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※宅配会員さんには10/17(月)に11月の注文書を発送予定です。
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10月より、タマゴの

生産者が替わります。

事務局でのパック詰め

のため、卵パックを回

収・リサイクルします

ので、ご協力ください。



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540円

(常温便・高

知県内）た

だし、気温

が異常に高

い場合には

クール便発

送（864円）し

ます。

ピーマン、なす、ミニトマト、さやいんげん、黄さやい

んげん、ささげ、大根葉、人参葉（ミニにんじん）、

カブ菜、小松菜、青柚子、じゃがいも、玉ねぎ、にら、

パセリ、バジルなどの中から6種類以上。

AA

さつまいも 500g 323 品種：金時

なす 300g 206 品種：千両

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。

ただし②回目に限り、出荷できない日がありますので、ご注意ください。ただし②回目に限り、出荷できない日がありますので、ご注意ください。ただし②回目に限り、出荷できない日がありますので、ご注意ください。ただし②回目に限り、出荷できない日がありますので、ご注意ください。

出荷不可な日：出荷不可な日：出荷不可な日：出荷不可な日：10101010月月月月9999日と日と日と日と10101010日（お届け日：日（お届け日：日（お届け日：日（お届け日：10101010月月月月10101010日と日と日と日と11111111日）日）日）日）

※月曜・火曜にお届けご希望の方へは前後の週にて承れます。※月曜・火曜にお届けご希望の方へは前後の週にて承れます。※月曜・火曜にお届けご希望の方へは前後の週にて承れます。※月曜・火曜にお届けご希望の方へは前後の週にて承れます。

（お届け日：（お届け日：（お届け日：（お届け日：10101010月月月月3333日と日と日と日と4444日、日、日、日、10101010月月月月17171717日と日と日と日と18181818日）日）日）日）

◎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。。。。

井上正雄

さん AA

36年間一貫し

て無農薬で頑

張っています

有機認定（有

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。

谷川さんの野菜セットは、直送料金がかかります。谷川さんの野菜セットは、直送料金がかかります。谷川さんの野菜セットは、直送料金がかかります。谷川さんの野菜セットは、直送料金がかかります。

