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新月

日本の秋の風物詩「十

五夜」。今年は9月

15日です。

下郷農協のもち米粉・

白玉粉（①回目P4掲

載）で、手づくり月見

団子でお月見はいかが

ですか？



容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 基準

谷川徹さん

（梼原町）

直送

野菜セット

1セット

1,329円＋

送料864円

(クール便・

高知県内）

きゅうり、ズッキーニ、さやいんげん、黄さやいんげ

ん、ささげ、玉ねぎ（白・赤）、じゃがいも、ペコロ

ス、ミニトマト、トマト、加熱調理トマト、ナス、ピー

マン、オクラ、バジル、パセリなどの中から6種類以上。

きゅうり 3～4本 258 品種：地ばい

なす 300g 206 品種：千両

ピーマン 150g 187 品種：京みどり

モロヘイヤ 100g 206 品種：自家種

194

　

井

上

正

雄

さ

ん

　

（

南

国

市

）

野菜セット

野菜単品

品　名

谷川さんの野菜セットを注文していただくにあたっての注意

◎お届日：基本的に配送日の翌日（例：火曜日配送の方は、水曜日）午前中。

着日・時間の指定が出来ますので、注文書にご記入ください。

◎野菜にアレルギーがある方に限り、食べられない野菜を除くことが出来ます。また、ハーブ類（香りもの）は苦手

な場合には除くことができます。注文書備考欄にご記入ください。

◎野菜の生育状況によってお届けできないことがあります。その場合は、生産者より連絡がはいります。

生産者連絡先生産者連絡先生産者連絡先生産者連絡先・・・・電話番号：0889-67-0383（電話・FAX兼用）・メールinfo@meimichi.com

※※※※天候次第天候次第天候次第天候次第でででで葉物類葉物類葉物類葉物類のののの生育生育生育生育がががが前倒前倒前倒前倒しになりしになりしになりしになり種類種類種類種類がががが少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった場合場合場合場合などなどなどなど、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ずずずず欠品欠品欠品欠品となるとなるとなるとなる場合場合場合場合もありますもありますもありますもあります。。。。

AA

農産物は天候に左右されるため、お届けが遅れたり欠品になったりする可能性があります。ご了承くださいませ。

オクラ 100g 194 品種：アーリーファイブ

にんにく 100g 310 品種：自家種

ししとう 100g 155 品種：あおいししとう

かぼちゃ 1個または1/2
568/kg 品種：コロン

ニンニク 120g 361

ニンニク（バラ） 60g 168

生姜（自家種） 150g 252

生姜（自家種）お得用 500g 587

ピーマン 150〜160g 187 品種：京みどり

甘長ししとう 150g 194 品種：甘とう美人

中長なす 300〜350g 206 品種：黒陽

赤じそ 150g 206 品種：自家種

大葉 20〜25枚 181 品種：自家種

長なす　2本 250g以上 168 品種：筑陽

水ナス　2本 350g以上 232 品種：水ナス　浅漬けに向いています。

品種：土佐一

品種：自家種（高知県・岡山県産）

わ

た

な

べ

農

園

（

香

美

市

）

勇気百倍

農園

AA

A

AA

B

36年間一貫し

て無農薬で頑

張っています

有機認定（有

機JAS）12回目

を取りました。

勇気百倍農園：BT剤（有機JAS認定農薬）をやむをえず1回使用。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 基準

