘイ㈱

丸大豆醤油丸大豆醤油
500ml500ml

1004

沖縄産のキビ砂糖。柔らかな甘さがお菓
子やお料理を引き立てます。

500g　　㈱青い海500g　　㈱青い海

天糖太陽天糖太陽
350350円（税込）円（税込）

1014 

※ビンの形状が変わる
　予定です。

通信販売常温品の利用ベスト10（過去1年間）をご紹介します。
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2位

7位
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パパッとパパッと
マカロニグラタンマカロニグラタン
435435円（税込）円（税込）

粉末ソースに牛乳を加えて粉末ソースに牛乳を加えて

1672

国産小麦粉を使った粉末ソースやマカロニ
がついている簡単グラタンセット。お鍋一つ
で手軽にホワイトソースができます。【（卵）・
乳・麦・（そば）・（落）・（えび）・（かに）・豆】

140ｇ（粉末ソース80ｇ+マカロニ60ｇ）140ｇ（粉末ソース80ｇ+マカロニ60ｇ）
宮島醤油フレーバー㈱宮島醤油フレーバー㈱

熱湯を注ぎ約30秒で簡単に作ることが
できる小どんぶりの素。親子丼、中華丼の 
2種セット。【卵・（乳）・麦・えび・（かに）・豆】

4食（親子丼の素×2、中華丼の素×2）4食（親子丼の素×2、中華丼の素×2）
アサヒグループ食品㈱アサヒグループ食品㈱

お湯を注ぐだけお湯を注ぐだけ

1,1401,140円（税込）円（税込）

1634
小さめどんぶり2種セット小さめどんぶり2種セット

各種調理向けのチキン味コン
ソメです。【(卵)･ (乳)･麦･ (そ
ば)･(落)･(えび)･(かに)・豆】

国産かんきつのスムージー国産かんきつのスムージー

まるごとおふくろまるごとおふくろ
スムージースムージー
有田みかん有田みかん

うんしゅうみかん(和歌山県産)に
砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく
粉で作りました。（ビタミンC使用）

170g　　㈱早和果樹園170g　　㈱早和果樹園
390390円（税込）円（税込）

1729

170g　　㈱早和果樹園170g　　㈱早和果樹園

まるごとおふくろまるごとおふくろ
スムージースムージー
みかんとれもんみかんとれもん

国産レモン果汁をブレンド
しました。

390390円（税込）円（税込）

1730
まるごとおふくろまるごとおふくろ
スムージースムージー
みかんとユズみかんとユズ

国産柚子果汁をブレンド
しました。

170g　　㈱早和果樹園170g　　㈱早和果樹園
390390円（税込）円（税込）

1731

ヨーグルトと食べるヨーグルトと食べる
ドライフルーツドライフルーツ よくばりナッツよくばりナッツ

ドライマンゴー、クランベリー、
レーズン、パイナップルの4種入
り。酸化防止剤や保存料、漂白剤
不使用です。【(えび)】

食塩や油を使わずに、素炒りしたアー
モンド・ピスタチオ・カシューナッツと、
ローストしないくるみをミックス。【（乳）･

（麦）･（落）･（えび）･（かに）･（豆）】

100g 　㈱プレス・オールターナティブ100g 　㈱プレス・オールターナティブ 80ｇ 　 ㈱プレス・オールターナティブ80ｇ 　 ㈱プレス・オールターナティブ
735735円（税込）円（税込） 740740円（税込）円（税込）

1733
1757

瀬戸内海産のちりめんじゃこを国産の実
山椒とあわせ佃煮にしました。山椒の香
りが食欲をそそる逸品です。【麦・豆】

40g　　㈱エム・オー・エー商事40g　　㈱エム・オー・エー商事

山椒ちりめん山椒ちりめん
570570円（税込）円（税込）

1633  

生活クラブ提携先のコーヒー豆を
使用したオリジナルブレンド。無
香料です。飲み口スッキリストレー
トタイプ。

無糖缶珈琲（ブラック）無糖缶珈琲（ブラック）

コンソメ顆粒コンソメ顆粒

とりがらだし顆粒とりがらだし顆粒

300ｇ×24缶　　　日本果実工業（株）300ｇ×24缶　　　日本果実工業（株）

8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱

8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱

3,3603,360円（税込）円（税込）

580580円（税込）円（税込）

585585円（税込）円（税込）

1714

1716

1718

300g×24缶　　日本果実工業㈱300g×24缶　　日本果実工業㈱

緑茶飲料歌茶緑茶飲料歌茶
3,0203,020円（税込）円（税込）

生活クラブの緑茶です。生活クラブの緑茶です。

1322

新生わたらい茶とJA山口宇部
の茶葉をブレンドして使っていま
す。出かける時にも便利なアルミ
ボトル缶入り。

200ｇ×2　　日東富士製粉㈱200ｇ×2　　日東富士製粉㈱
480480円（税込）円（税込）

1652  

食物繊維やビタミンB1を含む小麦全粒粉を40％
配合した甘さ控えめなホットケーキミックスです。
アルミフリーの膨張剤を使用。【（卵）・乳・麦・（豆）】

全粒粉全粒粉
ホットケーキミックスホットケーキミックス

375ｇ（7枚入）　　㈱ミトク375ｇ（7枚入）　　㈱ミトク
465465円（税込）円（税込）

 

有機全粒ライ麦を主原料とし、低温
で長時間焼き上げたドイツの伝統
的なパン。ほのかな甘みとマイルド
な酸味が特徴。チーズやバターに良
く合います。【（卵）･（麦）･（そば）】

ペーマ ペーマ 
プンパーニッケルプンパーニッケル

90ｇ（固形量70g）90ｇ（固形量70g）㈱エム・オー・エー商事㈱エム・オー・エー商事
360360円（税込）円（税込）

1658
 

ビンナガマグロを熟成した職人が
切り出し大きなブロックのままマ
グロと相性の良い綿実油につけま
した。

ホワイトミート（ソリッド）ホワイトミート（ソリッド）

袋のまま湯煎また袋から出してレンジで袋のまま湯煎また袋から出してレンジで
温めるだけ温めるだけ

野菜にスパイスを加えて丁寧に仕上げたソースと、国産の豆（大豆、金
時豆、黒豆）をあわせた旨みたっぷりのカレーです。香辛料が効いた爽
やかでスパイシーなカレーです。【麦・豆】

５４０ｇ（１８０ｇ×３）　　全国農協食品㈱５４０ｇ（１８０ｇ×３）　　全国農協食品㈱

３種の豆カレー（3袋）３種の豆カレー（3袋）
1,1381,138円（税込）円（税込）

1674

おやつに朝食におつまみにおやつに朝食におつまみに

国産小麦粉にナチュラルチーズを練り込んださくっとした歯ごたえのあ
るクラッカー。【（卵）・乳・麦・（落）・（えび）・（かに）】

100ｇ　　前田クラッカー㈱100ｇ　　前田クラッカー㈱

チーズクラッカーチーズクラッカー
260260円（税込）円（税込）

1668

パスタやサラダにパスタやサラダに ライ麦の伝統的なドイツのパンライ麦の伝統的なドイツのパン 美味しく栄養美味しく栄養

塩と砂糖だけのあっさり味。6種の
雑穀が入ってサクサクした食感。

【（卵）・（乳）・麦・（落）・（えび）・（かに）】

130g　　前田クラッカー㈱130g　　前田クラッカー㈱

国産六穀クラッカー国産六穀クラッカー
290290円（税込）円（税込）

1562

お鍋ひとつで作れるラーメン。あっ
さり味のスープ付き。【卵・（乳）・麦・

（そば）・（落）・（えび）・（かに）・豆】

200g　　宮島醤油フレーバー㈱200g　　宮島醤油フレーバー㈱
320320円（税込）円（税込）

1540
豚骨ラーメン【2人前】豚骨ラーメン【2人前】

醤油をベースにチキンやポーク、帆立
エキスで仕上げたスープ付き。【（卵）・

（乳）・麦・（そば）・（えび）・豆】

495g（めん90g×5袋）スープ付495g（めん90g×5袋）スープ付
㈱エム・オー・エー商事㈱エム・オー・エー商事

美美
メ イ ウ イメ イ ウ イ

味味ラーメンラーメン
（しょうゆ）5食パック（しょうゆ）5食パック
790790円（税込）円（税込）

1622  

味噌をベースにホタテやチキン、かつお節、香辛料
（にんにく、たまねぎ、生姜、赤唐辛子）を利かせたコク
のある味わいです。【麦・豆】

495g（めん90g×5袋）スープ付495g（めん90g×5袋）スープ付
㈱エム・オー・エー商事㈱エム・オー・エー商事

美美
メ イ ウ イメ イ ウ イ

味味ラーメンラーメン
（みそ）5食パック（みそ）5食パック
790790円（税込）円（税込）

1621  

胡麻の風味と香辛料を効かせた塩味
スープ付き。【（卵）・（乳）・麦・（そば）・（え
び）・豆】

495g（めん90g×5袋）スープ付495g（めん90g×5袋）スープ付
㈱エム・オー・エー商事㈱エム・オー・エー商事

美美
メ イ ウ イメ イ ウ イ

味味ラーメンラーメン
（しお）5食パック（しお）5食パック
790790円（税込）円（税込）

1623  

特別栽培国産小麦使用特別栽培国産小麦使用

国産小麦粉と沖縄県産黒糖を使
用。口どけが良く適度な甘さに仕
上げました。【（卵）・乳・麦・（豆）】

135g　　東京カリント㈱135g　　東京カリント㈱

沖縄産黒糖沖縄産黒糖
かりんとうかりんとう
270270円（税込）円（税込）

1609

有機栽培基準で栽培されたカリフォ
ルニア産ぶどう使用。オイルコーティ
ングしていません。【（えび）】

165g165g　　　　㈱プレス・オールターナティブ㈱プレス・オールターナティブ

※チャック付き袋に※チャック付き袋に
　変更予定。　変更予定。

レーズンレーズン
650650円（税込）円（税込）

1198

有機栽培基準で栽培されたカリフォルニ
ア産アーモンドを素焼き。食塩不使用。

【（乳）・（麦）・（落）・（えび）・（かに）・（豆）】

70g70g　　　　㈱プレス・オールターナティブ㈱プレス・オールターナティブ

アーモンド（塩分不使用）アーモンド（塩分不使用）
800800円（税込）円（税込）

1542

栽培方法の確かなカリフォルニアの生産
者を特定して輸入。無農薬。食物繊維と
銅が豊富。食べやすい種抜き。【（えび）】

120g120g　　　　㈱プレス・オールターナティブ㈱プレス・オールターナティブ

干しプルーン干しプルーン
800800円（税込）円（税込）

1197

カリフォルニア有機農産物生産者のクル
ミ。食塩不使用。滋養強壮、肌の潤いに。

【（乳）・（麦）・（落）・（えび）・（かに）・（豆）】

65g　　㈱プレス・オールターナティブ65g　　㈱プレス・オールターナティブ

クルミクルミ
830830円（税込）円（税込）

1352

国産牛肉と野菜を使用した素材の
確かな辛口カレー。袋のまま温める
レトルトタイプです。【乳・麦・豆】

185g　　㈱北海道チクレンミート185g　　㈱北海道チクレンミート

ビーフカレービーフカレー
590590円（税込）円（税込）

1354

1740

スリランカ産オーガニックココナッ
ツを原料にしたココナッツミルク。
カレーやお菓子に。

400ｇ【有機ココナッツ】　　㈱ミトク400ｇ【有機ココナッツ】　　㈱ミトク

ココナッツココナッツ
ミルクミルク
389389円（税込）円（税込）

1638  

サラっとスパイシー！サラっとスパイシー！

化学調味料や小麦粉を使わずに18種類以上のスパイス等を使ったカレー
の壺の配合を元にココナッツ風味のカレーです。スリランカ産の原材料を主
体に製造しています。鶏もスリランカ産の平飼い鶏です。【（えび）・（豆）】