遠方（梼原）在住のため、事務所への納品が困難です。その

ため、会員さんへ直送のみとなります。直送代金がかかりま

すが、ご了承ください。

なす 300g 206 品種：千両

すじなし豆 120g 206 品種：新江戸川

囲い生姜 150g 252

囲い生姜（親） 400g 470

にんにく（バラ） 50g 194

にんにく（バラ・

お徳用小粒）

60g 168

ピーマン 150g前後 187

甘長ししとう 150g前後 194

りゅうきゅう 400g前後 206

ゴーヤ 2～3本 206

生姜 100g 223 有機JAS AA

ニラ 100g 139

じゃがいも 500ｇ 209

ししとう 150g 139

空芯菜 200g 181

つるむらさき 200g 181

りゅうきゅう 400ｇ 209

カットかぼちゃ 500g 209

島岡さん ニラ 100g 170

農薬、化学肥料不使用。「平和ニラ」と名付け、売り上

げの一部を平和運動のために役立てているそうです。

A

ごぼう 300g 280

熊本県産　農薬回数4回（慣行栽培の場合農薬は16

回）、化学肥料5割減

B

さん

（南国市）

AA

夢産地

とさやま

開発公社

農薬・化学肥料不使用 A

くまもと

有機の会

品種：自家種（高知県・岡山県産）

わたなべ

農園

（香美市）

品種：

自家種・土佐一

天竺舎

（津野町）

農薬・化学肥料不使用 A

AA

有機認定（有

機JAS）12回目

を取りました。

囲い生姜（親）：繊維が多めですが

熟成して辛みもマイルドが特徴です。

れんこん 500g 427 熊本県産　農薬・化学肥料不使用 AA

有機の会
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 基準

人参 500g前後 281 北海道産・有機

玉ねぎ 1kg 393 北海道産・有機または農薬・化学肥料不使用

タイガーメロン 1個 153

まくわ瓜 1個 181

1kg 361

2kg 658

1袋 548 品種：早生次郎　※殺虫、殺菌剤の混合を6月初旬に1回散布 C柿

竹嶋有機農園のリンゴ「紅玉」

紅玉は酸味があるりんごです。

そのままお召し上がりいただけますが、アップルパイや洋菓子などの加工用に使われる方が多いようです。また果実も

しっかりしているので、調理しても煮崩れしにくいりんごです。

野菜単品

品　　　名

井上正弘さんの早生みかん

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。

有機JAS

※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

AA

大阪愛農 AA

早生みかん

夢産地とさやま開発公社のまくわ瓜、タイガーメロン

まくわ瓜という名前がついていますが、メロンの一種。タイガーメロンもその仲間です。さわやかな甘みがあります。ど

ちらも軽く冷やしてメロンと同じようにお召し上がりください。

とさやま 農薬・化学肥料不使用 A

2.25kg程度

（バラ）

2,150

4.5kg箱入り 4,269

9kg箱入り 7,800

2玉箱入り

（約2kg）

3,200

4kg箱入り 6,270

5個（60g以

上）または9

個（50～

60g）

※サイズは選

べません。

630

岡久ファーム（愛媛県宇和島市）

農薬・化学肥料不使用

A

浩果園の木成り完熟梨「新高梨」

お待たせしました！毎年大好評いただいている浩果園の新高梨です！

10月の高知の果物といえば、新高梨。

シャキシャキとした歯ごたえ、あふれ出る果汁が爽やかです。糖度15度!甘みの強い、まさに梨の王様!