生姜 100g 223 有機JAS AA

ニラ 100g 139

モロヘイヤ 200g 167

ししとう 150g 139

りゅうきゅう 400ｇ 209

カットかぼちゃ 500g 209

かざぐるま 栗 500g 516 農薬・化学肥料不使用 A

人参 500g前後 281 北海道産・有機 AA

じゃがいも 1kg 445

玉ねぎ 1kg 393

野菜単品

品　　　名

大阪愛農

北海道産・有機または農薬・化学肥料不使用

AAま

たは

A

A

夢産地

とさやま

開発公社 農薬・化学肥料不使用

井上正弘さんの

早生みかん

1kg 361 有機JAS AA

約1㎏（２

～３個）

1,130

2ｋｇ箱入

り（5～6

個）

2,090

約1㎏（２

～３個）

900

2ｋｇ箱入

り（5～6

個）

1,672

約1.5㎏

（２～３

個）

1,325

3ｋｇ箱入

り（5～7

個）

2,508

浩果園の久保内さん　梨が週替わりで登場します。

ぜひ味比べしてみてくださいね！

久保内さんの梨は「木成り完熟」。最も良い状態を見極め、ぎりぎりまで木で熟させています。それはそれは、深い味わ

いです。蒸し暑いこの季節にピッタリの梨をどうぞご賞味ください。

八達 八達八達八達八達：：：：独特の甘い芳香が一度食べた人を虜にし

てしまう甘露な梨。栽培が難しく、希少品種と

いわれています。

豊水豊水豊水豊水：：：：全国的にも人気ナンバー1の品種。素直

な甘さとほどよい酸味。

あきづきあきづきあきづきあきづき：：：：新高と豊水を掛け合わせた品種で、

球が大きめ。果肉は緻密で柔らかくジュー

シー。

久保内浩一(春野町）。減農薬栽培（化学肥料・化成

肥料５割減。植物成長ホルモン不使用。有袋栽培。

B豊水

あきづき

ハーベストオイル、ICボルドー（いずれも有機JAS認定農薬）を各1回/年ずつ使用

早生みかん

9月からとり始める早生ミカンは、収穫後すぐに出荷します。皮がまだ緑っぽくてさわやかな酸味、袋が柔らかいのが特

徴です。色づいてくると次第に甘くなってきます。

早生みかん

木成り完熟

幻の梨。価格を

見直し、お求め

やすい価格にな

りました。

少し大き

めの梨で

す。
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9月の新共同購入品

「こどものための

レトルトカレー」

スパイスの刺激を抑え

たまろやかなやさしい

味のこどもカレー。オ

ムライスやパスタに

かけるのもおすすめ。

原料を厳選し、リンゴなどの果実をはじめ、人参やトマトなどの野菜を使用。安心して1歳のお子様からお

召し上がりいただける、優しい味のレトルト品です。もちろんお子様だけでなく、辛いものが苦手な方や、

ご年配の方でも十分お楽しみいただけるように仕上げております。7大アレルゲン（小麦・乳・卵・そば・

落花生・エビ・カニ）不使用。牛由来原料・化学調味料・着色料は一切使用していません。

「こどものための

レトルトハヤシ」

たっぷりのトマトに、

淡路産たまねぎ、り

んごとバナナを使用

した、まろやかなや

さしい味のハヤシ

ソースに仕上げまし

た。

7大アレルゲン不使用 使いやすい80g×2袋入りの小容量タイプ

こどものためのレトルトシリーズ キャニオンスパイス

「こどものための

レトルトコーンシチュー」

淡路産たまねぎに、たっぷ

りのコーン、そして豆乳で

クリーミーに仕上げたやさ

しい味のコーンシチューで

す。

容量 会員価格 ① ② ③ ④
原材料

80g×2 298

野菜（玉ねぎ、人参、じゃがいも）、鶏がらスープ、鶏肉、リンゴ

ピューレ、でん粉、粗糖、植物油脂（菜種）、トマトケチャップ、香

辛料、チャツネ、酵母エキス、食塩、カレー粉、（一部に鶏肉・りん

ごを含む）

80g×2 298

野菜（玉ねぎ、人参、セロリ）、ミディトマトピューレ、トマト

ピューレ、豚肉、でん粉、植物油脂（菜種）、粗糖、ポークエキス、

かぼちゃピューレ、バナナピューレ、リンゴピューレ、野菜エキス、

食塩、酵母エキス、マッシュルームエキスパウダー（一部に豚肉・鶏

肉・バナナ・りんごを含む）

80g×2 298

野菜（とうもろこし、玉ねぎ、人参、じゃがいも）、豆乳、鶏ガラ

スープ、コーンピューレ、植物油脂（菜種）、大麦ピューレ、粗糖、

かぼちゃピューレ、でん粉、食塩、酵母エキス、（一部に大豆・鶏肉

を含む）

130g×2

食

554 そば粉（北海道産）

130g×2

食

478 そば粉（北海道産）、小麦粉（主に長野県産）、塩

50g 365

有機⼩⻨粉(アメリカ・カナダ産)、有機パーム油(コロンビア産)、有
機ドライアップル(スペイン産)、食塩(天塩)

生冷凍　信州八割そば

オーサワのアップルパイ

品　名

こどものためのレトルト

コーンシチュー

こどものためのレトルト

カレー

こどものためのレトルト

ハヤシ

生冷凍　信州十割そば

そば湯も絶品、生の冷凍そば

「生冷凍信州十割そば」

「生冷凍信州八割そば」 山本食品

生そばの風味を生かし保存もでき、ご家庭で

生そばをいつでも食べられます。「十割そば」

は北海道産そば粉100％、「八割そば」は北海

道産そば粉80％、長野県産主体の小麦20％。

乳製品、砂糖不使用 人気のパイシリーズに

アップルパイが仲間入り

「オーサワのアップルパイ」 オーサワ

有機りんごの香りと甘酸っぱさに

小麦の甘みが加わった絶妙なバランスの

アップルパイです。

機ドライアップル(スペイン産)、食塩(天塩)
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品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④