180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ

カレーの壺チキンカレー【辛口】カレーの壺チキンカレー【辛口】
585585円（税込）円（税込）

1636

本場スリランカのスパイシーなカレーにとろとろのナスや豚肉にココナッ
ツミルクを加え程よい辛さにしました。（スリランカ製）【（えび）・（豆）】

180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ

カレーの壺とろっとカレーの壺とろっと
ナスのポークカレー中辛ナスのポークカレー中辛
585585円（税込）円（税込）

スパイス感がありながら辛さを控えました。インド産有機栽培のひよこ
豆入り。動物質原料を使いません。【（えび）・（豆）】

1741

180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ180ｇ　　㈱プレス・オールターナティブ

カレーの壺ほくっとカレーの壺ほくっと
ひよこ豆カレー【辛さ控えめ】ひよこ豆カレー【辛さ控えめ】
585585円（税込）円（税込）

洋風だし顆粒洋風だし顆粒

8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱8g×10 　　 宮島醤油フレーバー㈱
555555円（税込）円（税込）

1717

牛骨牛肉と香味野菜の旨味が
しっかり出ています。【(卵)･(乳)･
麦･(そば)･(落)･(えび)･(かに)・豆】

提携先の親鶏ガラと真塩で作っ
たスープの素。サッと溶けて使い
やすい顆粒タイプ。炒め物やスー
プなどに。【（卵）・（乳）・（麦）・（そ
ば）・（落）・（えび）・（かに）・（豆）】

1660

カレーの壺シリーズ・小麦粉不使用サラっとカレーカレーの壺シリーズ・小麦粉不使用サラっとカレー

北海道産小豆を使用した本格的ようかん詰合せ。きめ細やかな食感の
本練、小豆の粒が入った風味豊な小倉の他、塩、黒糖、甘藷の6種類の
味が楽しめます。

一口羊羹詰合せ7本一口羊羹詰合せ7本

50ｇ×7本（本煉2本、小倉、抹茶、黒糖、塩、甘藷各1本）　　田中製餡㈱50ｇ×7本（本煉2本、小倉、抹茶、黒糖、塩、甘藷各1本）　　田中製餡㈱
1,0801,080円（税込）円（税込）

1670

日本茶によくあいます日本茶によくあいます

国産うるち米使用。香り高い胡
麻のせんべいの小袋入りが2つ。

【麦・（えび）・豆】

55g×2袋　　㈲小島米菓55g×2袋　　㈲小島米菓

胡麻だくさんせんべい（2袋）胡麻だくさんせんべい（2袋）
310310円（税込）円（税込）

1602
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薪で炒った白
ゴマを搾って
漉 す 伝 統 の
玉締め一番絞
り。