紅玉

竹嶋有機農園（青森県県南津軽郡藤崎町）

化学農薬使用回数：5回（クレフノン、セルバイン／生理障害

防止）

（青森県の慣行栽培では平均36回使用）化学肥料・除草剤不

使用。

※竹嶋農園では、検査機関に依頼し放射能検査をしていま

す。昨年度は不検出です。

今年度分検査結果が出次第お知らせします。

B

珍しい赤い果肉のキウイ

岡久ファーム（愛媛県宇和島市）おかキウレッド

糖度が18～20度（一般的なキウイは10～13度くらい）と、甘味が強いのが特徴です。

一般的なキウイに含まれる、口の中でピリピリする酵素がないため、キウイが苦手な人でも食べやすい。

「農薬」「化学肥料」「除草剤」「ホルモン剤」などは使用せず、微生物を培養したミネラル液や

備長炭の粉や海水など、環境や人体に影響のない安全な物しか使用していません。

おかキウレッド

新高梨

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。

※気候により欠品の可能性もあります。その場合はご了

承ください。

C

木成り完熟
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容量 会員価格 ① ② ③ ④
原材料

165g 1,575 食用えごま油（え胡麻：韓国産）

1食 182

油揚げめん［小麦粉（北海道産）、パーム油（東南アジア産）、馬鈴

薯でんぷん（北海道産）、醤油、食塩、ホワイトペッパー］、ソース

［砂糖、野菜・果実（パインアップル：タイ産、トマト：トルコ、り

んご：国内産、人参：国内産、玉ねぎ：国内産）］、醸造酢（米酢：

国内産、りんご酢：チリ、国内産他）、食塩、発酵調味料（ベトナ

ム）、醤油（国内産、他）、酵母エキス（国内産）、香辛料（国内

産、アメリカ、他）、かつお節粉末（国内産）］かやく［あおさ］

品　名

えごま油（低温圧搾）

どんぶり麺・ソースやき

そば

10月の新共同購入品

α-リノレン酸（オメガ3）豊富、生搾りの「えごま油」

「えごま油」 スリーエス

シソ科の一種であるえごまの種を、加熱せずに

５０℃以下で低温圧搾する製造特許で作った

「生しぼり」の油です。農薬を使うことなく、

契約農家の手で育てられ、保存料も一切使わな

い、韓国産えごま種子だけを使用。

世界最上級のα-リノレン酸を約962.7g／

100g含みます。

お手軽ノンカップめんに、ソース焼きそばが仲間入り

「どんぶり麺・ソースやきそば」 トーエー

どんぶりに入れて熱湯を注ぎ3分後に湯切りして、

ソースと混ぜる「ノンカップめん」。野菜の甘み

たっぷりのソース付です。

容量
会員価格 ① ② ③ ④

備　考

10個 468

6個 310

品　名

平飼い卵

卵の生産者が替わります。

奥田誠志さんの平飼い卵

納品に関わる問題、卵の不足などの諸事情により、欠品が続き会員さんには大変ご迷惑をおかけしました。10月より

卵の生産者が奥田さんに替わります。有精卵ではありませんが、こだわりの飼料で大切に育てられた鶏の産む卵は本当

に美味しいです。ぜひ、金野さんの卵同様、ご注文いただきますようお願いします。

奥田誠志（高知県南国市）

高知のいいものいろいろ！

①飼料は自家配合

非遺伝子組み換えで収穫後薬剤無添加

のPHCF（ポストハーベストケミカルフ

リー）のトウモロコシ、緑餌（生野草、

野菜くず）、米ぬか、魚粉（かつお節、

いりこ粉末）、大豆粕、かきがら、昆布、

発酵醤油粕、唐辛子。

②薬品・添加物不使用飼育

薬品や、黄身の色を濃

くする添加物などは一切

使用せずに飼育した鶏の

卵です。黄身の色はレモ

ン色、卵本来の色です。

③広い「土」の鶏舎でストレ

スに配慮した飼育

鶏が自由に動き回れる

広い「土」の鶏舎で、季

節の草をたっぷり与え、

自家配合のこだわり飼料

で大切に育てています。

事務局でパック詰めをし

ます。卵パックの回収に

ご協力ください。

6個 310
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「

か

ざ

ぐ

る

ま

」

3本

（120g

）

220 魚肉（スケソウダラ、はも、てんさい糖）、天日塩、みりん

冷

蔵

「

か

特製特製特製特製のピリッとのピリッとのピリッとのピリッと辛味辛味辛味辛味のののの効効効効いたいたいたいた醤油醤油醤油醤油ベースのタレにベースのタレにベースのタレにベースのタレに漬漬漬漬けけけけ込込込込

はも入り無燐竹輪

干物で人気の岡岩商店さんより。鰹ジャーキーは、ビールのおともにピッタリ。はもの湯引きは

添付のポン酢はもちろん、梅肉でいただくと、高級料亭のお味。

合成添加物不使用、でんぷん、卵白不使用。味付けは天日塩のみで魚肉本来の味の竹輪。

そのまま丸かじりが最高です！

無燐無燐無燐無燐（（（（リンリンリンリン））））ってなあにってなあにってなあにってなあに？？？？

一般的に、魚肉（すり身）には保水性や弾力性を向上させるために、食品添加物の「リン酸塩」を加えていま

す。この「リン酸塩」を加えていないすり身を「無リンすり身」と言います。ただし、このリン酸塩は魚肉に添

加されていても加工助剤として表示義務がないため、原材料欄を見ても、使用されているかわかりません。

リンの過剰摂取は、カルシウム不足を招いたり、貧血などの原因になると言われています。

土佐蒲鉾さんの無燐竹輪は魚のすり身に保存としての砂糖だけを加えた、全糖（すり身）を使用しています。

高知のいいものいろいろ！

新登場！土佐蒲鉾（高知市長浜）

岡岩商店の新商品いろいろ！ペット用ジャーキーも新発

35g 634

みみみみ燻煙燻煙燻煙燻煙してしてしてして、、、、ジャーキーにしましたジャーキーにしましたジャーキーにしましたジャーキーにしました。。。。

　　　　噛噛噛噛みみみみ締締締締めるほどにめるほどにめるほどにめるほどに、、、、スパイシーなスパイシーなスパイシーなスパイシーな特製特製特製特製ダレかダレかダレかダレか口口口口にににに広広広広がががが

りますりますりますります。。。。おおおお酒酒酒酒のののの肴肴肴肴はははは勿論勿論勿論勿論、、、、おにぎりおにぎりおにぎりおにぎり、、、、おおおお茶漬茶漬茶漬茶漬けけけけ、、、、パスタパスタパスタパスタ

やややや、、、、ピザのトッピングにもおピザのトッピングにもおピザのトッピングにもおピザのトッピングにもお使使使使いくださいいくださいいくださいいください。。。。

原材料：鰹・天然醸造丸大豆醤油・洗双糖・味の母、ニン

ニク・生姜・唐辛子・コショウ

常

温

160g

（内、身

70g）

634

上上上上ノノノノ加江産加江産加江産加江産のののの骨切骨切骨切骨切したはものしたはものしたはものしたはもの身身身身をををを入入入入れてれてれてれて、、、、生姜生姜生姜生姜でででで香香香香りりりり付付付付

けをしたけをしたけをしたけをした煮凝煮凝煮凝煮凝りですりですりですりです。。。。

原材料：鱧・天然醸造丸大豆醤油・味の母・寒天・生姜

80g 634

上上上上ノノノノ加江産加江産加江産加江産のはもをのはもをのはもをのはもを骨切骨切骨切骨切りしてりしてりしてりして、、、、火火火火がががが通通通通りりりり過過過過ぎないぎないぎないぎない程度程度程度程度

