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※宅配会員さんには1/23(月)に2月の注文書を発送予定です。
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2017年もどうぞよろ

しくお願いします。

1月は、高知県香南

市の山で獲った猪肉、

土佐市のうるめいわし

など、高知の旨いもん

いろいろ。冬野菜も、

種類豊富になってきま

した。モリモリ食べて、

寒い冬を乗り切りま

しょう！

冬季休業（配送、事務所お休みです）



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 基準

七草（粥用） 1セット 323

お正月疲れの胃腸に七草粥はいかがですか？正雄さ

んの畑に生えている安全な野草を摘み、七草に足り

ない分は野菜を足してお届けします。

A

人参 300g 206 品種：向陽

生姜 150g 258 品種：自家種

田芋 300g 258 品種：自家種

さつまいも 500g 335 品種：紅はるか

白菜 1玉 217/kg 品種：きらぼし

ブロッコリー 1個 258 品種：グリーンパステル

キャベツ 1個 310 品種：輝岬

カリフラワー 1個 258 品種：美里

大根 1本 217 品種：冬職人

ほうれん草 150g 206 品種：弁天丸

菊菜 130g 206 品種：中太葉

小松菜 150g 206 品種：ナナミ

井上正雄

さん

（南国市）

野菜単品（高知県内）

品　名

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。

青ねぎ 120g 206 品種：自家種

水菜 150g 206

かぼちゃ（万次郎） 1個 516/㎏ 品種：万次郎

かぼちゃ（日本南瓜） 1個 258/㎏
品種：自家種　水分多め、甘みのある昔ながらの日本南瓜。細長い形。

サニーレタス 1玉 206 品種：レッドファイヤー

レタス 1玉 258 品種：シスコ

囲い生姜 150g 267

囲い生姜（親） 400g 446

里芋 500g 387 品種：自家種・セレベス

キャベツ 1玉 452 品種：とくみつ A

人参 400g 236

ジュース用人参 700g 323

ケール 2枚 232

ケール（お得用） 7〜8枚 732

さつまいも 400g 228 品種：安納

さつまいも 400g 228 品種：紅はるか

品種：自家種・土佐一

品種：ジューシーグリーン

品種：ひとみ・ちはま・彩誉・アロマレッド・ゆめ

はま

わたなべ

農園

（香美市）

AA

AA

AA

A
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　　品　　　名 容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 基準

弘岡かぶ 約400g 258 甘みがあって、とっても美味しい！

白菜（オレンジ） 1個 516

品種：オレンジクイーン　中がオレンジの白菜。サラダで

も。

ミニ白菜 1個 258 品種：タイニーシュシュ　使いやすいミニサイズの白菜。

パクチー 50g 194

スパイスのコリアンダーの葉です。ベトナムやタイ料理に

使われることが多く、独特の香りは好き嫌いが分かれます

が、らーめんやサラダに少し混ぜるだけで、アジアン料理

に早変わり！

カット白菜（紫） 1/4カット 39/100g 品種：紫奏子　紫色の白菜。サラダのいろどりにどうぞ。

里芋 500g 279

さつまいも 500g 279

青ねぎ 100g 139

葉にんにく 200g 209

A

野菜単品（高知県内）

A

勇気百

倍農園

（高知

市）

夢産地

とさやま

開発公社

農薬・化学肥料不使用

※さつまいもの品種は選べません。

葉にんにく 200g 209

カットかぼちゃ 500gカット 209

1kg 452

500g 232

冬瓜 1個 129/㎏

窪川有機

（窪川町）

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

井上正弘

（土佐市）

ぎんなん 200g 258 農薬・化学肥料不使用 A

蒼空舎 原木しいたけ

１パック

(170g)

258

四万十中流の大正町から切り出した原木クヌギを使い、増

収剤などの薬剤を使用せず栽培しています。

A

野菜単品（高知県外）

玉ねぎ 1kg 393

じゃがいも 1kg 445

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

かざくる

ま（高知

市）

さつまいも

品種：土佐紅

農薬・化学肥料不使用
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 基準

200ｇ

580

門田農園（高知市土佐山）。品種名：かおり野

農薬使用回数：7回（開花後は無し）

B

1kg 361

2kg 658

お徳用みかん 2kg 439

皮が黒っぽくなったり、傷がありますが、食味には問題あ

りません。

ポンカン 1.7㎏ 774 うす皮ごと食べられるのがうれしい。

ネーブル 1.7㎏ 774

酸味甘味のバランスが良い。ネーブルとは“へそ”の意味

だそうです。

徳用ネーブル 2kg 516

皮が黒っぽくなったり、傷がありますが、食味には問題あ

りません。

文旦 774

もんちゃんいちご

土佐山門田さんより完熟いちごをお届けします。

「自分の子供が水洗いなしに、そのままいちごにかぶりついても安心して食べられるように」をモットーに、

苗の時期には、やむ得ない場合には必要に応じて病害虫の薬剤散布をしていますが、開花後の農薬散布はして

いません。

品　名

いちご

井上正弘さんの早生みかん

みかん
味が乗ってきてさらにおいしくなりました。

A

A

(

有

機

J

A

S

)