800g800g
㈲小野田製油所㈲小野田製油所

ごま油ごま油
1039

3,1003,100円（税込）円（税込）

410410円（税込）円（税込）

辛さ控えめ。ごま
油に唐辛子をブ
レンドしました。

60g60g
㈲小野田製油所㈲小野田製油所

ごま辛味ごま辛味
オイルオイル

1222

契約栽培のなた
ね100%。化学薬
品を使わない「湯
洗い洗浄」製法。

西豪州産なた
ね使 用 。無 添
加・圧搾・一番
絞り。

1400g1400g
米澤製油㈱米澤製油㈱

600g600g
米澤製油㈱米澤製油㈱

サラダ油サラダ油
（100%オーストラリア（100%オーストラリア
なたね）なたね）

1041

1,3601,360円円
（税込）（税込）

国産100%国産100%
なたね油なたね油

1549

1,0801,080円円
（税込）（税込）

国産大豆・米・真塩使用。1年間天然醸造したみそと、加温醸造みそを 
5対5の割合でブレンド。化学調味料無添加。【豆】

1㎏　　1㎏　　㈱マルモ青木味噌醤油醸造場㈱マルモ青木味噌醤油醸造場　　

信州田舎みそこうじ信州田舎みそこうじ
690690円（税込）円（税込）

1118

1kg1kg　　　　㈱マルモ青木味噌醤油醸造場㈱マルモ青木味噌醤油醸造場

信州田舎みそこし信州田舎みそこし
690690円（税込）円（税込）

1119

創業170年の老舗の味です。　 
宮城県産白目大豆を使用してい
ます。【豆】

トマト（中国・国産ブレンド）感たっ
ぷり。以前と比べて辛みをやや抑
えました。

1㎏　　鎌田醤油㈱1㎏　　鎌田醤油㈱350ｍｌ　　コーミ㈱350ｍｌ　　コーミ㈱

仙台みそ仙台みそピザソースピザソース
580580円（税込）円（税込）500500円（税込）円（税込）

13611566

天竜川の伏流水と、国産米、
自然塩使用。4段仕込みの本
格みりん。【（えび）･（かに）】

1,0101,010円（税込）円（税込）
720ml720ml
オーサワジャパン㈱オーサワジャパン㈱

発酵酒みりん発酵酒みりん
1594

360360円（税込）円（税込）

健康を気づかう
方に。塩分は9%
未満です。

【乳・豆】

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

丸大豆丸大豆
減塩醤油減塩醤油

1005

370370円（税込）円（税込）

丸大豆を木桶で
10ケ月間天然醸
造 。色 は 薄 め で
すが塩分18%で
す。【麦・豆】

500ml500ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

丸大豆丸大豆
うすくち醤油うすくち醤油

1366

570570円（税込）円（税込）

鰹、昆布、椎茸の
だしを醤油、みり
ん等で味付け。7
倍濃縮。素材の色
を生かす料理に。

【麦・豆】

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

白だし白だし
1381

520520円（税込）円（税込）

醤油とだしをバ
ランス良く、や
や甘めに味付け
しました。煮物、
麺類、汁に。【麦・
豆】

500ml500ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

万能つゆ万能つゆ
1573

470470円（税込）円（税込）

天 つ ゆ や 丼 物
に。鰹だしと天
然醸造醤油のお
いしさ。【麦・豆】

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

そばつゆそばつゆ
1426

320320円（税込）円（税込）

酢に昆布エキス
と砂糖、食塩を
加えました。すし
飯、三杯酢、サラ
ダにも。

360ml360ml
私市醸造㈱私市醸造㈱

すし酢すし酢
1342

290290円（税込）円（税込）

国産の米100%
の日本酒から作り
ました。深い酸味
とフルーティーさ
が特徴。

500ml500ml
私市醸造㈱私市醸造㈱

純米酢純米酢
1020

340340円（税込）円（税込）

りんご果汁だけ
を使用。フルー
ティな香りを生
かしてドリンクや
ドレッシングに。

500ml500ml
私市醸造㈱私市醸造㈱

純りんご酢純りんご酢
1341

390390円（税込）円（税込）
500ml500ml
私市醸造㈱私市醸造㈱

475475円（税込）円（税込）

ゆず果汁20%入
り。鍋や、焼肉、ス
テーキ、サラダ、焼
き魚に。

【麦・豆】

275ml275ml
日本果実工業㈱日本果実工業㈱

ザゆずポン酢ザゆずポン酢
1546  

545545円（税込）円（税込）

提携生産者の醤
油、醸造酢、ゆず
酢、素精糖使用。

【麦・豆】

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

ポン酢しょうゆポン酢しょうゆ
1140

430430円（税込）円（税込）

濃 厚 で お いし
い。国産トマト
ピューレと、生
野 菜 、り ん ご
酢、真塩使用。

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

中濃ソース中濃ソース
1424

440440円（税込）円（税込）

カラメルや化学
調 味 料 不 使 用 。
スパイスを効か
せて甘味は控え
目です。

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

ウスターソースウスターソース
1011

440440円（税込）円（税込）

揚げ物、炒め物
に。野 菜とりん
ごの甘くて濃厚
なソース。

360ml360ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

とんかつソースとんかつソース
1344

578578円（税込）円（税込）

丸大豆醤油に、
赤ワインやりんご
ピューレを加えま
した。【麦・豆】

420g420g
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

焼肉のたれ焼肉のたれ
12201220

470470円（税込）円（税込）

広島産牡蠣の
しぼり汁と蒸煮
したすり身がま
るごと入ってい
ます。【麦・（か
に）・豆】

230g230g
コーミ㈱コーミ㈱

牡蠣味調味料牡蠣味調味料
1003

国産唐辛子100%使用。麻婆豆
腐など中華料理に欠かせません。

【豆】

75g　　和高スパイス㈱75g　　和高スパイス㈱

豆板醤豆板醤
330330円（税込）円（税込）

1530

560560円（税込）円（税込）

薬品を使わずに
ご ま の 皮 を 除
き、醤油、真塩で
味付け。【麦・豆】

350ml350ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

ごまだれごまだれ
14251425

350350円（税込）円（税込）

なたね油と米酢、り
んご酢に香辛料、
豚肉エキス入り。

190ml190ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

イタリアンイタリアン
ドレッシングドレッシング

10081008

385385円（税込）円（税込）

465465円（税込）円（税込）

チーズの香りとコク
に、ピリッと辛味を効
かせました。【卵・乳】

四国産の田熊すだち
（直七）を３３％配合し
ました。酸っぱさはほ
どほどです。お豆腐に
そのままかけても美味
しく召し上がれます。
酸味の苦手な方にも。

【麦・豆】

200ml200ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

200ml　　タイヘイ㈱200ml　　タイヘイ㈱シーザーサラダ用シーザーサラダ用
ドレッシングドレッシング

直七ぽんず直七ぽんず
1380

420420円（税込）円（税込）

練り胡麻の風味豊かなドレッシング。野菜だけでなく肉
との相性も抜群。増粘多糖類や化学調味料など、食品
添加物は不使用。【卵・麦・豆】

200ml　　タイヘイ㈱200ml　　タイヘイ㈱

胡麻ドレッシング胡麻ドレッシング
1474 385385円（税込）円（税込）

消費材の醤油と食酢に鰹
だしなどで旨みをプラス。
王隠堂農園の梅肉ペース
ト、青じそで風味を出した
ノンオイルタイプ。【麦・豆】

200ml200ml
タイヘイ㈱タイヘイ㈱

ノンオイル青じそノンオイル青じそ
ドレッシングドレッシング

1172
1708

北海道ビートを精製しました。お
菓子やジャム、飲みものなどに。

原料の小豆とビートグラニュー糖は北海
道産。自社工場で作った生あんに砂糖を
加え練り上げました。添加物は不使用。

原料の小豆とビートグラニュー糖は北
海道産。小豆の渋切り後、加糖して煮
上げています。添加物は不使用。

1kg　　ホクレン農協連1kg　　ホクレン農協連
500g　　田中製餡500g　　田中製餡㈱㈱500g　　田中製餡500g　　田中製餡㈱㈱

ビートグラニュー糖ビートグラニュー糖
こしあんこしあんつぶあんつぶあん

430430円（税込）円（税込）
620620円（税込）円（税込）630630円（税込）円（税込）

1174
17681767

沖縄の海水の塩。ミネラル分が多
く、まろやかで深い味わいです。

250g　　㈱青い海250g　　㈱青い海

海水塩海水塩
450450円（税込）円（税込）

1120

メキシコやオーストラリア産の天日塩を、
沖縄の海水に溶かして精製しました。

1kg　　㈱青い海1kg　　㈱青い海

青い海のシママース青い海のシママース
370370円（税込）円（税込）

1013

下味付けやサラダに。沖縄の海水
塩に白胡椒、黒胡椒をブレンド。

150g　　㈱青い海150g　　㈱青い海

粗びき塩胡椒（袋）粗びき塩胡椒（袋）
560560円（税込）円（税込）

1456

ペッパーミルで挽いて香りを楽し
んで下さい。水蒸気滅菌法で処理
しています。

80g　　和高スパイス㈱80g　　和高スパイス㈱
470470円（税込）円（税込）

1176
ブラックペッパー・原型ブラックペッパー・原型

塩分を控え甘み
をバランスよく加
えました。酢の物、
ピクルス、煮物な
どに使えます。

調理用合わせ酢調理用合わせ酢
1603

ギリシャ産オリー
ブ使用。最高品質
のエキストラバー
ジンオイル。

500ml500ml
㈱ヴィボン㈱ヴィボン

オリーブオイルオリーブオイル
（コロネイキプレミアム）（コロネイキプレミアム）

1042

1,2801,280円（税込）円（税込）

必須脂肪酸「オメガ3（αリノ
レン酸）」豊富な亜麻仁油。
毎日スプーン1杯どうぞ。

1,9451,945円（税込）円（税込）
230g　　㈱ミトク230g　　㈱ミトク

フラックスオイルフラックスオイル
（亜麻仁油）（亜麻仁油）
ボルドーニボルドーニ

1599

美味しく栄養美味しく栄養

※包材デザイン変更※包材デザイン変更
　予定。　予定。
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銚子港で水揚げした真イワシを、
丸大豆醤油と砂糖で味付けしまし
た。【麦・豆】

200g（固形量150g）200g（固形量150g）
千葉県漁業協同組合連合会千葉県漁業協同組合連合会

いわし味付缶いわし味付缶
360360円（税込）円（税込）

1130

北海道チクレンの牛肉とトマトケチャップ
をベースに、お子様から大人まで食べや
すい味に仕上げました。1袋1食。【乳・麦】

130g×2袋　　コーミ㈱130g×2袋　　コーミ㈱

あたためてかけるだけミートソース【2袋】あたためてかけるだけミートソース【2袋】
830830円（税込）円（税込）

1620

北海道産牛のスネ、ネックに牛脂
を加え塩で味付けしています。

95g　　㈱北海道チクレンミート95g　　㈱北海道チクレンミート

コンビーフ缶コンビーフ缶
710710円（税込）円（税込）

1196

ごま和えやサラダに。ごまの風味
と香りが楽しめます。

90g　　みえぎょれん販売㈱90g　　みえぎょれん販売㈱

すりごま白すりごま白
310310円（税込）円（税込）

1185

おはぎ、ぼたもち、ごま団子等が
簡単に作れます。

90g　　みえぎょれん販売㈱90g　　みえぎょれん販売㈱

すりごま黒すりごま黒
300300円（税込）円（税込）

1186

グアテマラ産ゴマを薬品を使わず
に皮をむいて焙煎しています。

200g　　みえぎょれん販売㈱200g　　みえぎょれん販売㈱

皮むきいりゴマ皮むきいりゴマ
400400円（税込）円（税込）

1184

30余のスパイス入り。ドライカ
レーや炒めものにも。

100g　　和高スパイス㈱100g　　和高スパイス㈱

カレー粉カレー粉
420420円（税込）円（税込）

1177

青森県産にんにく100%。みじん切りタ
イプなので加熱料理に適しています。

125g　　タイヘイ㈱125g　　タイヘイ㈱

にんにくみじん切りにんにくみじん切り
850850円（税込）円（税込）

1256

青森県産のにんにく、ホワイト六片種をす
りおろしました。料理の下ごしらえなどに。

80g　　タイヘイ㈱80g　　タイヘイ㈱

おろしにんにくおろしにんにく
540540円（税込）円（税込）

1363

伊勢湾産の良質わかめ。5分間の水戻し
で、13倍に増えます。【（えび）・（かに）】

20g　　みえぎょれん販売㈱20g　　みえぎょれん販売㈱

乾燥カットわかめ乾燥カットわかめ
580580円（税込）円（税込）

1505

岩手県重茂産100％。湯戻しすれば、ねば
りと歯ごたえのめかぶに。うどんに、みそ
汁に、酢の物に。乾燥だから保存食にも。

20ｇ　　重茂漁業協同組合20ｇ　　重茂漁業協同組合

パッとパッと
きざみめかぶきざみめかぶ
355355円（税込）円（税込）

1641

南房総千倉町沿岸で収穫しまし
た。太く柔らかで旨みがあります。

100g　　100g　　千葉県漁業協同組合連合会千葉県漁業協同組合連合会
1,0801,080円（税込）円（税込）

1595
ひじき（房州産100%）ひじき（房州産100%）

答志島周辺の養殖場で育てた、グレー
ドの高い板のりです。【（えび）・（かに）】

10枚　　みえぎょれん販売㈱10枚　　みえぎょれん販売㈱

伊勢のり伊勢のり
510510円（税込）円（税込）

1108

仕入、加工、出荷まで一貫生産し
ています。【（えび）・（かに）】

10枚　　みえぎょれん販売㈱10枚　　みえぎょれん販売㈱

焼のり焼のり
400400円（税込）円（税込）

1035

コリコリと肉厚な中国産。食物繊
維、ビタミン、鉄分が豊富です。

40g　　藤原食品㈱40g　　藤原食品㈱

乾燥きくらげ乾燥きくらげ
520520円（税込）円（税込）

1447

1袋6～8皿分。【乳・麦】
170ｇ　　雪印メグミルク㈱170ｇ　　雪印メグミルク㈱
441441円（税込）円（税込）

1748

大分産原木栽培の香信椎茸。旨み
も栄養もたっぷりで経済的です。
脱気包装から通常包装に変更し
賞味期限も1年となります。

120g　　㈱OSK120g　　㈱OSK

われ葉しいたけわれ葉しいたけ
1,4501,450円（税込）円（税込）

1107

利用しやすい容量になりました。
緑豆100%はるさめ。炒め物、酢
の物に。

30g×6　　藤原食品㈱30g×6　　藤原食品㈱

中国はるさめ中国はるさめ
410410円（税込）円（税込）

1582

植物性たんぱく質が豊富な伝統食
材。お吸い物、すき焼きに。30ｇに
なってチャック袋となりました。【麦】

30g　　㈱ミサワ食品30g　　㈱ミサワ食品

こまち麩こまち麩
220220円（税込）円（税込）

1817

山形産を中心とした国産大根を約5ｍｍの厚いい
ちょう切りにして温風乾燥で栄養たっぷりで色の
きれいな干し大根です。煮物やハリハリ漬に。

100g　　㈲月山農場100g　　㈲月山農場

干し大根干し大根
（いちょう切り）（いちょう切り）
360360円（税込）円（税込）

1259

十勝産大豆を缶に詰めて蒸し煮し
ているので豆の旨味があります。
このままでも食べられます。【豆】

135g×2　　上士幌町農業協同組合135g×2　　上士幌町農業協同組合

大豆ドライパック缶大豆ドライパック缶
2缶組2缶組
590590円（税込）円（税込）

1049

鮪を国産野菜スープで煮ました。オイ
ル無添加なので、カロリーは油漬缶
の約3分の１。化学調味料不使用。

70g×3缶　　日本果実工業㈱70g×3缶　　日本果実工業㈱

鮪ライトフレーク鮪ライトフレーク
オイル無添加（銀）［3缶］オイル無添加（銀）［3缶］
550550円（税込）円（税込）

1681

青森にんにく青森にんにく

国産玉ねぎと人参、にんにくなどの野菜やポー
クエキスやビーフスープを主原料に化学調味
料やカラメルを使わずに作りました。【乳・麦】

290ｇ　　コーミ㈱290ｇ　　コーミ㈱

デミグラスソースパウチデミグラスソースパウチ
440440円（税込）円（税込）

1655

岩手県宮古市重
おもえ

茂産の昆布を薄く削りまし
た。市販では酢を使いますが、これは水だけ
で削るので素材本来の旨味が味わえます。

40ｇ　　重茂漁業協同組合40ｇ　　重茂漁業協同組合
600600円（税込）円（税込）

1640
とろろ昆布とろろ昆布

1袋で3～4人分です。醤油と牡
蠣味調味料の味を効かせた中華
ソース。【麦・豆】

赤味噌と豆板醤をベースにした
中華ソースです。【麦・豆】

牡蠣味調味料と醤油をベースに、
調味料・香辛料をブレンド。【麦・
豆】

トマトピューレに黒酢やスパイスを
合わせました。材料に混ぜ合わせる
だけで本格中華の味が楽しめます。

牡蠣味調味料をベースに豚肉や
ほたてのだしを効かせました。
【麦・豆】

平田牧場の豚ひき肉と提携生産者
の調味料でソースにしました。ナス
と油を準備してフライパンで炒める
だけ。1回2～3人分目安。【麦・豆】

140g×2袋　　コーミ㈱140g×2袋　　コーミ㈱
90g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱90g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱

110g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱110g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱ 130g×2袋（1袋3~4人前）コーミ㈱130g×2袋（1袋3~4人前）コーミ㈱

110g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱110g×2袋（1袋3~4人前）　コーミ㈱
140g×2袋　　コーミ㈱140g×2袋　　コーミ㈱

麻婆豆腐ソース（中辛）麻婆豆腐ソース（中辛）
回鍋肉ソース回鍋肉ソース

青椒肉絲ソース青椒肉絲ソース 酢豚ソース酢豚ソース

八宝菜ソース八宝菜ソース

485485円（税込）円（税込）
380380円（税込）円（税込）

450450円（税込）円（税込） 450450円（税込）円（税込）

440440円（税込）円（税込）
595595円（税込）円（税込）

1155
1158

1156 1157

1509

1632
楽めしソースナスの楽めしソースナスの
肉味噌炒めパック肉味噌炒めパック

磯の香り豊かなあおさのりを水戻しせず使え
ます。お吸い物、お味噌汁、ラーメン、うどん、
天ぷら、佃煮などにどうぞ。【（えび）・（かに）】

あおさのりあおさのり
（洗い）（洗い）

17g　　みえぎょれん販売㈱17g　　みえぎょれん販売㈱
580580円（税込）円（税込）

1650

固型量275ｇ（内容総量435ｇ）固型量275ｇ（内容総量435ｇ）
ホクレン農業協同組合ホクレン農業協同組合

スイートコーン缶粒状スイートコーン缶粒状
290290円（税込）円（税込）

1667

北海道十勝産スイートコーンの
シーズンパック。つけ合わせに。

秋収穫の契約栽培をした有機
JAS馬鈴薯から時間をかけて取
り出したふんわりとやわらかな馬
鈴薯でんぷんです。

200g　　㈱エム･オー･エー商事200g　　㈱エム･オー･エー商事

片栗粉片栗粉
300300円（税込）円（税込）

1713

袋がぬか床になります。JA上伊那
の米ぬか、鰹液、塩、唐辛子入り。

1200g　　㈱アイワ1200g　　㈱アイワ

ぬか床一夜漬けぬか床一夜漬け
595595円（税込）円（税込）

1358

液と野菜を揉むだけで香り高い浅
漬のできあがり。米ぬかと米糀、
酵母菌、乳酸菌使用。

500ml　　㈱アイワ500ml　　㈱アイワ

浅漬けの素浅漬けの素
310310円（税込）円（税込）

1228

※デザインが
　変わる予定です。

フレーク状でフレーク状で
溶けやすい溶けやすい

フレーク状で溶けやすく、フレーク状で溶けやすく、
ドライカレーにも使えますドライカレーにも使えます

1袋6～8皿分。【乳・麦】
170ｇ　　雪印メグミルク㈱170ｇ　　雪印メグミルク㈱

甘口カレールウフレーク甘口カレールウフレーク
454454円（税込）円（税込）

1746

1袋6～8皿分。【乳・麦】
170ｇ　　雪印メグミルク㈱170ｇ　　雪印メグミルク㈱

辛口カレールウフレーク辛口カレールウフレーク
459459円（税込）円（税込）

1747
ホワイトルウフレークホワイトルウフレーク

北海道十勝平野が産地です。土
作りを大切にする生産者が作った
味の良い大豆です。品種はハヤヒ
カリ。保存は密封容器で。【豆】

500g　　上士幌町農業協同組合500g　　上士幌町農業協同組合

十勝産大豆十勝産大豆
520520円（税込）円（税込）

1760

北海道十勝平野産。品種は風味
の良いエリモショウズ。保存は密
封容器で。

500g　　上士幌町農業協同組合500g　　上士幌町農業協同組合

十勝産小豆十勝産小豆
660660円（税込）円（税込）

1761

北海道十勝平野産。煮豆の代表
的品種。保存は密封容器で。

500g　　上士幌町農業協同組合500g　　上士幌町農業協同組合
640640円（税込）円（税込）

1762

北海道上士幌産の大正金時を塩
だけを加えて缶に詰め蒸し煮して
います。豆の美味しさが味わえま
す。缶切り不要。

130g×2　　上士幌町農業協同組合130g×2　　上士幌町農業協同組合
590590円（税込）円（税込）

1763

北海道産の昆布を使用。化学調
味料や甘味料、カラメル色素は使
わずにシンプルに味付しました。

40ｇ　北海道漁業協同組合連合会40ｇ　北海道漁業協同組合連合会

北海道産塩こんぶ北海道産塩こんぶ
495495円（税込）円（税込）

1766

十勝産大正金時十勝産大正金時

大正金時大正金時
ドライパック缶２個組ドライパック缶２個組
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特別キャンペーン価格特別キャンペーン価格

ジロロモーニジロロモーニ
有機スパゲティ有機スパゲティ
セミインテグラーレセミインテグラーレ

有機栽培古代小麦のセモリナ挽きにふすまをバランスよ
く含ませ伝統的なブロンズ製金型で製麺、長時間かけて
じっくり乾燥しました。モチモチとした食感とナッツのよう
なほのかな甘さが特長です。1.8mm、ゆで時間8分。【麦】

300g袋　　㈱創健社300g袋　　㈱創健社
497497円（税込）円（税込）

1743

イタリア伝統の手打ち風パスタ。
太めの麺にソースがよく絡みま
す。【麦】

1kg　　㈱ニューオークボ1kg　　㈱ニューオークボ

スパゲティ1.8mm1kgスパゲティ1.8mm1kg
810810円（税込）円（税込）

1045

イタリア伝統の製法で高熱をかけ
ず、デュラム小麦の風味を生かし
ました。【麦】

300g　　㈱ニューオークボ300g　　㈱ニューオークボ

イタリアンスパゲティ1.6mmイタリアンスパゲティ1.6mm
390390円（税込）円（税込）

1189

襟裳岬周辺の肉厚昆布。だしにも
料理にも。

65g　　みついし昆布㈱65g　　みついし昆布㈱

みついし昆布みついし昆布
490490円（税込）円（税込）

1036

鍋物に入れると、トロトロ柔らかく
なっておいしい。

40g　　みついし昆布㈱40g　　みついし昆布㈱

みついしきざみ昆布みついしきざみ昆布
420420円（税込）円（税込）

1356

酸化防止剤不使用。長崎県産の
脂分が少なくおいしいイワシ。
【（えび）】

200g　　長崎県漁連200g　　長崎県漁連

煮干し煮干し
600600円（税込）円（税込）

1038

伝統技法で燻乾した鰹荒節を厚め
に削っています。濃いだしに。

100g　　みえぎょれん販売㈱100g　　みえぎょれん販売㈱

かつお厚けずりかつお厚けずり
700700円（税込）円（税込）

1033

さば節の厚削りとかつお厚削りの
ブレンド。濃厚で万能なだしです。

200g　　みえぎょれん販売㈱200g　　みえぎょれん販売㈱

混合けずり節混合けずり節
815815円（税込）円（税込）

1034

本枯れ節又はカビ付けした荒節
を3ｍｍ幅に削りました。

50g　　みえぎょれん販売㈱50g　　みえぎょれん販売㈱
580580円（税込）円（税込）

1032
かつお細けずりかつお細けずり

煮干し、鰹節、昆布、椎茸使用。手
軽な本格だしです。

8g×15袋　　みえぎょれん販売㈱8g×15袋　　みえぎょれん販売㈱

パックだしパックだし
710710円（税込）円（税込）

1031

鰹とみついし昆布の合わせだし。
汁物などに。

8g×15袋　　みえぎょれん販売㈱8g×15袋　　みえぎょれん販売㈱

パックだしかつおパックだしかつお
680680円（税込）円（税込）

1365

鰹節、さば節、乾椎茸、昆布の微
粉末だし。【（卵）・乳・（麦）・（落）・
（えび）・（かに）】

90g　　みえぎょれん販売㈱90g　　みえぎょれん販売㈱

素材まるごと顆粒和食だし素材まるごと顆粒和食だし
640640円（税込）円（税込）

1816

２リットルタイプ。各種の料理やお茶などたっぷり使えます。
長野県塩尻市標高800ｍの地下250ｍに眠る天然原水を汲みあげて
ボトリング。新鮮でピュアな水です。

2L×6本　　生活クラブ・スピリッツ㈱2L×6本　　生活クラブ・スピリッツ㈱
500ml×24本　　生活クラブ・スピリッツ㈱500ml×24本　　生活クラブ・スピリッツ㈱