にさっとにさっとにさっとにさっと湯通湯通湯通湯通ししてありますししてありますししてありますししてあります。。。。

原材料：鱧、ポン酢（天然醸造丸大豆醤油・味の母・洗双

糖、ゆず）

1尾 1,267

中土佐町産中土佐町産中土佐町産中土佐町産のののの、、、、高級魚高級魚高級魚高級魚、、、、甘鯛甘鯛甘鯛甘鯛をををを贅沢贅沢贅沢贅沢にににに開開開開きにしましたきにしましたきにしましたきにしました。。。。

身身身身がしっとりとしていてがしっとりとしていてがしっとりとしていてがしっとりとしていて、、、、上品上品上品上品なななな甘甘甘甘みがありますみがありますみがありますみがあります。。。。

原材料：甘鯛・天日塩

魚ジャーキー＜ふか＞
35ｇ 739

高知県産高知県産高知県産高知県産のフカののフカののフカののフカの身身身身をををを、、、、薄薄薄薄くくくく切切切切りりりり、、、、桜桜桜桜チップでチップでチップでチップで燻煙燻煙燻煙燻煙しししし

てててて、、、、噛噛噛噛みみみみ応応応応えのあるえのあるえのあるえのある燻製燻製燻製燻製にににに仕上仕上仕上仕上げましたげましたげましたげました。。。。

　　　　味付味付味付味付けをしていませんがけをしていませんがけをしていませんがけをしていませんが、、、、人人人人がががが食食食食べてもべてもべてもべても美味美味美味美味しくしくしくしく食食食食べべべべ

られますられますられますられます。。。。原材料：ふか、桜チップ

歯磨きジャーキー＜ふか＞
30ｇ 739

高知県産高知県産高知県産高知県産のフカののフカののフカののフカの皮皮皮皮をををを、、、、細細細細くくくく切切切切りりりり、、、、桜桜桜桜チップでチップでチップでチップで燻煙燻煙燻煙燻煙してしてしてして

ありますありますありますあります。。。。フカのフカのフカのフカの皮皮皮皮はははは、、、、研磨力研磨力研磨力研磨力にににに優優優優れていますれていますれていますれています。。。。ワンワンワンワン

ちゃんがちゃんがちゃんがちゃんが皮皮皮皮をををを食食食食べることでべることでべることでべることで歯磨歯磨歯磨歯磨きのきのきのきの効果効果効果効果がありますがありますがありますがあります。。。。よよよよ

くくくく噛噛噛噛んでんでんでんで食食食食べるようにべるようにべるようにべるように与与与与えてあげてくださいえてあげてくださいえてあげてくださいえてあげてください。。。。原材料：

ふかの皮、桜チップ

犬

・

猫

うまうま燻し鰹 100ｇ 634

鰹鰹鰹鰹をををを、、、、桜桜桜桜チップでチップでチップでチップで燻煙燻煙燻煙燻煙してしてしてして、、、、手手手手でほぐせるでほぐせるでほぐせるでほぐせる程度程度程度程度のののの、、、、ソフソフソフソフ

トなトなトなトな燻製燻製燻製燻製にににに仕上仕上仕上仕上げてありますげてありますげてありますげてあります。。。。ワンちゃんワンちゃんワンちゃんワンちゃん、、、、猫猫猫猫ちゃんちゃんちゃんちゃん

にににに、、、、カットしてあるのでカットしてあるのでカットしてあるのでカットしてあるので、、、、そのままでもそのままでもそのままでもそのままでも、、、、ほぐしてフーほぐしてフーほぐしてフーほぐしてフー

ドにドにドにドに混混混混ぜてもぜてもぜてもぜても、、、、美味美味美味美味しくしくしくしく食食食食べてくれますべてくれますべてくれますべてくれます。。。。原材料：鰹、

はもの煮こごり

はもの湯引き（たれ付）

甘鯛開き

スパイシー鰹ジャーキー

犬

用

常

温

冷

凍

ペット用ジャーキーも新発売！

どの商品も、もちろん無添加、無着色、薬品など一切不使用で、店主が、人間の燻製などと同じように、新

鮮なうちに魚をさばき、干して、仕上げたものです。もちろん、どれも人間も一緒に食べられます。

ただし、お塩は一切使っていないので、人間には味気ないかもしれません（笑）

②

④

回

目

掲

載

③

回

目

11

月

①

回

目

配

送

②

④

回

目

掲

載

③

回

目

11

月

①

回

目

配

送

猫

用

ドにドにドにドに混混混混ぜてもぜてもぜてもぜても、、、、美味美味美味美味しくしくしくしく食食食食べてくれますべてくれますべてくれますべてくれます。。。。原材料：鰹、