備　考

一本釣りうるめいわし

のオイルサーディン

100g 432

エクストラバージンオイルをたっぷりとエクストラバージンオイルをたっぷりとエクストラバージンオイルをたっぷりとエクストラバージンオイルをたっぷりと使使使使ったったったった贅沢贅沢贅沢贅沢でヘルシーなでヘルシーなでヘルシーなでヘルシーな商商商商

品品品品ですですですです。。。。ローズマリーのローズマリーのローズマリーのローズマリーの香香香香りがりがりがりが爽爽爽爽やかですやかですやかですやかです。。。。

原材料：うるめいわし、食用オリーブ油、食塩、ローズマリー、唐

辛子

一本釣りうるめいわし

のトマトサーディン

100g 432

相性相性相性相性のののの良良良良いいいい高知県産高知県産高知県産高知県産のののの完熟完熟完熟完熟フルーツトマトとフルーツトマトとフルーツトマトとフルーツトマトと合合合合わせてわせてわせてわせて煮込煮込煮込煮込んでいまんでいまんでいまんでいま

すすすす。。。。

原材料：うるめいわし、トマト、玉葱、塩麹、にんにく、食用オ

リーブ油、食塩、タイム、ナツメグ

一本釣りうるめいわし

のサラダサーディン

100g 432

塩麹塩麹塩麹塩麹とエクストラバージンオリーブオイルがとエクストラバージンオリーブオイルがとエクストラバージンオリーブオイルがとエクストラバージンオリーブオイルが絡絡絡絡みあいみあいみあいみあい、、、、ヘルシーかヘルシーかヘルシーかヘルシーか