信州たのめの里の水信州たのめの里の水
｢森羅万象｣２Ｌ｢森羅万象｣２Ｌ

信州たのめの里の水信州たのめの里の水
｢森羅万象｣500ml｢森羅万象｣500ml

1703
1671

アザミ、ふき、えのき茸、シメジを
使用。国産原料100%。【麦・豆】

220g（米4合分）　　長野森林組合・鬼無里事業所220g（米4合分）　　長野森林組合・鬼無里事業所

きのこと山菜炊込み御飯の素きのこと山菜炊込み御飯の素
480480円（税込）円（税込）

1132

全て国産原料。自社製かつおだし
と提携生産者の調味料使用。
【麦・豆】

210g（米3合分）　　長野森林組合・鬼無里事業所210g（米3合分）　　長野森林組合・鬼無里事業所

五目寿司の素五目寿司の素
480480円（税込）円（税込）

1131

20%も塩分を抑えたので、素材
の味が引き立ちました。【麦・豆】

215g215g　　　　長野森林組合・鬼無里事業所長野森林組合・鬼無里事業所

うす塩えのきだけ茶漬うす塩えのきだけ茶漬
390390円（税込）円（税込）

1501

海苔の風味たっぷり。千葉県の生
のりと乾のりに、伊勢湾産青のり
を加えました。【麦・豆】

200g　　㈲マルヨーのり製造所200g　　㈲マルヨーのり製造所

のり佃煮のり佃煮
620620円（税込）円（税込）

1142

梅と赤紫蘇と塩で漬込んだ、香りと
色、酸味、塩加減のバランスが良く、
さっぱりした味が特徴の梅干しです。

500g　　㈲王隠堂農園500g　　㈲王隠堂農園

梅ぼし梅ぼし
1,5801,580円（税込）円（税込）

1068

梅ぼし加工の途中で出るつぶれ
梅を加工したなめらかな梅肉。

250g　　㈲王隠堂農園250g　　㈲王隠堂農園

梅びしお梅びしお
720720円（税込）円（税込）

1205

小梅と赤紫蘇、塩で漬込みまし
た。　

200g　　㈲王隠堂農園200g　　㈲王隠堂農園

小梅ぼし小梅ぼし
630630円（税込）円（税込）

1069

ネギとわかめも入っています。信州
みそと麦味噌、鰹と昆布のだし使用。
【（卵）・乳・麦・（えび）・（かに）・豆】

8.5g×4袋　アサヒグループ食品㈱8.5g×4袋　アサヒグループ食品㈱

味噌汁・ほうれん草味噌汁・ほうれん草
610610円（税込）円（税込）

1181

沖縄産もずく使用。国産椎茸、ねぎ、ゆず
入り。【（卵）・乳・麦・（えび）・（かに）・豆】

5.6g×4袋　アサヒグループ食品㈱5.6g×4袋　アサヒグループ食品㈱

もずくスープ柚子入りもずくスープ柚子入り
580580円（税込）円（税込）

1465

ホタテ、鰹節、昆布、大和芋入り。
国産小麦粉使用。ベーキングパウ
ダー不使用。【（卵）・（乳）・麦・（豆）】

600g　　日東富士製粉㈱600g　　日東富士製粉㈱

お好み焼粉お好み焼粉
440440円（税込）円（税込）

1206

国産小麦粉使用。タンパク分を
減らし、粘りが出にくくしました。
【（卵）・（乳）・麦・（豆）】

500g　　日東富士製粉㈱500g　　日東富士製粉㈱

天ぷら粉天ぷら粉
380380円（税込）円（税込）

1348

国産小麦使用。パン、パイ、お菓
子やフライの下拵えに。【麦】

1kg　　木田製粉㈱1kg　　木田製粉㈱

北海道産小麦粉強力タイプ北海道産小麦粉強力タイプ
530530円（税込）円（税込）

1072

収穫後農薬使用の心配がないの
は国産小麦使用だから。【麦】

1kg　　日東富士製粉㈱1kg　　日東富士製粉㈱

国産小麦粉薄力タイプ国産小麦粉薄力タイプ
380380円（税込）円（税込）

1071

岩手産小麦100%を長時間熟成
した細麺タイプ。【麦・（そば）】

300g×4袋　　㈱戸田久300g×4袋　　㈱戸田久

南部地粉うどん（4袋）南部地粉うどん（4袋）
830830円（税込）円（税込）

1457

のどごしがいい五割そば。国産の
そばの実を石臼でひいています。
【麦・そば】

200g×2袋　　㈱おびなた200g×2袋　　㈱おびなた

戸隠そば（2袋）戸隠そば（2袋）
780780円（税込）円（税込）

1379

色白でつるっとおいしい。実の中
心部分を50%使いました。
【麦・そば】

200g×2袋　　㈱おびなた200g×2袋　　㈱おびなた

更科そば（2袋）更科そば（2袋）
660660円（税込）円（税込）

1405

小麦本来の旨みを残す伝統の手
打ち式製法です。【麦】

100g×2個（エルボ、ペンネ各1）100g×2個（エルボ、ペンネ各1）
㈱ニューオークボ㈱ニューオークボ

マカロニセットマカロニセット
330330円（税込）円（税込）

1190

自家製天然酵母パンを、粉砕、乾
燥して素精糖と真塩を加えまし
た。【（卵）・（乳）・麦・（豆）】

150g　　㈱味輝150g　　㈱味輝

パン粉パン粉
250250円（税込）円（税込）

1073

110ｇ　　㈲マルヨーのり製造所110ｇ　　㈲マルヨーのり製造所

しそひじきしそひじき
ふりかけふりかけ
690690円（税込）円（税込）

1665

しそとひじきに醤油やみりん風調味料で
味付けしました。素材の味がいきたふりか
けです。香料・エキス不使用。【麦・豆】

お米2合に一袋。丹精國鶏と野菜
に油揚げを加えました。【麦・豆】

215g（2合用）　　全国農協食品㈱215g（2合用）　　全国農協食品㈱

1466
鶏とごぼうの炊き込みご飯の素鶏とごぼうの炊き込みご飯の素
580580円（税込）円（税込）

1本

148.3円

1本

82.5円

たのめの里　信濃の国二之宮矢彦神社の水源たのめの里　信濃の国二之宮矢彦神社の水源

890円（税込）
1,980円（税込）

トマトピューレー（レトルト）トマトピューレー（レトルト）

沖縄くるま麩沖縄くるま麩

アメリカ産と国産のトマト原料をブレンドしました。

国産小麦粉を使い、職人が手焼きしました。一般的なくるま麩に比べ弾力が強
く、もちもちとした食感が特徴。ちゃんぷるに。【麦】

100ｇ×２袋　　コーミ㈱100ｇ×２袋　　コーミ㈱

2枚　　㈱沖縄物産企業連合2枚　　㈱沖縄物産企業連合

380380円（税込）円（税込）

450450円（税込）円（税込）

1734

1778

1735
うずら卵水煮うずら卵水煮

国産のうずら卵を塩だけで茹でました。【卵・（麦）・（豆）】
6個×212個（固型量85g）　　コーミ㈱6個×212個（固型量85g）　　コーミ㈱
420420円（税込）円（税込）
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【発酵の力で玄米の良さをパワーアップ】
遊佐産米ぬかと胚芽の栄養と発酵によっ
て生成されるビタミンB群を摂取できま
す。毎日の食生活に取り入れてください。

【有機JAS桑葉の青汁です】九州産有
機栽培の桑の葉に含まれる有用成分
が食事中の糖質の吸収を抑制。素材
の風味を生かしたお茶の製法です。

90ｇ（1.5ｇ×60包）90ｇ（1.5ｇ×60包）
㈱ウエルライフ㈱ウエルライフ

桑葉顆粒桑葉顆粒
3,2253,225円（税込）円（税込）

1801

【散歩や階段昇降、
 スムーズな毎日を】【えび・かに】

54ｇ（300mg×181粒）54ｇ（300mg×181粒）
㈱ウエルライフ㈱ウエルライフ

グルコサミン&グルコサミン&
コンドロイチンコンドロイチン
4,0394,039円（税込）円（税込）

1803

※１日６粒目安※１日６粒目安 ※１回１包目安※１回１包目安 ※１日６粒目安～８粒目安※１日６粒目安～８粒目安

225g（2.5g顆粒×90包）225g（2.5g顆粒×90包）
㈱ウエルライフ㈱ウエルライフ

スーパー酵素スーパー酵素
4,2004,200円（税込）円（税込）

1471

【花粉などに敏感な方へ】和歌山県の契約
農家よりヘスペリジンやナリルチンという成
分が最も多い時の青みかんを収穫し錠剤加
工しました。残留農薬検査不検出確認済。

250mg×180粒250mg×180粒
㈱ウエルライフ㈱ウエルライフ

青みかんパワー青みかんパワー
3,7803,780円（税込）円（税込）

1472

※毎食後1～2包目安※毎食後1～2包目安

水どころ福岡県甘木
の地下水と天然ガス
で作りました。すっき
り爽快な味です。

200ml×24缶　　200ml×24缶　　
日本果実工業㈱日本果実工業㈱

無糖炭酸水無糖炭酸水
（24缶）（24缶）
2,1502,150円（税込）円（税込）

1555

サトウカエデ の 樹 液を煮 詰 めた
100％ナチュラル。カナダグレードA 
アンバー（リッチテイスト）。砂糖やは
ちみつに比べ、カルシウムやカリウム
などのミネラル分を多く含みます。

250ml（330g）250ml（330g）
㈱プレス・オールターナティブ㈱プレス・オールターナティブ

メープルメープル
シロップシロップ
1,2001,200円（税込）円（税込）

1023

粒々を残したプレザーブタイプ。
国産いちご100%使用。糖度45
度と甘さ控えめです。

195g　　日本果実工業㈱195g　　日本果実工業㈱

いちごジャム（国産）いちごジャム（国産）
470470円（税込）円（税込）

1554

手軽に楽しめます。最初に少量の
お湯で蒸らし、2～3回に分けて注
ぎます。

岩手産白桃のシーズンパック。果
実の風味が生きています。

425g（固型量250g）　　日本果実工業㈱425g（固型量250g）　　日本果実工業㈱

白桃缶白桃缶
500500円（税込）円（税込）

1275

甘さ控えめ。北海道産のあずき使
用。添加物不使用。

190g　　コーミ㈱190g　　コーミ㈱

ゆであずき缶ゆであずき缶
270270円（税込）円（税込）

1124

8g×16枚入り　　日東珈琲㈱8g×16枚入り　　日東珈琲㈱

簡易ドリップ森のコーヒー簡易ドリップ森のコーヒー
1,0201,020円（税込）円（税込）

1619

ブラジル・サンパウロ産の農薬と
化学肥料を使わない珈琲。本格的
な味と香りが楽しめます。飲みや
すいミディアムロースト。

180g（粉）　　日東珈琲㈱180g（粉）　　日東珈琲㈱

森のコーヒー・粉森のコーヒー・粉
780780円（税込）円（税込）

1723

深い香り、酸味、コクの南米コロ
ンビア産アラビカ100%。

65g　　UCC上島珈琲㈱65g　　UCC上島珈琲㈱

有機栽培有機栽培
インスタントインスタント
コーヒーコーヒー
630630円（税込）円（税込）

1680

レギュラータイプの茶
葉です。風味豊かな紅
茶をどうぞ。

180g　　日東珈琲㈱180g　　日東珈琲㈱
560560円（税込）円（税込）

1065
紅茶ブルンジ紅茶ブルンジ

ブルンジ紅茶をティーバッグにし
ました。

2.3g×20袋　　日東珈琲㈱2.3g×20袋　　日東珈琲㈱

紅茶ティーバッグ紅茶ティーバッグ
ブルンジブルンジ
420420円（税込）円（税込）

1064

国産大麦を焙煎し
た昔ながらの麦茶。
一年中楽しめます。

【（落）・（豆）】

500g　　全農千葉県本部500g　　全農千葉県本部

麦茶麦茶
360360円（税込）円（税込）

1116

発芽ハト麦、麦芽、クコ、クマザサ
使用。【（豆）】

6g×30袋　　㈲高千穂漢方研究所6g×30袋　　㈲高千穂漢方研究所

発芽発芽
はとむぎ茶はとむぎ茶
840840円（税込）円（税込）

1204

ビタミンやカルシウム、亜鉛、鉄な
どのミネラルや、「ゲニポシド酸」
を含む健康茶。

60g（3g×20袋）　　トライtoヘルス60g（3g×20袋）　　トライtoヘルス

山里育ち杜仲茶山里育ち杜仲茶
1,1801,180円（税込）円（税込）

 