井上正弘

文旦 1.7㎏ 774 高知の代表的な果物といえば文旦ですね。

セットみかん 1袋 1,097 柑橘類がいろいろ入って楽しいセット。

2.5kg程度

（バラ）
2,150

5kg箱入り 4,269

10kg箱入り 7,800

2.5kg程度

（バラ）
1,460

5kg箱入り 2,814

10kg箱入り 4,958

B

)

ふじ

田村農園

（青森県弘前市）

田村農園（青森県中津軽郡岩木町）

化学肥料不使用、農薬使用剤数は青森県の慣行農法の5割未満。

2016年8月現在、青森県のリンゴの放射能は不検出です。（青森

県HPの青森県農林水産物の放射性物質調査結果より）定量下限

値：セシウム134　15Bq/kg,、セシウム137　10Bq/kg）

C

　　竹嶋有機農園のリンゴ「サンふじ」田村農園「ふじ」

シャキッとした歯ごたえと、蜜の入った果汁もたっぷり、甘みと酸味のバランスが良いのが特徴です。

サンふじは無袋栽培で太陽の恩恵をいっぱいに受けて、ジューシーでコクのある味わいに育ちます。

サンふじ

竹嶋有機農園

（青森県県南津軽郡藤

崎町）

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：８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。

※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。

※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。

2016年9月現在青森県のりんごの放射能は不検出です定量下限

値：ヨウ素.0.6Bq,セシウム134　0.6Bq/㎏、セシウム137

1Bq/kg ）

※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

《４》



1月の新共同購入品

「純国産 北海道ぼーろ」

北海道産のほうれん草とかぼちゃを

「純国産 北海道米の

甘だれ醤油せんべい」

ふっくらとした生地に、

甘じょっぱい味付けをし

ています。

ノースカラーズのお菓子

北海道産を中心とした国産原料100％、

外国産パーム油を使わず、国産米油を

100％使用しています。

「純国産 北海道米

の野菜せんべい」

ふっくらとした生地に、

ほのかな塩味で味付けを

しています。

野菜の味は

そこまで

強くはないので、

野菜嫌いの

お子様にも

お試しください。

「国産小麦のベルギー

ワッフル バター」

バターの香り豊かな

ワッフルです。

「国産小麦のベルギー

ワッフル ココア」

丁寧に焼き上げたコ

コアとバターの香り豊

かなワッフルです。

安心素材のワッフル クロスロード

国産小麦粉、国産バターと有機シュガーを使用

し、ひとつひとつ手作りでオーブントースターな

どで少し温めると、より一層おいしくお召し上が

りになれます。お好みでヨーグルトやジャムを

トッピングしてください。

「タイ・カオソーイスープ」 むそう商事

カオソーイはタイの北部（チェン

マイ)の名物郷土料理。ココナッツミ

ルクを使い、辛味・酸味・甘味が見

事に調和の取れたカレースープです。

米麺や中華麺などお好きな麺とご一

緒に本格派タイカレーラーメンをお

容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤
原材料

260

うるち米（北海道）、米粉（日本）、醤油（大豆：北海道、小麦：北海道、食

塩）、砂糖大根糖（北海道）

260

うるち米（北海道）、米粉（日本）、にんじん、（北海道）、かぼちゃ（北海

道）、米油（日本）、食塩（北海道）

100g 220

ばれいしょでん粉（北海道）、てんさい糖（北海道）、水あめ（日本）、卵

（北海道）、脱脂粉乳（北海道）、全粉乳（北海道）、かぼちゃ粉末（北海

道）、ほうれん草粉末（北海道）

1個 177

小麦粉（北海道他）、砂糖【蔗糖（沖縄、鹿児島、北海道他）、有機砂糖（パ

ラグアイ）】、卵（鹿児島、愛媛、香川）、牛乳（静岡）、バター（九州）、

蜂蜜（メキシコ）、パン酵母、食塩

1個 177

小麦粉（北海道他）、砂糖【蔗糖（沖縄、鹿児島、北海道他）、有機砂糖（パ

ラグアイ）】、卵（鹿児島、愛媛、香川）、牛乳（静岡）、バター（九州）、

ココアパウダー（アフリカ、東南アジア）、蜂蜜（メキシコ）、パン酵母、食

塩

230g

（1食分）

492

有機ココナッツミルク、野菜（玉ねぎ、たけのこ）、有機カオソーイペースト