宇佐もん工房

企業組合「宇佐もん工房」は、高知県土佐市宇佐町の地域の活性化、“宇佐のうるめいわしのブランド化”を目指す

ために、地元の若者が中心となって活動し、設立することができました。

鮮度抜群の一本釣りうるめを最短時間で一気に加工。だから美味しさが違います。骨もやわらかなので、丸ごと食べ

られ、魚の苦手なお子さんにもおススメ。そのままサラダなどにのせて、またトマトソースに併せてパスタにした

り、野菜と炒め合わせたりしても美味しいです。※冷蔵でお届けします。

高知＆徳島のいいものいろいろ！

ちょこっとレシピちょこっとレシピちょこっとレシピちょこっとレシピ！！！！

厚揚厚揚厚揚厚揚げのステーキげのステーキげのステーキげのステーキ、、、、ウルメサーディンソースウルメサーディンソースウルメサーディンソースウルメサーディンソース

サラダサーディンをフォークなどで軽くつぶし、千切りの青

じそ、細かく切ったチーズ、トマトと和えて焼いた厚揚げに

のせる。オリーブオイルと黒こしょうを少々。

大ぶりのうるめ

で食べごたえあ

①

③

回

目

掲

載

②

④

回

目

配

送

つつつつ魚魚魚魚のののの旨旨旨旨みをみをみをみを十分十分十分十分にににに引引引引きききき出出出出していますしていますしていますしています。。。。

原材料原材料原材料原材料：：：：うるめいわし、塩麹、食用オリーブ油、食塩、ローズマ

リー、唐辛子

ベリーのベリーのベリーのベリーの焼焼焼焼きタルトきタルトきタルトきタルト

直径14cm

のもの1台

1,320

原材料名:北海道産小麦粉、よつ葉発酵バター、有機アーモンド、高

知産放し飼い卵、洗双糖、山地酪農牛乳、北海道産ラズベリー、北

海道産ブラックベリー、高知産ブルーベリー、高知産天日塩、有機

バニラビーンズ

消費期限:お届け日を含め2日

※要冷蔵

復活復活復活復活のおのおのおのお茶茶茶茶 85g 300

久万川営農組合久万川営農組合久万川営農組合久万川営農組合（（（（高知市土佐山久万川高知市土佐山久万川高知市土佐山久万川高知市土佐山久万川））））

原材料原材料原材料原材料：：：：茶葉茶葉茶葉茶葉（（（（農薬農薬農薬農薬・・・・化学肥料不使用化学肥料不使用化学肥料不使用化学肥料不使用））））

おかき　素焼き 100g 305 もち米

おかき　醤油 100g 322 もち米、マルナカ醤油、洗双糖、天塩

おかき　バター 100g 305 もち米、よつ葉バター、天塩

パティスリービオ

全粒粉入りの香ばしいタルト生地にアーモンドクリームとカスタードクリームを合わせたコクのあるクリームを詰

め、国産ベリーをのせて焼き上げました。

焼き菓子ですが、よく冷やしてからお召し上がり下さい。

井関製菓（徳島県）

吉野川のきれいな水に育てられた徳島県産のもち米をシンプルな調味料で味付けしたおかきです。

※おかき（砂糖）は製造中止となりました。

天日干し番茶

昔、茶山だった畑を50年ぶりに復活させて、もんちゃん農園のある土佐山久万川地域で共同して番茶を作り出しまし

た。農薬・化学肥料不使用で育てたお茶の葉を天日干しした番茶です。炒ってあるので、そのまま使えます。沸騰し

た湯に入れて、軽く煮出してお飲みください。

③

回

目

掲

載

④

目

配

送

おかき　塩 100g 305 もち米、天塩、青のり、ごま

④

回
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毎回大好評をいただいている成清海苔店の海苔。

「本物の海苔のおいしさを伝えたい」成清海苔店が扱うのは、噛みごたえがあり、サ

クッと切れ、口のなかでとろけるのが特徴の秋芽一番摘みのみ。中でも全国最初に食

味検査を導入した皿垣漁協の海苔はぜひ味わってもらいたいといいます。

焼きから、品質チェックまで、一人でこなす、代表の成清忠さん。

味付海苔や、ふりかけなどに使用する原材料も、

食品添加物、化学調味料を一切使用せず、素

材の味を大事にしています。

本当に美味しい海苔に出会いました。

秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘みってみってみってみって????

有明海の海苔養殖の

シーズンは10月の種付

けに始まります。種付

け後11月中旬ごろに、

まさしく一番初めに摘

み取られる海苔のこと。

アミノ酸含有量が有明

海産の中でも特に高く

好評企画好評企画好評企画好評企画

有明海産有明海産有明海産有明海産のののの海苔海苔海苔海苔のののの特徴特徴特徴特徴

海苔養殖用のアミを固定（支柱方式）しているため、

満潮時は網が海水中に浸かり、干潮時には海面上に出

ます。天日にあたることで、アミノ酸が生成され、色

は赤めですが、旨旨旨旨みがありみがありみがありみがあり口口口口どけがよくどけがよくどけがよくどけがよく柔柔柔柔らかいのがらかいのがらかいのがらかいのが

特徴特徴特徴特徴ですですですです。。。。

一方、その他の産地は浮き流し方式で、四六時中海水

に浸かった状態のため、黒く艶が出るが、海苔が固く

なり、寿司などに向く海苔となります。

皿垣漁協皿垣漁協皿垣漁協皿垣漁協についてについてについてについて

味と食感にこだわって、量より質の海苔作

りをする漁協。そのために、色艶という見

た目で決めていた海苔の等級に実際に食べ

て味をチェックする食味検査食味検査食味検査食味検査をををを全国全国全国全国でででで最初最初最初最初

にににに導入導入導入導入。

また、なるべく若い芽のうちに摘み取り、

歩留まりが悪くても（成形の際に水と流れ

てしまいできる枚数が少なくなってしま

う）、細かくミンチすることで、サクッと

成清海苔店（福岡県柳川市）

の秋芽一番摘み海苔

容量 会員価格 特徴・原材料

優等 全形10枚 1,592

数数数数あるあるあるある海苔海苔海苔海苔のののの各付各付各付各付けけけけ等級等級等級等級のののの中中中中でもそのでもそのでもそのでもその最高最高最高最高ランクのランクのランクのランクの称号称号称号称号（（（（優等優等優等優等））））をををを受受受受けたけたけたけた、、、、成清海苔店成清海苔店成清海苔店成清海苔店

自慢自慢自慢自慢のののの焼焼焼焼きききき海苔海苔海苔海苔ですですですです。。。。

焼海苔 全形10枚 709 シャキシャキとしていてシャキシャキとしていてシャキシャキとしていてシャキシャキとしていて口口口口にににに含含含含むとやわらかくむとやわらかくむとやわらかくむとやわらかく、、、、味味味味があるがあるがあるがある。。。。味味味味はははは漁協漁協漁協漁協のおのおのおのお墨付墨付墨付墨付きですきですきですきです。。。。

全形10枚 405 色色色色、、、、艶艶艶艶はははは他他他他のののの品品品品とととと比比比比べべべべ劣劣劣劣りますがりますがりますがりますが、、、、味味味味はははは一番摘一番摘一番摘一番摘みならではのみならではのみならではのみならではの旨旨旨旨みがありますみがありますみがありますみがあります。。。。

2つ切り10枚

×3袋

全形15枚分

709

おにぎりをちょうどおにぎりをちょうどおにぎりをちょうどおにぎりをちょうど一一一一つつつつ巻巻巻巻けるけるけるける大大大大きさきさきさきさ。。。。チャックチャックチャックチャック付付付付きのきのきのきの小袋入小袋入小袋入小袋入りなのでりなのでりなのでりなので、、、、そのままそのままそのままそのまま行楽行楽行楽行楽