混ぜ物なしの純ココアです。カカオ
バター22～24%入り。菓子やケー
キ材料にもお使い下さい。

120g　　日東珈琲㈱120g　　日東珈琲㈱

純ココア純ココア
450450円（税込）円（税込）

1678

二番茶に香ばしく炒った国産玄米
を５０％混ぜました。お茶は有機
栽培です。

150g　　㈱新生わたらい茶150g　　㈱新生わたらい茶

わたらい茶わたらい茶
玄米茶玄米茶
450450円（税込）円（税込）

1114

番茶と刈下茶と軸をブレンド。熱湯
で香りを楽しんでください。夏は冷
やしてどうぞ。有機栽培です。

200g　　㈱新生わたらい茶200g　　㈱新生わたらい茶

わたらい茶わたらい茶
ほうじ茶ほうじ茶
490490円（税込）円（税込）

1113

秋番茶と刈下をブレンド。茶葉を
たっぷり入れて熱湯で。夏は冷やし
ても美味しいです。有機栽培です。

200g　　㈱新生わたらい茶200g　　㈱新生わたらい茶

わたらい茶わたらい茶
番茶番茶
480480円（税込）円（税込）

1115

まろやかで深い味わいの最上級
煎茶。有機栽培です。

1066
わたらい茶わたらい茶
一番茶一番茶
上煎茶上煎茶
1,2001,200円（税込）円（税込）
100g　　㈱新生わたらい茶100g　　㈱新生わたらい茶

※包材切替予定※包材切替予定 ※包材切替予定※包材切替予定

毎日飲んでも飽きない煎茶です。
有機栽培です。

100g　　㈱新生わたらい茶100g　　㈱新生わたらい茶
840840円（税込）円（税込）

1067
わたらい茶わたらい茶
一番茶一番茶
煎茶煎茶

国産ブルーベリーを使用した果
実たっぷりのソース。ヨーグルトや
アイスなどに。【（豆）】

190g190g　　　　企業組合ワーカーズコレクティブ凡企業組合ワーカーズコレクティブ凡

ブルーベリーソース（国産原料）ブルーベリーソース（国産原料）
1,1001,100円（税込）円（税込）

1055

国産夏みかんのスライスと温州み
かん果汁を加えた香り高いマーマ
レード。

410g　　日本果実工業㈱410g　　日本果実工業㈱
610610円（税込）円（税込）

1134
マーマレードマーマレード

人気のすっきりした甘さくせのない上品な
味のアカシアはちみつ。ヨーグルト、紅茶に
合います。ドイツ検査機関で品質保証済。

250g　　㈱スリーエイト250g　　㈱スリーエイト
735735円（税込）円（税込）

1639
ハンガリー産ハンガリー産
アカシアはちみつアカシアはちみつ

1627  

1578  

千葉県香取郡東庄町産のいちじく
に、砂糖とレモン果汁を加えた無添加
ジャム。いちじく本来の優しいおいし
さが生きています。「(社福)さざんか
会笹川なずな工房」の手作り品。

180g　　笹川なずな工房180g　　笹川なずな工房

いちじくジャムいちじくジャム
730730円（税込）円（税込）

黒酢、蜂蜜、りん
ごとレモン果汁を
ブレンドしました。

カシス・ぶどう果汁に白ワインビネガー
とはちみつを加えました。爽やかなの
どごしです。水で薄めて飲むだけでな
く、アイスやヨーグルトにかけても。

500ml　　500ml　　
私市醸造㈱私市醸造㈱

500ml　　私市醸造㈱500ml　　私市醸造㈱

はちみつはちみつ
黒酢ドリンク黒酢ドリンク
975975円（税込）円（税込）

1,5801,580円（税込）円（税込）

1143

1676

りんごと人参の上品な甘さとスッ
キリした味わいが好評です。

1L×6本　　JAアオレン1L×6本　　JAアオレン

アップル&キャロット（6本）アップル&キャロット（6本）
2,9602,960円（税込）円（税込）

1527  

ポリフェノールが豊富。コンコー
ド、巨峰、ナイアガラの3種セット。

1706

160g×16缶（コンコード×6/ナイアガラ×5/巨峰×5）160g×16缶（コンコード×6/ナイアガラ×5/巨峰×5）
㈱アルプス㈱アルプス

信州ぶどうジュース（16缶）信州ぶどうジュース（16缶）
3,3003,300円（税込）円（税込）

1442  

生りんご の 密 閉 搾り。無 添 加
100%のストレートジュースです。

1L×6本　　JAアオレン1L×6本　　JAアオレン

希望の雫（6本）希望の雫（6本）
3,0003,000円（税込）円（税込）

1526  

国産生姜、素精糖、レモ
ンを加えて作ったシン
プルなシロップ。炭酸
飲料やお湯で割ってお
飲みください。【（豆）】

360ml360ml
企業組合ワーカーズ企業組合ワーカーズ
コレクティブ凡コレクティブ凡

しょうがしょうが
シロップシロップ
995995円（税込）円（税込）

1444

水 と 炭 酸 と 天
然レモンフレー
バー、砂糖、クエ
ン酸で作った爽
やかな味です。

250ml×30缶　　250ml×30缶　　
日本果実工業㈱日本果実工業㈱

2,1302,130円（税込）円（税込）

1374
タンサン飲料タンサン飲料

（30缶）（30缶）

西豪州のユーカリの花の蜂蜜。ス
パイシーな味と香りが特徴です。

200g　　㈱スリーエイト200g　　㈱スリーエイト

ジャラ純粋ジャラ純粋
はちみつはちみつ
1,7401,740円（税込）円（税込）

1468

国産100%なたね油 6缶組国産100%なたね油 6缶組
4,9804,980円（税込）円（税込）

国産のなたねの１番絞り。湯洗い洗浄なので油が傷んでおりません。キャンペーン価格です。１缶当たり250
円お得です。

600g×6缶組　　 米澤製油㈱600g×6缶組　　 米澤製油㈱

水・牛乳・炭酸水で水・牛乳・炭酸水で
3倍に希釈して3倍に希釈して

缶切り不要の缶切り不要の
イージーオープン缶にイージーオープン缶に

1744

岐阜県産生食用トマトと愛知県産
加工トマトのブレンド。

125ml×18　　コーミ㈱125ml×18　　コーミ㈱
2,2682,268円（税込）円（税込）

ぎふとあいちのトマトぎふとあいちのトマト
ジュース（カートン缶）ジュース（カートン缶）

完熟みかんの風味が完熟みかんの風味が
生きています生きています

国産のストレート果汁です。
115g　　コーミ㈱115g　　コーミ㈱

国産レモン果汁国産レモン果汁
530530円（税込）円（税込）

1347

かぼすを絞ってそのまま瓶詰め。
さわやかな風味を各種お楽しみく
ださい。

150ｍｌ 　㈲シブヤフーズイノベート150ｍｌ 　㈲シブヤフーズイノベート

大分県産かぼす大分県産かぼす
（果汁１００％)（果汁１００％)
524524円（税込）円（税込）

1727

飲むみかん  飲むみかん  
うんしゅうみかんジュースうんしゅうみかんジュース

（ストレート）（ストレート）

有田みかんを絞ってそのまま瓶詰
めしました。

720ｍｌ　　㈱早和果樹園720ｍｌ　　㈱早和果樹園
1,0401,040円（税込）円（税込）

1719

カートン缶＝紙の缶ですカートン缶＝紙の缶です

カシスとぶどうの酢カシスとぶどうの酢
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※順次上記の包材※順次上記の包材
　に変更されます。　に変更されます。

無添加。スクワランオイル100%です。サラッと伸びてスーッと吸収し
ます。顔や体の保湿、ヘアケアなど全身にお使いください。

60ml（約1ヶ月分）60ml（約1ヶ月分）
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

スクワランオイルスクワランオイル
1,5791,579円（税込）円（税込）

1091

生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

スクワランオイル3本セットスクワランオイル3本セット
4,2574,257円（税込）円（税込）

1376

乳化剤の代わりに植物由来の増粘剤を配合しました。使いやすく携帯に
便利なジェルタイプ。使用前は上下によく振って下さい。

50g（約1ヶ月分）　　50g（約1ヶ月分）　　
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

スクワランフルフルジェルスクワランフルフルジェル
2,0172,017円（税込）円（税込）

1469

生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

スクワランフルフルジェル3本セットスクワランフルフルジェル3本セット
5,4395,439円（税込）円（税込）

3007

スクワラン10%配
合。しっとり保湿タ
イプの入浴剤です。

オリーブ湯オリーブ湯
1,6251,625円（税込）円（税込）

1093

150g（約30回分）150g（約30回分）
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

100g　　100g　　
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

アクアアクア
クリームクリーム
水の彩水の彩
2,5982,598円（税込）円（税込）

1249

香料無添加。純せっけん、保湿効果
があるグリセリンを配合しました。

天然の潤い成分と水溶性コラーゲ
ン、真水を配合しました。角質のす
みずみまで浸透する保湿ゲルです。

食器洗いやふきん洗い、小物の
洗濯にも。酸化防止剤、香料、着
色料無添加です。

550ml　　550ml　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
ボディボディ
シャンプーシャンプー
570570円（税込）円（税込）

1147

200g×2　　ヱスケー石鹸㈱200g×2　　ヱスケー石鹸㈱

うるおいうるおい
純マルセルせっけん純マルセルせっけん
320320円（税込）円（税込）

1494  

アプリコットとライラックの香り。専
用容器に詰め替えてお使い下さい。

450ml　　450ml　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
香りのせっけん香りのせっけん
泡シャンプー泡シャンプー
816816円（税込）円（税込）

3018

シャンプーと同じ香りのリンス。容
器に入れてご使用下さい。

450ml　　450ml　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
香りのせっけん香りのせっけん
用リンス用リンス
825825円（税込）円（税込）

3019

せっけんビギナーにおすすめ。使い
やすく頭皮と頭髪を健やかにします。

550ml　　550ml　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
ウィルケアウィルケア
シャンプーシャンプー
630630円（税込）円（税込）

1083

ホホバ油やキチン配合。トリートメ
ントタイプのリンスです。

550ml　　ヱスケー石鹸㈱550ml　　ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
ウィルケアウィルケア
リンスリンス
850850円（税込）円（税込）

1085

すっきりと洗いあげるせっけん
シャンプー。香料が入っています。

450ml　　ヱスケー石鹸㈱450ml　　ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
せっけんせっけん
シャンプーシャンプー
420420円（税込）円（税込）

1102

シャンプー後の髪を中和してサラ
サラにします。

250ml　　ヱスケー石鹸㈱250ml　　ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
せっけんせっけん
シャンプー用シャンプー用
リンスリンス
320320円（税込）円（税込）

1103

汚れ落ちがよくすすぎが簡単。原料臭
を抑えた手肌に優しいせっけんです。

280ml　　ヱスケー石鹸㈱280ml　　ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
うるおい台所用うるおい台所用
液体せっけん液体せっけん
210210円（税込）円（税込）