桜チップ

回

目

配

送

≪5≫



品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④

復活復活復活復活のおのおのおのお茶茶茶茶 85g 300

塩茶クッキー 50g 309

可愛い葉っぱの形です！

 高知県産緑茶パウダーと仁淀川町池川茶葉を練りこんだ、ま

るごと土佐茶を楽しんでいただけるクッキー。

塩茶にすることで、お茶の持つ渋み、苦み、甘み、旨みを引き

立てています。

ごまクッキー 100g 309

サクッと香ばしいごまの味。かめばかむほど、ごまの香ばしさ

が広がります。

青のりクッキー 100g 309

国産の天然青のりをふんだんに使用した磯の香りがふんわり香

るクッキーです。

ハーブクッキー 100g 309 ほんのり爽やかな味がお口に広がります。

ジンジャークッキー 100g 309

高知県産無農薬しょうがの絞り汁とシナモンを使っています。

絶妙な味のハーモニーをお楽しみ下さい。

ホシノ天然酵母を使用し、パン生地で作った珍しいクッキーで

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。

原材料：南部小麦、一

番搾り無添加菜種油

（オーストラリア産、

遺伝子組み換えでない

もの）、洗双糖、天然

塩

　それぞれに上記原材

料の他に追加されま

す。

塩茶クッキー：緑茶パ

ウダー（高知県産）、

茶葉（仁淀川町池川

産）

ごまクッキー：黒ごま

（中国産）

青のりクッキー：国内

産青のり（三河産）

ハーブクッキー：自家

製ローズマリー

ジンジャークッキー：

野いちごの場所のクッキー

卵、牛乳、大豆不使用。無添加で手作りの11種類。心を込めて製造しています。

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））））

備　考

①

回

目

掲

載

②

高知のいいものいろいろ！

酵母クッキー 90g 309

ホシノ天然酵母を使用し、パン生地で作った珍しいクッキーで

す。砂糖控えめでヘルシーなのが特徴です。

ゆずクッキー 100g 309

高知県北川村の池田柚華園さんの無農薬ゆず酢とゆず皮を使用

した、ちょっぴり甘酸っぱい味です。

玄米クッキー 100g 309

高知県南国市の無農薬玄米を使いました。サックリとした食感

と玄米のプチプチ感がたまりません。

きびクッキー 90g 309

栄養価の高い全粒粉に無農薬の小きび（餅きび）を練り込んで

焼き上げました。

麦クッキー 90g 309

オートミール（えん麦とオーガニックアーモンドを練り合わせ

た食物繊維が豊富なクッキーです。

パリポリトマト 90g 309

トマトと相性抜群のバジルをたっぷり使っています。砂糖を

使っていない塩味クッキーです。

単色　赤 １双 154

単色　黄　 １双 154

単色　グレー　 １双 154

単色　薄紅　 １双 154

混合糸　赤・水色・緑 285

混合糸　桃・紫・赤 285

指出しタイプ　赤・緑・水色
372

幼児用２双　桃・水色 186

ジンジャークッキー：

無農薬生姜（大野見

村）

酵母クッキー：ホシノ

天然酵母

ゆずクッキー：ゆず酢

（有機・減農薬栽培混

合）、ゆず皮（有機栽

培・北川村）

玄米クッキー：農薬不

使用玄米（南国市）

きびクッキー：こきび

（自家栽培、近沢スト

アー）

麦クッキー：オート

ミール、北海道産燕麦

パリポリトマト：ドラ

イトマト（高知県産）

2双（各

色1双の

　原木しいたけでもおなじみ、こうち福祉会が運営するあおぞら蒼空舎は、障害を持つ方の豊かな暮らしのために

活動する福祉施設。やさしい手袋は、愛媛県今治市からタオルの残糸を仕入れ、１枚１枚織り上げた綿の手袋で

す。アウトドアでの活動に気持ちのいいこれからの季節に大活躍。色バリエーションも豊富で、その日の気分で変

えるのも楽しいですね。

綿100％。カラー糸だけを使っています。

綿100％。混合糸タイプ。カラー糸と白糸を組み合わせて織り上げていますの

で、生地色は、霜降りのような状態です。

指出しタイプの指の長さは、手の大きさ、指の長さにもよりますが、第二関節が

出るくらいです。

３双（各

色1双の

3双セッ

ト）

②

回

目

配

送

あおぞら蒼空舎のやさしい手袋

③

回

目

掲

載

④

回

目

配

送幼児用２双　桃・水色 186

幼児用２双　赤・水色 186

色1双の

2双セッ

ト）

回

目

配

送
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容量  会員価格 備考（原材料はチラシをご覧ください）