（有機ココナッツミルク、有機唐辛子、有機シャロット、有機ターメリック、

有機砂糖、有機大豆、食塩、有機コリアンダー、米油、カルダモン）、鶏肉、

ナンプラー（魚醤（魚介類））／酸味料（クエン酸）

品　名

純国産　北海道ぼーろ

純国産　北海道米の甘だ

れ醤油せんべい

純国産　北海道米の野菜

せんべい

ベルギーワッフル　ココ

ア

ベルギーワッフル　バ

ター

タイ・カオソーイスープ

15g×5

袋

北海道産のほうれん草とかぼちゃを

また、小さなお子さまにも人気のミ

ルクが入っています。

目にも楽しい 3 色のぼーろ、口に入

れるとほんのり甘さが広がります。

緒に本格派タイカレーラーメンをお

楽しみください。揚げた麺をトッピ

ングすると本格タイ料理風に。

袋（レトルトパウチ）を封を切ら

ずに熱湯に入れ５～７分間温めて、

熱い間にお召し上がり下さい。
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猪肉（高知県香美市）　　野じ庵

　猟師の野尻さんが罠猟で捕り、捌いた猪肉。丁寧に処理されているので、生臭みもなくとてもおいしいで

す（鹿肉も出荷準備が整い次第ご紹介します）。※すね肉以外はスライスでご紹介していますが、ブロック

でも600g以上でお届けできます。希望部位と希望量目（600g以上100g単位）を特注記入欄にお書きく

ださい。価格はスライスよりも50円/100gお得です。

②回目注文書掲載 ③回目配送

高知のいいものいろいろ！

部位ごとによってお肉の柔らかさや味は異なってきます。

おすすめの食べ方を教えてもらいました。

野じ庵の野尻さんより

最近ジビエという言葉を見たり聞いたりすることが多いと思いますが、ジビエとは狩猟によって捕獲さ

れた野生鳥獣肉のことです。

もちろん家畜として飼っているわけではないため、個体によって様々な味を見せるのが特徴です。ここで

販売しているお肉は猟師が自信を持って食べていただきたいと思う猪肉です。

イノシシを罠猟で捕獲し生きたまま血抜きを行うため、獣臭さや血の臭みはありません。

イノシシ肉は牛肉や豚肉よりもタンパク質が豊富で鉄分は牛、豚の３倍以上です

背骨の両側に沿って付いているお肉です。イ

ノシシ肉で一番柔らかい部位です。皮側に脂が

のり、炭で焼いて食べるのが極上の贅沢な食べ

方です。

薄くスライスされているものであれば、しゃぶ

しゃぶにして食べるのもおススメです。

両肩に付いているお肉です。

お肉に脂のさしが入っており、焼いて食べると

ジューシーな味わいです。

足のお肉です。他のお肉より少し弾力がありま

す。焼いていただいても、もちろん美味しく頂け

ますが、猪汁など時間をかけて煮るとお肉が柔ら

かくなり、また違った食感が楽しめます。

お腹周りのお肉です。

脂が多く、大きい個体になると脂とお肉の層が

三層になる物もあります。炒め物や汁に入れて

も美味しく食べられます。

煮込煮込煮込煮込みみみみ用用用用ののののモモの筋や筋肉の部位です。これ

は長時間煮ていただくことによってお肉が柔ら

かくなり、出汁が出て深みのある猪汁や煮込み

が楽しめます。。が楽しめます。。
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品　名 容量
会員価格 ① ② ③ ④ ⑤

300ml 715

720ml 1,625

はも入り無燐竹輪

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

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！

米（高知産）、麹、水

賞味期間：一年　常温保存

まいまいしゅ　(辛口)

お待たせしました！

農宿　はこばのどぶろく（高知県四万十町）

大正町の静かな山あいの集落にある農家民宿です。丹精込めた自家米（減農薬）でどぶろくを作って泊まり客

に提供しています。その味はさわやかな辛口。酒飲みの舌にも絶品の味だとか。

「一昔前まで濁酒は農家の自家用酒として密かに作られ、その味を楽しまれて来ました。

　作った人によって様々な味が生まれ、あの叔母ちゃんのは酸っぱい、あそこのは甘いと評価され個人名のついた名前で

呼ばれて来ました。今は濁酒特区として製造する事が法律で認められ各地で農家が製造しています。７年前シチリアを旅

行したさい現地の農家民宿に宿泊したときそこのワインを戴きました。私たちに置き変えれば濁酒です。その時私も濁酒

を作ってみようと思いました。私の作ったお米、ここの水、蔵元がある点ではワインと同じです。皆さんのお気に入りの

一つに加えて頂ければ幸いです。]