やおやおやおやお弁当弁当弁当弁当のおのおのおのお供供供供にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ。。。。

8つ切り80枚

入り

全形10枚分

709

一番摘一番摘一番摘一番摘みのみのみのみの海苔特有海苔特有海苔特有海苔特有のののの甘甘甘甘みみみみ旨旨旨旨みにみにみにみに加加加加ええええ、、、、青青青青のりののりののりののりの香香香香りがりがりがりが口口口口のののの中中中中にににに広広広広がりますがりますがりますがります。。。。希少価値希少価値希少価値希少価値

のあるのあるのあるのある海苔海苔海苔海苔ですですですです。。。。

20g 405

様様様様々々々々なななな料理料理料理料理のののの薬味薬味薬味薬味、、、、おおおお供供供供にににに。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘みみみみ特有特有特有特有のののの香香香香りりりり、、、、口溶口溶口溶口溶けけけけ、、、、旨旨旨旨みはそのみはそのみはそのみはその

まままままままま。。。。

味付け

おかず海苔

8つ切り5枚

×12束

全形7.5枚分

405

海苔海苔海苔海苔のののの味味味味をををを引引引引きききき出出出出すすすす味付味付味付味付けをけをけをけを重視重視重視重視しししし、、、、調味料調味料調味料調味料をををを厳選厳選厳選厳選していますしていますしていますしています。。。。

調味料原材料：砂糖、発酵調味料（味の母）天塩、干しエビ、昆布、ムロアジ、醤油、

かつお節、唐辛子

韓国風味付塩焼海苔

4つ切り20枚

全形5枚分

405

ごまごまごまごま油油油油とととと塩塩塩塩だけでだけでだけでだけで味付味付味付味付けをしけをしけをしけをし、、、、本場本場本場本場のののの味味味味をををを醸醸醸醸しししし出出出出しましたしましたしましたしました。。。。

調味料原材料：ごま油、塩

えびふりかけ 50g 318

国産国産国産国産のアミえびたっぷりのアミえびたっぷりのアミえびたっぷりのアミえびたっぷり使用使用使用使用。。。。香香香香ばしくてばしくてばしくてばしくて深深深深みのあるみのあるみのあるみのある味味味味。。。。

アキアミ、海苔、かつお節、ごま、発酵調味料（味の母）、醤油、砂糖、塩、昆布、唐

辛子

味のりふりかけ 50g 318

秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘秋芽一番摘みのみのみのみの味付味付味付味付けけけけ海苔海苔海苔海苔、、、、きなきなきなきな粉粉粉粉をまぶしたごまなどをまぶしたごまなどをまぶしたごまなどをまぶしたごまなど、、、、栄養栄養栄養栄養たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり。。。。

海苔、ごま、大豆（きな粉）、砂糖、発酵調味料（味の母）、醤油、天塩、昆布、ムロ

アジ、かつお節、唐辛子

梅かつおふりかけ 50g 376

ゆかりゆかりゆかりゆかり、、、、梅肉梅肉梅肉梅肉をかつおをかつおをかつおをかつお節節節節とととと合合合合わせたわせたわせたわせた、、、、さっぱりさっぱりさっぱりさっぱり下味下味下味下味がががが食欲食欲食欲食欲をそそりますをそそりますをそそりますをそそります。。。。

鰹節、しそふりかけ（ゆかり）、海苔、梅肉、ごま、発酵調味料（味の母）、醤油、砂

糖

焼ききざみ海苔

味

付

海

苔

ふ

り

か

け

品　名

皿

垣

漁

協

産

限

定

焼

海

苔

寿司はね焼きのり

おにぎり用焼海苔

カット焼海苔青のり混り

海産の中でも特に高く

旨みがあり、柔らかい。

なり、寿司などに向く海苔となります。 う）、細かくミンチすることで、サクッと

した食感を追及しています。

前回前回前回前回

好評好評好評好評

前回前回前回前回

好評好評好評好評

前回前回前回前回

好評好評好評好評

前回前回前回前回

好評好評好評好評

鮭ふりかけ 40g 405

鮭鮭鮭鮭フレークとフレークとフレークとフレークと有明海産秋芽一番摘有明海産秋芽一番摘有明海産秋芽一番摘有明海産秋芽一番摘みみみみ海苔海苔海苔海苔のののの出会出会出会出会いはいはいはいは、、、、ごはんにピッタリごはんにピッタリごはんにピッタリごはんにピッタリ。。。。