スパゲッティ 500g 394 1.6ｍｍ1.6ｍｍ1.6ｍｍ1.6ｍｍのロングパスタのロングパスタのロングパスタのロングパスタ。。。。あらゆるソースによくあらゆるソースによくあらゆるソースによくあらゆるソースによく合合合合いますいますいますいます。。。。

ペンネ 500g 394 ペンペンペンペン先先先先のののの形形形形をしたショートパスタをしたショートパスタをしたショートパスタをしたショートパスタ。。。。表面表面表面表面にににに溝溝溝溝があるためソースにがあるためソースにがあるためソースにがあるためソースに絡絡絡絡みやすいみやすいみやすいみやすい。。。。

トリコロール　フジッリ 500g 570

有機有機有機有機トマトトマトトマトトマト、、、、有機有機有機有機ホウレンソウをホウレンソウをホウレンソウをホウレンソウを練練練練りこんだトリコロールフジッリりこんだトリコロールフジッリりこんだトリコロールフジッリりこんだトリコロールフジッリ。。。。

スープにスープにスープにスープに入入入入れてもれてもれてもれても華華華華やかやかやかやか。。。。

ナポリ 340g 582

玉玉玉玉ねぎのねぎのねぎのねぎの甘甘甘甘みとオレガノのみとオレガノのみとオレガノのみとオレガノの爽爽爽爽やかなやかなやかなやかな香香香香りでおりでおりでおりでお子様子様子様子様にもやさしいソーにもやさしいソーにもやさしいソーにもやさしいソー

スススス。。。。

バジル 340g 582 野菜野菜野菜野菜のうまみがのうまみがのうまみがのうまみが閉閉閉閉じじじじ込込込込められためられためられためられた、、、、バジルのバジルのバジルのバジルの香香香香りりりり豊豊豊豊かなソースかなソースかなソースかなソース。。。。

アラビアータ 340g 582 パセリやパセリやパセリやパセリや香辛料香辛料香辛料香辛料をををを加加加加えたピリえたピリえたピリえたピリ辛辛辛辛でででで大人向大人向大人向大人向けのソースけのソースけのソースけのソース。。。。

230g 964

460g 1821

オリー

ブ粒

オーガニックオリー

ブ粒（グリーン）

315g 886

ギリシャギリシャギリシャギリシャ産有機産有機産有機産有機オリーブオリーブオリーブオリーブ使用使用使用使用。。。。フレッシュなフレッシュなフレッシュなフレッシュな果実感果実感果実感果実感とととと自然自然自然自然なななな甘甘甘甘みがみがみがみが特徴特徴特徴特徴ですですですです。。。。

種抜種抜種抜種抜きなのできなのできなのできなので食食食食べやすいべやすいべやすいべやすい。。。。

原材料：有機オリーブ（ギリシャ産）、食塩、有機レモン果汁

オーサワの有機スパ

太太太太さ1.7さ1.7さ1.7さ1.7～1.8㎜。～1.8㎜。～1.8㎜。～1.8㎜。イタリアイタリアイタリアイタリア北部産有機北部産有機北部産有機北部産有機デュラムデュラムデュラムデュラム小麦小麦小麦小麦をををを低温低温低温低温でじっくりでじっくりでじっくりでじっくり乾燥乾燥乾燥乾燥ささささ

オーサワジャパン

OG EXV

オリーブオイル

スペインスペインスペインスペイン産産産産オーガニックエクストラバージンオリーブオイルですオーガニックエクストラバージンオリーブオイルですオーガニックエクストラバージンオリーブオイルですオーガニックエクストラバージンオリーブオイルです。。。。

ムソー（むそう商事）

品　名

O

G

パ

ス

タ

ソ

ー

ス

O

G

パ

ス

タ

そのまま、おつまみに！きざんでサラダや、パスタソースに加えたり!