（農家民宿　はこば　http://park7.wakwak.com/~hakobas）

備考

土佐蒲鉾（高知市長浜）　はも入り無燐（リン）竹輪

高知のいいものいろいろ！

（120g）

一本釣りうるめいわし

ぶっかけ漬け丼

60g×2 500

一本釣りうるめいわし

のカルパッチョ

50g 280

一本釣りうるめいわし

100％つみれ団子

8玉 324

100g 378

500g 1,620

白菜キムチ（刻み） 250g 554

白菜キムチ（刻みなし） 600g 1,109

カクテキ（大根キムチ） 250g 554

白菜（高知県／農薬・化学肥料不使用）、漬け材料（大根、唐辛子

粉、にんにく、リンゴ、玉ネギ、黒糖、アミエビ、生姜、ごま、イ

カ塩辛、魚醤、松の実、昆布、天日塩

大根（高知県／農薬・化学肥料不使用）、漬け材料（唐辛子粉、に

んにく、リンゴ、玉ネギ、黒糖、アミエビ、生姜、水あめ、ごま、

宇佐もん工房の一本釣りうるめいわし

　鮮度抜群の宇佐の一本釣りうるめいわしを発信するプロジェクトにより、2011年に設立されたうるめいわし専門の『宇

佐もん工房』。漁港にほぼ併設する形になっており、水揚げ後は最速のルートで工房へ持ち帰り加工しています。ぶっか

け漬け丼、カルパッチョは解凍してそのまま、つみれは汁物などに入れてお召し上がりください。

土佐キムチのコチジャン、キムチ

　材料にこだわってキムチづくりをする土佐キムチさん。特に土といのち用には、農薬、化学肥料不使用の野菜を使用して

います。今の時期はキムチ鍋も美味しいですね。コチジャンはスティック野菜につけたり、アツアツごはんにのせてそのま

まはもちろん、炒めもの、鍋物と万能な韓国の調味料。手作りならではまろやかな美味しさです。ぜひお試しください。

薄薄薄薄くスライスしたうるめいわしをオリーブオイルとくスライスしたうるめいわしをオリーブオイルとくスライスしたうるめいわしをオリーブオイルとくスライスしたうるめいわしをオリーブオイルと塩塩塩塩につけてあにつけてあにつけてあにつけてあ

りますりますりますります。。。。サラダなどのトッピングにしておサラダなどのトッピングにしておサラダなどのトッピングにしておサラダなどのトッピングにしてお召召召召しししし上上上上がりくださいがりくださいがりくださいがりください。。。。

原材料：うるめ鰯、食用オリーブ油、食塩

解凍解凍解凍解凍しししし炊炊炊炊きききき立立立立てごてごてごてご飯飯飯飯にかけるだけでにかけるだけでにかけるだけでにかけるだけで、、、、地元地元地元地元でしかでしかでしかでしか味味味味わえないわえないわえないわえない新鮮新鮮新鮮新鮮

なななな特製特製特製特製たれたれたれたれ漬漬漬漬けけけけ丼丼丼丼がいただけますがいただけますがいただけますがいただけます。。。。

原材料：うるめいわし、みりん、醤油（大豆、小麦を含む）

　かつお節、米

そのままそのままそのままそのまま、、、、おおおお鍋鍋鍋鍋やおやおやおやお汁汁汁汁にににに使用出来使用出来使用出来使用出来るるるる便利便利便利便利なななな団子団子団子団子タイプですタイプですタイプですタイプです。。。。うるうるうるうる

めいわしのめいわしのめいわしのめいわしの味味味味わいがわいがわいがわいが濃濃濃濃くくくく、、、、すりすりすりすり身自体身自体身自体身自体からもダシもからもダシもからもダシもからもダシも出出出出るるるる本格的本格的本格的本格的なななな

こだわりすりこだわりすりこだわりすりこだわりすり身身身身のののの仕上仕上仕上仕上がりですがりですがりですがりです。　。　。　。　原材料：魚肉（うるめいわし

100％）、玉葱、葱、鳥皮、　片栗粉、　食塩、酒、砂糖、胡椒

もち米（高知県南国市・溝渕純一）、麦こうじ（下郷農協）、唐辛

子（中国産）、天日塩（オーストラリア）

自家製　コチジャン

人気のオイルサーディンもお忘れなく！

カクテキ（大根キムチ） 600g 1,109

んにく、リンゴ、玉ネギ、黒糖、アミエビ、生姜、水あめ、ごま、

イカ塩辛、魚醤、松の実、昆布、天日塩

※原材料の一部にトウモロコシを含む
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150ml 2,376