1493  

水に溶けやすく、洗浄力のある洗濯せっけん。爽やか
なレモンライムの香り。

油汚れ落とし、クレンザー、消臭剤
として使える重炭酸ナトリウム。

優しい肌ざわりの綿100%｡長繊
維の綿花をたっぷり使用。サイズ
は少し大きめの6×8cm。

1.2kg　　ヱスケー石鹸㈱1.2kg　　ヱスケー石鹸㈱

1kg　　ヱスケー石鹸㈱1kg　　ヱスケー石鹸㈱

60枚×2　　コットン・ラボ㈱60枚×2　　コットン・ラボ㈱

750750円（税込）円（税込）

489489円（税込）円（税込）

460460円（税込）円（税込）

1661

1L1L
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

1081
詰替用詰替用
洗濯用洗濯用
液体せっけん液体せっけん
510510円（税込）円（税込）

せっけんで洗濯後、すすぎ時に使
用すると、黄ばみ、ニオイ、せっけ
んカスを抑えます。

溶け残りのない液体タイプ。ドラ
ム式にもおすすめ。無香料。

550ml　　550ml　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

詰替用詰替用
洗濯せっけん用洗濯せっけん用
仕上リンス仕上リンス
296296円（税込）円（税込）

1217

ドラム式以外の洗濯機に。環境へ
の負荷が少ないクリーナーです。

500g×2　　500g×2　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

洗濯槽用洗濯槽用
クリーナークリーナー
928928円（税込）円（税込）

1443

シミ抜き、除菌、茶シブに。蛍光増
白剤、合成界面活性剤は不使用。
洗濯槽のカビ、水アカ落としにも。

500g　　ヱスケー石鹸㈱500g　　ヱスケー石鹸㈱

すっきりすっきり
酸素系漂白剤酸素系漂白剤
440440円（税込）円（税込）

1077  

アルカリ性の汚れがスッキリ!水
垢、石けんカス、ポット、煙草のヤ
ニ、シンク洗いにも。

500g　　ヱスケー石鹸㈱500g　　ヱスケー石鹸㈱

すっきりクエン酸すっきりクエン酸
500500円（税込）円（税込）

3033  

ヤシ油原料の純せっけん配合。
キッチン、洗面所、トイレなど多目
的に使えます。

400g　　400g　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

せっけんせっけん
クリームクリーム
クレンザークレンザー
332332円（税込）円（税込）

3026

粉末タイプ。酸素系漂白剤とアル
カリ剤が主成分の洗浄剤です。

500g　　ヱスケー石鹸㈱500g　　ヱスケー石鹸㈱

自動食器洗浄機用洗浄剤自動食器洗浄機用洗浄剤
494494円（税込）円（税込）

1357

10種の植物由来成分配合の歯周
病予防ハミガキ。歯茎を引きしめ
口臭を予防します。

100g　　ヱスケー石鹸㈱100g　　ヱスケー石鹸㈱

薬用ハミガキ薬用ハミガキ
ペリオキュアペリオキュア
917917円（税込）円（税込）

3051  

合成界面活性剤等無
添加。虫歯を予防し、
歯の白さを保ちます。

140g　　140g　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

ファミリーファミリー
ハミガキハミガキ
420420円（税込）円（税込）

1492  

歯槽膿漏や歯肉炎、口
臭予防に。塩化ナトリ
ウム等を配合。

140g　　140g　　
ヱスケー石鹸㈱ヱスケー石鹸㈱

ソルトハミガキソルトハミガキ
340340円（税込）円（税込）

1264

綿100%のナプキンです。肌ざわ
りがよく、吸収力もアップしました。

28個入（21cm・羽なし）　　コットン・ラボ㈱28個入（21cm・羽なし）　　コットン・ラボ㈱

生理用ナプキンレギュラー生理用ナプキンレギュラー
410410円（税込）円（税込）

1086

天然コットン100%の超薄型シート。
サラサラ快適です。ポリマー不使用。

40個入り　　コットン・ラボ㈱40個入り　　コットン・ラボ㈱

おりものシートおりものシート
378378円（税込）円（税込）

3001

ヒップ部が広い形状だから寝る時も安心。レギュラーより一回り大きいから多い日も安心。
10個（29cm）・羽つき　　コットン・ラボ㈱10個（29cm）・羽つき　　コットン・ラボ㈱

生理用ナプキン夜用羽つき生理用ナプキン夜用羽つき
（ノンポリマー）（ノンポリマー）
438438円（税込）円（税込）

3056

16個（23.5cm）・羽つき　　コットン・ラボ㈱16個（23.5cm）・羽つき　　コットン・ラボ㈱

生理用ナプキン多い日の昼用羽つき生理用ナプキン多い日の昼用羽つき
（ノンポリマー）（ノンポリマー）
438438円（税込）円（税込）

3057

ウィルケア専用容器
204円（税込）

1104

液体せっけん用容器
150円（税込）

1105

香りのせっけん泡シャンプー用ボトル
525円（税込）

3020

ヱスケー石鹸㈱　　

重曹重曹
1391  

3135

燃やしても有毒ガスが発生しませ
ん。食品保存に最適です。

（無添加）30㎝×60m　宇部フィルム㈱（無添加）30㎝×60m　宇部フィルム㈱
（無添加）22㎝×60m（無添加）22㎝×60m

ポリラップポリラップ
210210円（税込）円（税込）

1106

洗浄力は洗浄力は
やっぱり石けんやっぱり石けん

粉が舞わないミニスティックタイプ。水に溶けやす
く、香料を使っていない無添加せっけん。

1kg　　ヱスケー石鹸㈱1kg　　ヱスケー石鹸㈱
770770円（税込）円（税込）

1662
うるおい洗濯せっけんうるおい洗濯せっけん

（ミニスティックタイプ）（ミニスティックタイプ）

押すだけでたっぷりの泡になるハンドソープです。ト
レハロース配合でしっとりとした洗いあがり。ラベン
ダーの香り。

300ml　 ヱスケー石鹸㈱300ml　 ヱスケー石鹸㈱
660660円（税込）円（税込）

3125
ハンドソープハンドソープ

（ボトル）（ボトル）

250ml　 ヱスケー石鹸㈱250ml　 ヱスケー石鹸㈱
340340円（税込）円（税込）

3127
詰替用詰替用
ハンドソープハンドソープしっとり洗濯用粉せっけんしっとり洗濯用粉せっけん

（粒状）（粒状）

せっけん計量スプーンはついて
いませんが、ご希望の方には無
料で一緒に送ります。粉せっけ
んやミニスティックタイプ（旧名
称針状粉石けん）と一緒にお申
込みください。

【使用方法】 柔軟剤投
入口に入れてお使い
いただけます。1本で
お洗濯約30回分。

洗濯の仕上げに効果発揮！ 植物の消臭抗菌効果
のある成分を配合。植物フィトンチッド成分を主
体に植物性素材で構成されています。生乾きで
のバクテリアの繁殖を抑えて悪臭の発生を防止
します。かすかにさわやかな香りも楽しめます。

フィトンαフィトンα
容器入り容器入り

１リットル１リットル　　　　
NPOせっけんの街NPOせっけんの街
 （発売元 生活アートクラブ） （発売元 生活アートクラブ）

1,9971,997円（税込）円（税込）

1695

950ml950ml　　　　
NPOせっけんの街NPOせっけんの街
 （発売元 生活アートクラブ） （発売元 生活アートクラブ）

フィトンαフィトンα
詰替え用詰替え用
1,6811,681円（税込）円（税込）

1696

※順次上記の包材に変更されます。※順次上記の包材に変更されます。

ポリラップミニポリラップミニ
200200円（税込）円（税込）

1267

肌にやさしい安心ナプキン肌にやさしい安心ナプキン ①コットン100%　②ポリマー（高分子吸収材）不使用①コットン100%　②ポリマー（高分子吸収材）不使用
③ヨレ・モレを防ぐキルティングプレス　④ムレないエアースルーフィルム使用③ヨレ・モレを防ぐキルティングプレス　④ムレないエアースルーフィルム使用

便座やタンク、床にス
プレーして、トイレット
ペーパーでふき取り
ます。

300ml　　300ml　　
㈱カワタキコーポレーション㈱カワタキコーポレーション

トイレ掃除トイレ掃除
スプレースプレー
1,0401,040円（税込）円（税込）

3024

4g　　生活クラブ・スピリッツ㈱4g　　生活クラブ・スピリッツ㈱ 4g×3本組　　生活クラブ・スピリッツ㈱4g×3本組　　生活クラブ・スピリッツ㈱
1,1001,100円（税込）円（税込） 2,9542,954円（税込）円（税込）

ボタニカルボタニカル
リップケアクリームリップケアクリーム

3039  
ボタニカルボタニカル
リップケアクリーム3本組リップケアクリーム3本組

3064  

植物成分のみのリップクリームです。鉱物質やミツロウ、香料、メントー植物成分のみのリップクリームです。鉱物質やミツロウ、香料、メントー
ルなどは未使用。無味無臭です（原料由来の匂いがかすかに感じる程度ルなどは未使用。無味無臭です（原料由来の匂いがかすかに感じる程度
です）※夏場はかなりやわらかくなるのでご注意下さい。です）※夏場はかなりやわらかくなるのでご注意下さい。

3本で
お得!