オーサワの有機スパ

ゲッティ

500g 288

太太太太さ1.7さ1.7さ1.7さ1.7～1.8㎜。～1.8㎜。～1.8㎜。～1.8㎜。イタリアイタリアイタリアイタリア北部産有機北部産有機北部産有機北部産有機デュラムデュラムデュラムデュラム小麦小麦小麦小麦をををを低温低温低温低温でじっくりでじっくりでじっくりでじっくり乾燥乾燥乾燥乾燥ささささ

せているのでせているのでせているのでせているので、、、、腰腰腰腰がががが強強強強くくくく歯歯歯歯ごたえしっかりごたえしっかりごたえしっかりごたえしっかり。。。。小麦小麦小麦小麦のののの美味美味美味美味しさをしさをしさをしさを感感感感じることがでじることがでじることがでじることがで

きますきますきますきます。。。。原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

アルチェネロ

有機全粒粉スパゲッ

ティ

500g 401

太太太太さ1.6さ1.6さ1.6さ1.6㎜、㎜、㎜、㎜、クリームベースやしょうゆベースのソースによくクリームベースやしょうゆベースのソースによくクリームベースやしょうゆベースのソースによくクリームベースやしょうゆベースのソースによく合合合合うううう。。。。

原材料：有機デュラム小麦の全粒粉（イタリア産）

アルチェネロ　有機

タリアテッレ

250g 401

幅広幅広幅広幅広のののの平打平打平打平打ちロングパスタちロングパスタちロングパスタちロングパスタ。。。。クリームベースやクリームベースやクリームベースやクリームベースや、、、、ミートソースなどにミートソースなどにミートソースなどにミートソースなどに。。。。

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

オーガニックマカロ

ニ

300g 295

もちもちとしたなめらかなもちもちとしたなめらかなもちもちとしたなめらかなもちもちとしたなめらかな食感食感食感食感。。。。細細細細めめめめなのでサラダやグラタンにもなのでサラダやグラタンにもなのでサラダやグラタンにもなのでサラダやグラタンにも使使使使いやすいやすいやすいやす

いいいい。。。。

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

アルチェネロ有機マ

カロニ

250g 279

太太太太めのマカロニめのマカロニめのマカロニめのマカロニ。。。。腰腰腰腰がががが強強強強くくくく小麦小麦小麦小麦のののの香香香香りりりり豊豊豊豊かかかか。。。。

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

オーガニックペンネ 300g 295

ソースのソースのソースのソースの絡絡絡絡みやすいペンみやすいペンみやすいペンみやすいペン型型型型のショートパスタのショートパスタのショートパスタのショートパスタ。。。。コクのあるコクのあるコクのあるコクのある味味味味わいわいわいわい

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

アルチェネロ　有機

パスター・フラワー

250g 278

可愛可愛可愛可愛いいいい花型花型花型花型パスタパスタパスタパスタ。。。。もちもちとしたもちもちとしたもちもちとしたもちもちとした食感食感食感食感でででで美味美味美味美味しいしいしいしい。。。。

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

オーガニックキッズパス

タ（サファリ）

456

オーガニックキッズパス

タ（ディノザウルス）

456

トマト＆バジル 577 原材料：有機トマト、バジル（イタリア産）、食塩

トマト＆香味野菜 577

原材料：有機トマト・ズッキーニ・食用オリーブ油・

にんじん・玉ねぎ・セロリ・パプリカ（イタリア産）、食塩（海塩）、

有機ガーリックパウダー・バジル（イタリア産）、有機砂糖（コスタリカ産）

パ

ス

タ

300g

かわいいかわいいかわいいかわいい動物動物動物動物やややや恐竜型恐竜型恐竜型恐竜型パスタパスタパスタパスタ。。。。

サファリサファリサファリサファリ（（（（キリンキリンキリンキリン、、、、ワニワニワニワニ、、、、サルサルサルサル、、、、ライオンライオンライオンライオン、、、、ゾウゾウゾウゾウ））））

ディノザウルスディノザウルスディノザウルスディノザウルス（（（（ティラノサウルスティラノサウルスティラノサウルスティラノサウルス、、、、トリケラトプストリケラトプストリケラトプストリケラトプス、、、、ステゴザウルスステゴザウルスステゴザウルスステゴザウルス））））

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ（イタリア産）

ア

ル

チ

ェ

ネ

ロ

有

機

パ

ス

タ

ソ

ー

ス

350g

面

白

い

形

の

パ

ス

タ

。

サ

ラ

ダ

や

ス

ー

プ

炒めた野菜や、ベーコンを

足して、ボリュームアップ。

ミネストローネのベースに

使っても美味しい!