120ml 3,240

50ml 5,292

10ml 3,456

もうお試しいただけましたか？（有）アフロディア

農薬、化学肥料、除草剤を一切使用しない自家農園（南国にしがわ農園）でグアバ栽培に取り組み、グ

アバピューレ、グアバ茶、そしてグアバ葉エキスなどを使ったオーガニックコスメを開発販売していま

す。

石油由来・化学合成成分を使用しない、できるだけシンプルな処方を実現

国産オーガニックコスメ「天海のしずくオーガニック」　（有）アフロディア

　高知の自家農園で農薬・化学肥料・除草剤を一切使用せず、徹底して自然栽培したグアバをはじめとする植物原

料を使用しています。全成分の95%以上を天然由来原料で、全植物成分の90%以上にオーガニック原料を使用。

基礎化粧品だけでなく、ファンデーションも付け心地がとても良いです。

※使用成分等は、12月に配布しましたチラシをご覧ください。お手元にない場合は、事務局までお知らせくださ

い。

オーガニックホイップソープ

プッシュするだけで出てくるきめ細やかな泡が、毛穴の奥の汚

れまで浮かせ、洗顔後の肌に透明感としっとりとした潤いを与

えます。

オーガニックローション

オーガニックエッセンス

フィトシードオイル

国産植物の力を凝縮したとろみ化粧水。ふっくらとした透明感

のある強く美しいお肌へ整えます。

天然由来100％の保湿美容液。べたつきのないみずみずしい潤

いと透明感をもたらします。

驚くほどべたつかず、肌にすっと溶け込むようになじんだ後は

オイルの成分が角質層の密度を高め、乾燥に揺るがないお肌を

育みます。

高知のいいものいろいろ！

5g 3,456

5点 2,268

５包 540

30包 2,808

ミネラルファンデーション

自然な艶と立体感を与え、しっとりなめらかなセミマット肌に

仕上がります。フィトシードオイルを加えれば、クリームファ

ンデーションとしてお使いになれます。

ジュジュグアバ

ティー

ティバッグなので、カップに手軽に、またやかんに2Lの水と

ティバッグ1包を入れて沸騰してから5分間煮出せば、たっぷり

飲めてとても経済的です。

原材料：グアバ　（有）アフロディア

トライアル５点セット

ホイップソープ15ml、ローション10ml、エッセンス5ml、ミ

ネラルファンデーション0.3g、フィトシードオイル2ml

飲みやすい、ノンカフェイン、安心（有機JAS ・高知県の自家農園で徹底した自然栽培

ジュジュグアバティー

　極度の敏感肌だったご自身の体験から、安全安心な原料を厳選した化粧品が出来上がりましたが、 美

を追求すればするほど、やはり外側からのケア（化粧品）以上に、内側からのケアの大切さを実感した

というアフロディアの社長西川きよさん。高知県の事業認定を受け、高知大学などの協力の下、商品化

したグアバティです。

美味しくて安心！そしてポッコリをスッキリ

①①①①糖糖糖糖のののの体内吸収体内吸収体内吸収体内吸収をををを阻害阻害阻害阻害

市販のグァバ茶に比べ、ポリフェノールポリフェノールポリフェノールポリフェノール含量含量含量含量及び

糖糖糖糖のののの体内吸収体内吸収体内吸収体内吸収をををを担担担担ううううαααα----アミラーゼをアミラーゼをアミラーゼをアミラーゼを阻害阻害阻害阻害するするするする働働働働きがきがきがきが高高高高いいいい ことが明らかとなり、

飲料としての優位性が認められました。

②②②②脂質脂質脂質脂質のののの吸収吸収吸収吸収をををを抑制抑制抑制抑制

4つの市販ペットボトル飲料（ウーロン茶、プーアルウーロン茶、緑茶、グァバ茶）よりも高いリパーゼ阻

害能を示すことが分かりました。

リパーゼは体内で脂質を分解する酵素で、この酵素に対して阻害能を有する食品は、脂質の吸収を抑制し、

肥満を予防することが期待されています。肥満を予防することが期待されています。
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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
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容量
会員価格

備　　　考

120g 651

厳選厳選厳選厳選したしたしたした有機素材使用有機素材使用有機素材使用有機素材使用　　　　動物性原料動物性原料動物性原料動物性原料・・・・化学調味料化学調味料化学調味料化学調味料・・・・乳化剤乳化剤乳化剤乳化剤・・・・着色料着色料着色料着色料・・・・添加物添加物添加物添加物・・・・保存料不使用保存料不使用保存料不使用保存料不使用

原材料：有機小麦粉、有機パーム油、食塩、有機トマトペースト、有機砂糖、有機オニオンパ

ウダー、有機カレーパウダー、有機ウスターソース、有機ジンジャーパウダー、有機ガーリッ

クパウダー（原材料の一部に大豆、リンゴ含む）

14g 507

ハバネロハバネロハバネロハバネロ使用使用使用使用　　　　自分自分自分自分のののの分分分分だけカレーをもっとだけカレーをもっとだけカレーをもっとだけカレーをもっと辛辛辛辛くできるスパイスくできるスパイスくできるスパイスくできるスパイス