化粧パフ（２個組）化粧パフ（２個組）
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ごま和え、白和え、ごまだれに。手
作りの難しい練りごまが料理の幅
を広げてくれます。

170ｇ　　みえぎょれん販売㈱170ｇ　　みえぎょれん販売㈱

ねりごま白パウチねりごま白パウチ
480480円（税込）円（税込）

1771

国産小麦粉を使い、職人が手焼きしました。
一般的なくるま麩に比べ弾力が強く、もちも
ちとした食感が特徴。ちゃんぷるに。【麦】

2枚　　㈱沖縄物産企業連合2枚　　㈱沖縄物産企業連合

沖縄くるま麩沖縄くるま麩
450450円（税込）円（税込）

1778

さとうきび汁をそのまま煮詰めます。粉末
で溶けやすく豚の角煮などの料理やお菓
子作りにどうぞ。【（落）】

200ｇ　　㈱沖縄物産企業連合200ｇ　　㈱沖縄物産企業連合

波照間島産波照間島産
黒糖ふんまつ黒糖ふんまつ
390390円（税込）円（税込）

1770

沖縄産黒糖のかちわりブロック形状です。
お茶うけにどうぞ。【（落）】

200ｇ　　㈱沖縄物産企業連合200ｇ　　㈱沖縄物産企業連合

波照間島産波照間島産
黒糖かちわり黒糖かちわり
390390円（税込）円（税込）

1781

沖縄県産のシークヮーサーを100%使用。
水や炭酸で5～8倍に薄めてジュースに。
刺身や焼き魚、ドレッシングなどに。

360ml　　㈱沖縄物産企業連合360ml　　㈱沖縄物産企業連合

沖縄シークヮーサー100沖縄シークヮーサー100
995995円（税込）円（税込）

1780

沖縄産黒糖に国産しょうが粉末を加えました。
お茶うけにどうぞ。お湯に溶いてしょうが湯で
も美味しくいただけます。【（乳）･（落）･（豆）】

120ｇ　　㈱沖縄物産企業連合120ｇ　　㈱沖縄物産企業連合

しょうが黒糖しょうが黒糖
390390円（税込）円（税込）

1769

原料は国産のスジアオノリに限定。色
と香り豊かなものを厳選。お好み焼き、
焼きそば、とろろに。【(えび)･(かに)】

5g　　みえぎょれん販売㈱5g　　みえぎょれん販売㈱

青のり青のり
560560円（税込）円（税込）

1227

焼きのりと同じ等級ののりを使用。1枚
の板のりを8枚切りにし、5枚ずつ個包
装しました。【(乳)・麦・えび･(かに)･豆】

8切5枚30食分8切5枚30食分
みえぎょれん販売㈱みえぎょれん販売㈱

味付のり味付のり
890890円（税込）円（税込）

1772

わたらい茶の一番煎茶とかりがね
煎茶をブレンド。水出しでもお湯
でも抽出できます。

120g（4g×30）   ㈱新生わたらい茶120g（4g×30）   ㈱新生わたらい茶

緑茶ティーバッグ緑茶ティーバッグ
840840円（税込）円（税込）

1774

手軽にほうじ茶が飲めます。わたら
い茶のほうじ茶と同じ原料です。

120g（4g×30）   ㈱新生わたらい茶120g（4g×30）   ㈱新生わたらい茶

ほうじ茶ティーバッグほうじ茶ティーバッグ
475475円（税込）円（税込）

1775

鹿児島県産の一番芽の茶葉（有
機栽培）を使った抹茶です。

30g　　㈱新生わたらい茶30g　　㈱新生わたらい茶

抹茶　早春の香抹茶　早春の香
920920円（税込）円（税込）

1776

深海鮫の肝油から抽出したスクア
レンを高純度に精製しました。

450ml×150粒　　生活クラブ・スピリッツ㈱450ml×150粒　　生活クラブ・スピリッツ㈱

スクアレン鮫油スクアレン鮫油
2,7002,700円（税込）円（税込）

3027

高温加熱や化学処理していない国産イワ
シのバージンオイルです。DHAやEPAが
そのまま残っています。1日5～15粒目安。

48g（320mg48g（320mg
（1粒内容量200mg）×150粒）（1粒内容量200mg）×150粒）
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

E-SANE-SAN
イワシ油のイワシ油の
サプリメントサプリメント
4,8604,860円（税込）円（税込）

3048  

ポリウレタンとナイロン製の3層
タイプ。にぎりやすい形。水切れ
や泡立ち良いです。

5個組　㈱カワタキコーポレーション5個組　㈱カワタキコーポレーション

おさかなスポンジおさかなスポンジ
1,0911,091円（税込）円（税込）

1692

指先にフィットする形状です。耐
荷重300g。

8個組　　8個組　　
㈱カワタキコーポレーション/中国製㈱カワタキコーポレーション/中国製

マグネットマグネット
クリップクリップ
882882円（税込）円（税込）

1689

縦20×横25×底マチ10cm。シン
クにそのまま立てて使えます。

50枚入り　　50枚入り　　
㈱カワタキコーポレーション/日本製㈱カワタキコーポレーション/日本製

水切りごみ袋水切りごみ袋
550550円（税込）円（税込）

1691

国産のイチョウ葉と国産イワシ油
をブレンドしました。1日3粒で約1
カ月分。

40.5g（1粒450mg×90粒）40.5g（1粒450mg×90粒）
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

4,8604,860円（税込）円（税込）

イチョウ葉+DHA・EPAイチョウ葉+DHA・EPA
3050  

米粉で粒状に丸めた梅エキス。毎
日10粒目安です。

90g　　㈲王隠堂農園90g　　㈲王隠堂農園

梅肉エキス粒梅肉エキス粒
3,2003,200円（税込）円（税込）

1413

水溶性の食物繊維をもつ天然豆の
グアー豆を手軽にとれるように粉
にしました。味が無いので水やコー
ヒーに溶かして飲んで下さい。

6g×30包     生活クラブ・スピリッツ㈱6g×30包     生活クラブ・スピリッツ㈱
2,4842,484円（税込）円（税込）

3059  
サンファイバーサンファイバー

ドイツの医薬品基準に合ったイ
チョウ葉エキス。1日3粒で約1カ
月分。一錠にイチョウ葉エキスを
40mg配合しています。

22.5g（1粒250mg×90粒）22.5g（1粒250mg×90粒）
生活クラブ・スピリッツ㈱生活クラブ・スピリッツ㈱

3,7803,780円（税込）円（税込）

イチョウ葉エキス錠イチョウ葉エキス錠
3049

重曹を使用した液をしみこませた
シートで滑らかに拭き取れます。
オレンジオイルを配合。

20枚入り×2個パック　　20枚入り×2個パック　　
㈱カワタキコーポレーション㈱カワタキコーポレーション

重曹油汚れ重曹油汚れ
そうじクロスそうじクロス
591591円（税込）円（税込）

1693

重曹を使用した液をしみこませた
シートで滑らかに拭き取れます。

20枚入り×2個パック　　20枚入り×2個パック　　
㈱カワタキコーポレーション㈱カワタキコーポレーション

重曹フローリング重曹フローリング
クロスクロス
591591円（税込）円（税込）

1694

製造工程において化学薬品は一切使用していません。人や環境に優しい加
工方法で、綿本来の素朴な風合いに仕上がっています。また、パイルをねじ
る加工を施しているため、ボリュームが有り、吸水性抜群。化粧箱入で包装さ
れています。「今治タオルブランド」認証商品。●材質／綿100%●サイズ／
(約78×140cm●生産地／愛媛県今治市●外装サイズ／40×27×6cm

1枚　　㈲カワグチ企画1枚　　㈲カワグチ企画

今治のエコバスタオル今治のエコバスタオル
1,9801,980円（税込）円（税込）

3134

冷蔵庫や下駄箱やごみ箱の蓋のウ
ラなどにも貼れます。銀イオンと活
性炭の力でしっかり消臭。開封後6
カ月目安です。

約9×約9cm　㈱カワタキコーポレーション約9×約9cm　㈱カワタキコーポレーション

消臭シート消臭シート
5枚組5枚組
2,9232,923円（税込）円（税込）

1688

リサイクルペーパーで環境にやさしい。
しっかり厚手なので掃除などにも活躍。

再生紙200枚入り（22×23cm）再生紙200枚入り（22×23cm）
新橋製紙㈱新橋製紙㈱

ペーパータオル・ローズペーパータオル・ローズ
200200円（税込）円（税込）

1687

薬用入浴剤。真正ラベンダー、オレ
ンジ、マージョラムをブレンド。

25ｇ×3　　㈱彩生舎25ｇ×3　　㈱彩生舎

ＤＲアロマバスＤＲアロマバス
リラクゼーション ３袋セットリラクゼーション ３袋セット
528528円（税込）円（税込）

3114

ラベンダー、マージョラム、
イランイラン。正眠（質の良
い眠り）を目指す方に。

30ｍｌ　　㈱彩生舎30ｍｌ　　㈱彩生舎

ピロースプレーピロースプレー
SeiminSeimin
2,8002,800円（税込）円（税込）

3116

 

アルコール濃度80%。オーガニックの
5種、ユーカリ（ラジアタ）油、ペパーミン
ト油、ティートリー油、ローズマリー（カ
ンファー）油、サイプレス油をブレンド。

30ml　　㈱彩生舎30ml　　㈱彩生舎

マスク用マスク用
アロマ除菌スプレーアロマ除菌スプレー
1,5001,500円（税込）円（税込）

3122

全て日本の工場で作られた普通
サイズの不織布マスクです。

50枚入り　　北日本紡績㈱50枚入り　　北日本紡績㈱

国産マスク国産マスク
（50枚入り・一箱）（50枚入り・一箱）
1,2981,298円（税込）円（税込）

3136

80g×5個入り　　㈱わんわん80g×5個入り　　㈱わんわん
612612円（税込）円（税込）

1585

1日数回に分けて与えます。国産鶏種
はりま使用。保存料・発色剤・着色料・
調味料等不使用。

わんちゃんのご馳走わんちゃんのご馳走
鶏まるごと（5個入り）鶏まるごと（5個入り）

ホホバオイル配合。薬用部外品・オーガニックオイル使用・いずれも３回分  
有効成分:硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム（重曹）

薬用入浴剤。ローズウッド、フラン
キンセス、ベルガモットをブレンド。

25ｇ×3　　㈱彩生舎25ｇ×3　　㈱彩生舎

ＤＲアロマバスＤＲアロマバス
スキンケア３袋セットスキンケア３袋セット
528528円（税込）円（税込）

3113

レモンユーカリ、シトロネラ、
ティートリー。虫が嫌がるエッ
センシャルオイルです。

30ｍｌ　　㈱彩生舎30ｍｌ　　㈱彩生舎

ナチュラルアロマナチュラルアロマ
スプレーフォースキンスプレーフォースキン
1,5001,500円（税込）円（税込）

3117

ティーツリー、ローズウッド、ラベン
ダー、パルマローザ、セイヨウハッ
カをブレンド。いずれもオーガニッ
クのエッセンシャルオイルです。

30ｍｌ　　㈱彩生舎30ｍｌ　　㈱彩生舎

ナチュラルアロマナチュラルアロマ
ケアフォーフットケアフォーフット
1,8001,800円（税込）円（税込）

3118

消毒に使えるアルコール製剤消毒に使えるアルコール製剤

再取組

アルコール濃度65%　サトウキビ由来の醸造エチルアルコールです。
食品添加物扱いですが殺菌消毒用にも使えます。10月以降微量の香
料の入る規格になります。10ℓのみ単独で宅配です（送料込）。毎週月
曜日に受付を〆切、金～火のお届けとなります。

10L　　私市醸造㈱10L　　私市醸造㈱

アルコガード10Lアルコガード10L
コック付きコック付き
4,5904,590円（税込）円（税込）

2081 

1L　　私市醸造㈱1L　　私市醸造㈱

アルコガード1Lアルコガード1L
1,0801,080円（税込）円（税込）

3126

まくらなどにまくらなどにお医者さんと共同開発お医者さんと共同開発 腕などをすっきり腕などをすっきり 足回りや靴などのデオドラントに足回りや靴などのデオドラントに
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