鮭（北海道）、海苔、ごま、かつお節、発酵調味料（味の母）、醤油、砂糖、塩

《6》



容量
会員価格

備　　　考

100g 626 ペカンナッツ（アメリカ産）くるみの渋みを除いたようなクセのない味。（無塩タイプ）

100g 421

かぼちゃの種（オーストリア他産）。亜鉛を多く含むなど、栄養価の高いナッツ。お菓子や

パン作りに、炒ってサラダのトッピングやおつまみにも。

50g 389

トマト(アメリカ産)、食塩。完熟した有機トマトを約7日間太陽の光で乾燥し旨みを凝縮。ト

マト煮込みやパスタソースに使うと風味が増します。

200g 657

白・赤・黒のキヌアをミックス。人気の食材として知られ、お料理が華やかになりますよ！

ごはんに炊き込んだり、スープやサラダにも。良質のタンパク質を摂りましょう。

500g 410

デュラムセモリナ粉。モチモチとしたモチモチとしたモチモチとしたモチモチとした食感食感食感食感がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる平平平平らでらでらでらで幅広幅広幅広幅広のののの麺麺麺麺。。。。濃厚濃厚濃厚濃厚なソースとなソースとなソースとなソースと相性相性相性相性

ピッタリピッタリピッタリピッタリ。。。。

400g 518

全粒デュラム小麦粉、デュラム小麦のセモリナ粉、ビーツ粉、ほうれん草粉、人参粉、ベニ

の木の種。アルファベットのアルファベットのアルファベットのアルファベットの形形形形がががが楽楽楽楽しいしいしいしい小小小小さなパスタはスープやさなパスタはスープやさなパスタはスープやさなパスタはスープや、、、、サラダにぴったりサラダにぴったりサラダにぴったりサラダにぴったり。。。。

250g 475

全粒スペルト小麦粉。先先先先がとがったがとがったがとがったがとがった筒状筒状筒状筒状のペンネのペンネのペンネのペンネ。。。。スペルトはタンパクスペルトはタンパクスペルトはタンパクスペルトはタンパク質質質質がががが豊富豊富豊富豊富なななな古代小麦古代小麦古代小麦古代小麦

でででで、、、、弾力性弾力性弾力性弾力性がありますがありますがありますがあります。。。。

500g 756

米やパスタのように中近東では主食とされているクスクス。クスクスと同量の熱湯とオイル

を少々混ぜて数分蒸らせば即席クスクスの出来上がり。トマトベースのスープに合わせるの

がおすすめ。●原材料：全粒デュラム小麦

148ml 724 ピザピザピザピザ、、、、マリネマリネマリネマリネ、、、、スープスープスープスープetcetcetcetc何何何何にでもにでもにでもにでも！！！！結構結構結構結構スパイシースパイシースパイシースパイシー。。。。原材料：ハラペーニョ、りんご酢、酢、食塩。

ドライトマト

木の実・ドライトマト

品　名

ペカンナッツ（生・無塩）

かぼちゃの種（生・無塩））

キヌアミックス

パスタ・クスクス・ペッパーソース

フェットチーネ

アルファベットパスタ

スペルトペンネ

全粒粉クスクス

ハラペーニョペッパーソース

輸入食材を取り扱い、カフェやイベントスペースのある

ショップも経営するアリサン有限会社。

扱う品はオーガニック、無添加、フェアトレード、地球環

境や生産者を守ることなどにこだわっています。下記掲載

品以外にも、ドライハーブドライハーブドライハーブドライハーブ、、、、スパイススパイススパイススパイス、、、、乾燥豆乾燥豆乾燥豆乾燥豆もももも注文書注文書注文書注文書にににに

載載載載せていますのでせていますのでせていますのでせていますので、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご注文注文注文注文くださいくださいくださいください。。。。

※輸入品のため入荷遅れや品切れになる可能性もあります。

申し訳ありませんがご了承くださいませ。

148ml 724 ピザピザピザピザ、、、、マリネマリネマリネマリネ、、、、スープスープスープスープetcetcetcetc何何何何にでもにでもにでもにでも！！！！結構結構結構結構スパイシースパイシースパイシースパイシー。。。。原材料：ハラペーニョ、りんご酢、酢、食塩。

680g 1,026

水水水水とオイルをとオイルをとオイルをとオイルを加加加加えるだけでえるだけでえるだけでえるだけで、、、、香香香香ばしくとってもばしくとってもばしくとってもばしくとっても奥深奥深奥深奥深いいいい風味風味風味風味のパンケーキができますのパンケーキができますのパンケーキができますのパンケーキができます。。。。ちょっちょっちょっちょっ

とアレンジすればマフィンもできますよとアレンジすればマフィンもできますよとアレンジすればマフィンもできますよとアレンジすればマフィンもできますよ。。。。●●●●原材料：全粒小麦粉、とうもろこし粉、大麦