ス

《7》



自然食通信社の本～新刊からロングセラー本まで

《《《《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》》》》 「「「「からだのーとからだのーとからだのーとからだのーと」、「」、「」、「」、「ワインとパンにワインとパンにワインとパンにワインとパンに恋恋恋恋してしてしてして」、「」、「」、「」、「おいしいかおいしいかおいしいかおいしいか

らららら野菜料理野菜料理野菜料理野菜料理 季節季節季節季節におそわるレシピにおそわるレシピにおそわるレシピにおそわるレシピ777777777777」、「」、「」、「」、「誕生誕生誕生誕生をををを待待待待つつつつ生命生命生命生命 母母母母とととと娘娘娘娘のののの愛愛愛愛とととと相克相克相克相克」」」」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））））

ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！！！！！

土はケース単位でのご注文のみとなります。ご了承ください。

1111ケースケースケースケース入入入入りりりり数数数数 5L 10袋、12L 4袋

はじめよう！オーガニック家庭菜園ライフ‼ これからの季節にも蒔けます。

たためる布プランターも人気です。

《《《《ナチュラルライフステーションナチュラルライフステーションナチュラルライフステーションナチュラルライフステーション》》》》

有機種子有機種子有機種子有機種子・・・・有機種子家庭菜園有機種子家庭菜園有機種子家庭菜園有機種子家庭菜園セット・セット・セット・セット・布布布布プランター・プランター・プランター・プランター・培養土培養土培養土培養土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））））

コールドプレスジュースをご家庭で！野菜の栄養生しぼり

《《《《ゼンケンゼンケンゼンケンゼンケン》》》》低速回転式低速回転式低速回転式低速回転式ジューサージューサージューサージューサー ベジフルベジフルベジフルベジフルⅡⅡⅡⅡ＆＆＆＆ベジフルベジフルベジフルベジフルZZZZ

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

中止品中止品中止品中止品

やきとりセット塩味・焼き鳥モモ串・焼き鳥ムネ串・焼き鳥砂肝串・焼き鳥レバー串（秋川牧園）・塩メープルカシューナッツ（サン

品名品名品名品名 変更前変更前変更前変更前

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。

魚焼きグリル・オーブントースターで、サクッとふっくら、おうちホットサンド

《《《《オークスオークスオークスオークス株式会社株式会社株式会社株式会社》》》》グリルホットサンドメッシュグリルホットサンドメッシュグリルホットサンドメッシュグリルホットサンドメッシュ

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：3,5913,5913,5913,591円円円円〈〈〈〈チラシチラシチラシチラシ価格価格価格価格 3,7803,7803,7803,780円円円円（（（（税込税込税込税込））））のののの5555％％％％引引引引きききき〉〉〉〉

事務局事務局事務局事務局でででで試試試試してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。

手軽にサクサクのホット

サンドができます。コンパ

クトなので、収納場所も取

りません。本当におすすめ

です。

ふんわり軽くスエードのように滑らかな、軽ふわ寝具が好評です。

《《《《山繊山繊山繊山繊》》》》南木曽庵南木曽庵南木曽庵南木曽庵 木製蒸木製蒸木製蒸木製蒸しししし器器器器、、、、おひつおひつおひつおひつ、、、、

まなまなまなまな板板板板＆＆＆＆シールシールシールシール織織織織りりりり綿毛布綿毛布綿毛布綿毛布・シーツ・シーツ・シーツ・シーツ＆＆＆＆クスノキのクスノキのクスノキのクスノキの防虫剤防虫剤防虫剤防虫剤

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

ただしただしただしただし、、、、特価品特価品特価品特価品はチラシはチラシはチラシはチラシ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：ベジフルベジフルベジフルベジフルⅡⅡⅡⅡ 28,65228,65228,65228,652円円円円〈〈〈〈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30303030％％％％引引引引きききき〉〉〉〉

ベジフルベジフルベジフルベジフルZZZZ 26,78426,78426,78426,784円円円円〈〈〈〈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20202020％％％％引引引引きききき〉〉〉〉

中止品中止品中止品中止品

やきとりセット塩味・焼き鳥モモ串・焼き鳥ムネ串・焼き鳥砂肝串・焼き鳥レバー串（秋川牧園）・塩メープルカシューナッツ（サン

コー）