原材料：クミン、カルダモン、黒胡椒、唐辛子、シナモン、ハバネロ、クローブ、ガーリック

19g 355

七味七味七味七味のうえゆくのうえゆくのうえゆくのうえゆく洋風八味洋風八味洋風八味洋風八味、、、、パスタやサラダパスタやサラダパスタやサラダパスタやサラダ、、、、和食和食和食和食にもかけてプラスひとにもかけてプラスひとにもかけてプラスひとにもかけてプラスひと味味味味。。。。

原材料：唐辛子、オニオン、黒胡椒、パセリ、バジル、オレガノ、ガーリック、ミント

13g 203

1パックでカップ1パックでカップ1パックでカップ1パックでカップ約2杯分約2杯分約2杯分約2杯分のホットワインができますのホットワインができますのホットワインができますのホットワインができます。。。。

 赤 赤 赤 赤ワインをワインをワインをワインを温温温温めためためためた甘甘甘甘いいいい飲飲飲飲みみみみ物物物物ですのでおですのでおですのでおですのでお酒酒酒酒がががが弱弱弱弱いいいい方方方方でもおでもおでもおでもお楽楽楽楽しみいただけますしみいただけますしみいただけますしみいただけます。。。。

リンゴのコンポートなどにもリンゴのコンポートなどにもリンゴのコンポートなどにもリンゴのコンポートなどにも応用応用応用応用できますよできますよできますよできますよ。。。。

原材料：シナモン、クローブ、オレンジピール、粗糖

19g 203

1パックでティーカップ1パックでティーカップ1パックでティーカップ1パックでティーカップ約2杯分約2杯分約2杯分約2杯分、、、、湯湯湯湯とととと牛乳牛乳牛乳牛乳をごをごをごをご用意用意用意用意していただくだけでしていただくだけでしていただくだけでしていただくだけで、、、、

とってもとってもとってもとっても簡単簡単簡単簡単にチャイができるスパイスですにチャイができるスパイスですにチャイができるスパイスですにチャイができるスパイスです。。。。

原材料：粗糖、紅茶葉、シナモン、カルダモン、フェンネル、フェヌグリーク、アニス、メー

20g 203

酢酢酢酢とととと水水水水をををを用意用意用意用意しししし、、、、本品本品本品本品をををを加加加加ええええ沸沸沸沸かしますかしますかしますかします。。。。

冷冷冷冷めてからめてからめてからめてから、、、、野菜野菜野菜野菜をををを漬漬漬漬けて2けて2けて2けて2日間冷蔵庫日間冷蔵庫日間冷蔵庫日間冷蔵庫でででで寝寝寝寝かせたらできあがりかせたらできあがりかせたらできあがりかせたらできあがり！！！！

ミックススパイスは、使い方次第でいろいろ応用が利くので、とっても便利です。

品　名

オーガニックカレー

ルー（中辛）

マジカラ

洋風八味

ホットワインスパイス

王様のチャイスパイス

ピクルススパイス

年末年始のごちそうの後は、カレーや、

スパイスの効いた料理が食べたくなりま

せんか？

※井上スパイスのスパイスは、次回取り

扱いは7月を予定しています。

また、各種単品のスパイス類は、残念な

がらメーカー中止となりました。

お

おせちの後にはカレーもね！

井上スパイス特集

20g 203 冷冷冷冷めてからめてからめてからめてから、、、、野菜野菜野菜野菜をををを漬漬漬漬けて2けて2けて2けて2日間冷蔵庫日間冷蔵庫日間冷蔵庫日間冷蔵庫でででで寝寝寝寝かせたらできあがりかせたらできあがりかせたらできあがりかせたらできあがり！！！！

原材料：砂糖、自然塩、赤唐辛子、ローレル、黒胡椒、ディル、ガーリックフレーク

30ｇ 147

最高級最高級最高級最高級ベトナムベトナムベトナムベトナム産産産産シナモンに3シナモンに3シナモンに3シナモンに3種類種類種類種類のののの砂糖砂糖砂糖砂糖をブレンドをブレンドをブレンドをブレンド。。。。

コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー、、、、ドーナツドーナツドーナツドーナツ、、、、フレンチトーストフレンチトーストフレンチトーストフレンチトースト、、、、焼焼焼焼きリンゴなどきリンゴなどきリンゴなどきリンゴなど、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子やパンにもおススメやパンにもおススメやパンにもおススメやパンにもおススメ。。。。