粉、そば粉、ベーキングパウダー、重曹。

59ml 1,466 バニラエッセンスです。●●●●原材料原材料原材料原材料：：：：アルコールアルコールアルコールアルコール、、、、バニラビーンズバニラビーンズバニラビーンズバニラビーンズ抽出液抽出液抽出液抽出液

114g 282

アルミニウム無添加、コーンスターチは非遺伝子組み換え。

●原材料原材料原材料原材料：：：：第一第一第一第一リンリンリンリン酸酸酸酸カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム、、、、炭酸水素炭酸水素炭酸水素炭酸水素ナトリウムナトリウムナトリウムナトリウム、、、、コーンスターチコーンスターチコーンスターチコーンスターチ

100g 381

チョコレート・ココアの代用品として注目されているカフェインフリーのキャロブチップ

ス。クッキーやマフィン作りに便利。●●●●原材料原材料原材料原材料：：：：大麦大麦大麦大麦シロップ, コーンシロップ, ヤシのシロップ, コーンシロップ, ヤシのシロップ, コーンシロップ, ヤシのシロップ, コーンシロップ, ヤシの実油,実油,実油,実油,

いなごいなごいなごいなご豆, 乳化剤豆, 乳化剤豆, 乳化剤豆, 乳化剤（（（（大豆由来大豆由来大豆由来大豆由来））））

1食 626

ほくほくしたひよこほくほくしたひよこほくほくしたひよこほくほくしたひよこ豆豆豆豆とジャガイモがたっぷりとジャガイモがたっぷりとジャガイモがたっぷりとジャガイモがたっぷり。。。。

●原材料: 原材料: 原材料: 原材料: じゃがいも, ひよこじゃがいも, ひよこじゃがいも, ひよこじゃがいも, ひよこ豆, 豆, 豆, 豆, トマト, トマト, トマト, トマト, 玉玉玉玉ねぎ, ひまわりねぎ, ひまわりねぎ, ひまわりねぎ, ひまわり油, 食塩, 生姜, 油, 食塩, 生姜, 油, 食塩, 生姜, 油, 食塩, 生姜, にんにく, コリアンダー, チリ,にんにく, コリアンダー, チリ,にんにく, コリアンダー, チリ,にんにく, コリアンダー, チリ,

クミン.クミン.クミン.クミン.香辛料香辛料香辛料香辛料

1食 626

トマトベースのなすのカレートマトベースのなすのカレートマトベースのなすのカレートマトベースのなすのカレー。。。。ちょっぴりスパイシーなちょっぴりスパイシーなちょっぴりスパイシーなちょっぴりスパイシーな中中中中にににに甘甘甘甘さがありますさがありますさがありますさがあります。。。。

●●●●原材料: 原材料: 原材料: 原材料: なす, トマト, なす, トマト, なす, トマト, なす, トマト, 玉玉玉玉ねぎ, ひまわりねぎ, ひまわりねぎ, ひまわりねぎ, ひまわり油, 油, 油, 油, にんにく, にんにく, にんにく, にんにく, 食塩, 食塩, 食塩, 食塩, コリアンダー, チリ, コリアンダー, チリ, コリアンダー, チリ, コリアンダー, チリ, 生姜, 生姜, 生姜, 生姜, クミン, ターメクミン, ターメクミン, ターメクミン, ターメ

リック, クローブ, リック, クローブ, リック, クローブ, リック, クローブ, 香料香料香料香料

1食 626

トマトベースのルーにトマトベースのルーにトマトベースのルーにトマトベースのルーに、、、、たっぷりのレンズたっぷりのレンズたっぷりのレンズたっぷりのレンズ豆豆豆豆とインゲンとインゲンとインゲンとインゲン豆豆豆豆。。。。最後最後最後最後までまでまでまで飽飽飽飽きませんきませんきませんきません。。。。

●●●●原材料: 原材料: 原材料: 原材料: トマト, レンズトマト, レンズトマト, レンズトマト, レンズ豆, 赤豆, 赤豆, 赤豆, 赤いんげんいんげんいんげんいんげん豆, 玉豆, 玉豆, 玉豆, 玉ねぎ, クリーム, ねぎ, クリーム, ねぎ, クリーム, ねぎ, クリーム, 食塩, 食塩, 食塩, 食塩, バター, ひまわりバター, ひまわりバター, ひまわりバター, ひまわり油, 油, 油, 油, チリ, クミンチリ, クミンチリ, クミンチリ, クミン