原材料：三温糖、シナモン、果糖、グラニュー糖

15g 203

1/2カップのヨーグルトと1/2カップのヨーグルトと1/2カップのヨーグルトと1/2カップのヨーグルトと本品本品本品本品をををを混混混混ぜてぜてぜてぜて、、、、肉肉肉肉をををを漬漬漬漬けけけけ込込込込みますみますみますみます。。。。

 冷蔵庫 冷蔵庫 冷蔵庫 冷蔵庫でねかせたらでねかせたらでねかせたらでねかせたら、、、、オーブンやフライパンでオーブンやフライパンでオーブンやフライパンでオーブンやフライパンで焼焼焼焼くだけくだけくだけくだけ。。。。

原材料：食塩、コリアンダー、クミン、唐辛子、ローレル、ガーリック、ジンジャー、ガラム

マサラ、ターメリック、カスリメティ

11g 203 岩塩、パプリカ、ガーリック、クミン、黒胡椒、唐辛子、オレガノ、タイム

ジャンバラヤ用スパイ

ス

ピクルススパイス

シナモンシュガー

王様のタンドリーチキ

ンスパイス

ジャンバラヤ用スパイスを使って

ほどよくスパイシーほどよくスパイシーほどよくスパイシーほどよくスパイシー！！！！ジャンバラヤジャンバラヤジャンバラヤジャンバラヤ

【材料（4皿分）】

米２合、ソーセージ４本、鶏モモ肉１/２枚、玉ねぎ

１/２個、トマト １個、ピーマン １個、オリーブオイ

ル 大さじ２、ジャンバラヤスパイス １個

【作り方】

①米を調理の30分以上前にといで水に浸しておきます。

②ソーセージは厚さ1㎝の輪切り、鶏モモ肉は1.5㎝角、

玉ねぎ・トマト・ピーマンは㎝角に切ります。

③米の水をいったん切り、炊飯器に移してトマトを加

え、２合の線まで水を加えます。

④フライパンにオリーブオイルを熱して玉ねぎ、鶏肉、

ソーセージ、ピーマンを炒め、ジャンバラヤスパイス

を加えよく混ぜます。

➄③に④を加え、普通に炊飯します。

炊き上がったら全体を混ぜて 出来上がりです♪

＊塩など調味料もすべて入っているので、味付けはこ

の１袋でカンペキ

奄美カレー・ちびっこ

奄美カレー・甘口

奄美カレー・中辛

◆内容量内容量内容量内容量 各200g（6～8皿分）

◆価格価格価格価格 ちびっこ 362円／甘口、中辛 347円

奄美大島の島おこしのシンボルとして、特別栽培さ

れた生ウコンをベースにしたカレールーです。ちびっ

こは幼児向き、甘口は小学低学年向き。

作

っ

て

み

ま

せ

ん

か

？
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下郷味噌づくりセットを使って手前みそを作ってみませんか？