1冊 1,728

パルコ出版。アリサンの食材を使用した写真も豊富なベジタリアンレシピ本。埼玉県の『阿

里山カフェ』メニューや、ベジバーガー、豆カレー、ベジ麻婆、ナチュラルブラウニー等、

ぜひ参考に！

ベーキングパウダー

ハラペーニョペッパーソース

パンケーキ＆マフィンミックス

パンケーキ＆マフィンミックス

手作りお菓子に！ナチュラルなエッセンス（化学香料の添加や、薬品を使っての抽出をしていません。）、

ベーキングパウダー、キャロブチップス

バニラエキストラクト

阿里山カフェレシピブック

キャロブチップス

レトルトカレー　

ボンベイ風ひよこ豆

とじゃがいもカレー

プンジャブ風なすカレー

マドラス風レンティルカレー

レシピブック

《7》



築地書館の本～話題の本がたくさん

《《《《ヘルシーメイトヘルシーメイトヘルシーメイトヘルシーメイト本本本本コミコミコミコミ事業部事業部事業部事業部》》》》 「「「「樹木葬樹木葬樹木葬樹木葬というというというという選択選択選択選択」、「」、「」、「」、「おひとりさまのおひとりさまのおひとりさまのおひとりさまの終終終終のののの住住住住みかみかみかみか」、」、」、」、

「「「「二十四節気二十四節気二十四節気二十四節気でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ庭仕事庭仕事庭仕事庭仕事」「」「」「」「野野野野のののの花花花花さんぽさんぽさんぽさんぽ図鑑図鑑図鑑図鑑」」」」etcetcetcetc．．．．

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：チラシチラシチラシチラシ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））

消臭レーヨンを使った繰り返し使える消臭袋とインソールで快適生活＆脱臭・調湿＆グリル用敷石

《《《《地球地球地球地球ながもちながもちながもちながもち屋屋屋屋》》》》①①①①におクリンにおクリンにおクリンにおクリン 消臭袋消臭袋消臭袋消臭袋、、、、インソールインソールインソールインソールetcetcetcetc．．．．

②②②②コロコロソイルコロコロソイルコロコロソイルコロコロソイル＆＆＆＆魚焼魚焼魚焼魚焼きききき倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：チラシチラシチラシチラシ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））のののの2222％％％％引引引引きききき

静かで涼しい。省エネ！暮らしに寄り添う扇風機

サーキュレーターとしても使えるので、一年中大活躍

《《《《ゼンケンゼンケンゼンケンゼンケン》》》》DCDCDCDC扇風機扇風機扇風機扇風機＆＆＆＆サーキュレーターサーキュレーターサーキュレーターサーキュレーター

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：29,00029,00029,00029,000円円円円（（（（定価定価定価定価のののの約約約約11111111％％％％引引引引きききき））））

会員会員会員会員さんのさんのさんのさんの声声声声よりよりよりより

風が柔らかくて、心地よい。音

が静かで、動いているのがわから

ないくらいです。この扇風機を使

うと、もう他の扇風機は使えませ

ん！

（会員のMさん）

保存版掲載P保存版掲載P保存版掲載P保存版掲載P 変更点変更点変更点変更点 変更後変更後変更後変更後

休止品休止品休止品休止品

中止品中止品中止品中止品

品名品名品名品名 変更前変更前変更前変更前

有機純ワインビネガー（内堀）、おとなのすし酢（内堀）、愛媛県産全粒粉1kg、5㎏

もみじ納豆（下郷）、合鴨米のあまざけ（下郷）、有機・高菜漬（ムソー）、有機・きざみたかな漬（ムソー）

特別企画品特別企画品特別企画品特別企画品についてのごについてのごについてのごについてのご注意注意注意注意

会員さんの都合で返品交換をご希望の場合は、メーカーへの送料等をご負担いただきますので、予めご了承ください。また、ご購入品が到着時

点で、汚れ、傷、破損などがありましたら、到着後7日以内にご連絡いただきますようお願いいたします。

気持ちのいい毎日。オーガニックコットン

《《《《PRISTINEPRISTINEPRISTINEPRISTINE》》》》オーガニックコットンインナーオーガニックコットンインナーオーガニックコットンインナーオーガニックコットンインナー、、、、布布布布ナプキンナプキンナプキンナプキン、、、、タオルタオルタオルタオル、、、、ベビーアイテムベビーアイテムベビーアイテムベビーアイテムetc.etc.etc.etc.

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：チラシチラシチラシチラシ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））のののの2222％％％％引引引引きききき

（会員のMさん）

無農薬・無化学肥料のたねで、秋の菜園始めましょう！

《《《《たねのたねのたねのたねの森森森森》》》》秋秋秋秋まきまきまきまき種子種子種子種子＆＆＆＆おすすめおすすめおすすめおすすめ書籍書籍書籍書籍

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：チラシチラシチラシチラシ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））

中止品中止品中止品中止品 有機純ワインビネガー（内堀）、おとなのすし酢（内堀）、愛媛県産全粒粉1kg、5㎏