作り方は、意外に簡単！少々時間はかかりますが、自分で作ったお味

噌は何と言っても美味しい！

同じ材料で作っても、作る人、季節、気温、保管場所で出来上がりの

味も様々。

出来上がりを待つのもまた、楽しみです。

土といのち 1月の企画

「味噌づくり体験」

1月22日（日）A:M10：00

～ 高知市西部健康福祉セン

ターにて行います。ぜひご参

加ください！

●●●●材料材料材料材料（出来上がり量約4.5kg）

下郷味噌セット1セット

こうじ2kg、大豆900g、塩1kg（セットの残り550gは重しに使う）

道具かめ

●●●●作作作作りりりり方方方方

①大豆は洗って、3倍の

水に一晩つけてから、

柔らかく煮る。

沸騰してくると、ぶく

ぶくとアクが出てくる

のですくいとり、さし

水をしながら煮る。

煮加減は親指と薬指で

③煮汁を切った大豆を

マッシャーや、すりこ

ぎでつぶす、または厚

手の袋に入れて足で踏

むなどして、大豆を丁

寧につぶす。

⑤大豆が人肌ほどに冷

めたら、③に④を加え

て丁寧に混ぜ、全体が

パサついたり麹がパラ

パラとするようなら、

とっておいた煮汁を少

しずつ加え、しっとり

と一つにまとまる固さ

⑦表面を平らにして、

上に残りの塩（50g）

をふりしく。その上に

空気が入らないように

ラップで覆う。残りの

塩（550g）をビニー

ル袋に入れてしっかり

結び、重石として使っ

価格

3,581

品名 備考

手前みそセット（米麹） 国内産米こうじ2kg、大豆900g、塩（シママース）1kgのセット。約4.5kgの味噌ができます。

煮加減は親指と薬指で

大豆を縦につまみ、楽

につぶれるくらい。

②柔らかく煮えたら、

大豆をざるにあげる。

煮汁は400㏄ほど捨て

ずに取っておく。

※圧力釜を使う場合は、

最初ふたをせずに火に

かけ、アクを取ってか

らふたをし、15分ほど

圧力をかけ、火からお

ろして20分おく（時間

は鍋によって違いま

す）

④麹は両手でパラパラ

ともみほぐし、塩

（400g）とよく混ぜ

ておく。

と一つにまとまる固さ

に調節する。麦麹の方

が水分を吸うので、多

少大目に加えておいた

方が良いです。

⑥両手で握れるくらい

の硬さになったら、お

にぎり状に固めて空気

を抜き、カメにたたき

つけるように入れて、

みその間に隙間ができ

ないようしっかり詰め

る。

結び、重石として使っ

てもよい。

★★★★詰詰詰詰めるときのコツめるときのコツめるときのコツめるときのコツ

・とにかく空気を抜く

ように。

・空気に触れそうな部

分にはふり塩をする。

⑧かめの口に紙をかぶ

せ、ひもで縛っておく。

3か月以上熟成させる。

★★★★おまけおまけおまけおまけ

余った大豆の煮汁でご

飯を炊いたり、スープ

の出しとして使うとお

いしいですよ。

2,644手前みそセット（麦麹） 国内産麦こうじ2kg、大豆900g、塩（シママース）1kgのセット。約4.5kgの味噌ができます。
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気持気持気持気持ちのいいちのいいちのいいちのいい毎日毎日毎日毎日。。。。オーガニックコットンにオーガニックコットンにオーガニックコットンにオーガニックコットンに包包包包まれてまれてまれてまれて心地心地心地心地よくよくよくよく、、、、暖暖暖暖かくかくかくかく♪♪♪♪

《《《《PRISTINEPRISTINEPRISTINEPRISTINE》》》》

オーガニックコットンのインナーオーガニックコットンのインナーオーガニックコットンのインナーオーガニックコットンのインナー、、、、カーディガンカーディガンカーディガンカーディガン、、、、シャツシャツシャツシャツ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

大特価大特価大特価大特価チラシチラシチラシチラシ！！！！秋冬秋冬秋冬秋冬のおのおのおのお買買買買いいいい得商品得商品得商品得商品がががが満載満載満載満載！！！！

《《《《山繊山繊山繊山繊》》》》

①①①①キャメルキャメルキャメルキャメル、、、、メリノウールメリノウールメリノウールメリノウール製品製品製品製品、、、、電気電気電気電気をををを使使使使わずあったかパッドわずあったかパッドわずあったかパッドわずあったかパッドetc.etc.etc.etc.

②②②②キャメルキャメルキャメルキャメル製品製品製品製品、、、、日本日本日本日本のののの陶器陶器陶器陶器、、、、常滑焼常滑焼常滑焼常滑焼、、、、美濃焼美濃焼美濃焼美濃焼、、、、万古焼万古焼万古焼万古焼

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、、、、セールセールセールセール品品品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））））

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

未掲載 原材料 有機クミン

メーカーメーカーメーカーメーカー中止中止中止中止 水の彩S（彩生舎）←在庫限りで終了、あたりめロール（山栄）

品名品名品名品名 変更前変更前変更前変更前

タイ・レッドカレー／タイ・グリーンカレー
有機フェンネル

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。

台所で、食卓で大活躍して

います。

小さいサイズの蒸し器もあ

るので、野菜をちょこっと

蒸してホットサラダを作っ

たりするのにもとても便利

です。

（会員のMさん）

素肌素肌素肌素肌にににに着着着着たいたいたいたい心地心地心地心地よさでよさでよさでよさで大人気大人気大人気大人気ですですですです！！！！

《《《《ファナビスファナビスファナビスファナビス》》》》ウールガーゼのセーターウールガーゼのセーターウールガーゼのセーターウールガーゼのセーター 、、、、マフラーマフラーマフラーマフラー、、、、がらがらがらがら紡紡紡紡タオルタオルタオルタオル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

取っ手やつまみの交換、メンテナンスや修理など万全のアフターサービス。

《《《《宮崎製作所宮崎製作所宮崎製作所宮崎製作所》》》》MIYACOMIYACOMIYACOMIYACO オブジェシリーズオブジェシリーズオブジェシリーズオブジェシリーズ ステンレスステンレスステンレスステンレス鍋鍋鍋鍋

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20202020％％％％引引引引きききき

メーカーメーカーメーカーメーカー中止中止中止中止

取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい中止中止中止中止 想茶石鹸（四国健商）きんぴらこんにゃく（ヒバ食品） 取扱取扱取扱取扱いいいい休止休止休止休止

水の彩S（彩生舎）←在庫限りで終了、あたりめロール（山栄）


