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※宅配会員さんには8/21(月)に9月の注文書を発送予定です。
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今月今月今月今月はははは②②②②回目回目回目回目（（（（8/78/78/78/7～～～～

11111111））））にににに、、、、配送配送配送配送、、、、事務事務事務事務

所所所所ともにおともにおともにおともにお休休休休みをいたみをいたみをいたみをいた

だきますだきますだきますだきます。。。。

おおおお盆休盆休盆休盆休みにみにみにみに帰省帰省帰省帰省してくしてくしてくしてく

るるるる家族家族家族家族やややや親戚親戚親戚親戚とのとのとのとの集集集集まままま

りなどりなどりなどりなど、、、、たくさんのたくさんのたくさんのたくさんの人人人人

でででで食卓食卓食卓食卓をををを囲囲囲囲むむむむ機会機会機会機会もももも多多多多

いのこのいのこのいのこのいのこの時期時期時期時期。。。。冷凍品冷凍品冷凍品冷凍品

やややや、、、、卵卵卵卵、、、、菓子類菓子類菓子類菓子類などなどなどなど食食食食

材材材材のまとめのまとめのまとめのまとめ買買買買いをぜひいをぜひいをぜひいをぜひ

おおおお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。

夏季休業（配送、事務所お休みです）

※宅配会員さんには8/21(月)に9月の注文書を発送予定です。



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

SOEL

（佐川

町）

キャンペー

ン価格！

季節の野菜

セット

1セット

ぜひお試

しくださ

い！

1,180

ズッキーニ、さやいんげん、ししとう、ピーマン、じゃ

がいも、ヤングコーンナス、米ナス、キュウリ、昔きゅ

うり、オクラ、生姜、トマト、ミニトマト、空芯菜、ツ

ルムラサキ、万願唐辛子、ニラ

の中から、5種となります。

無

・

無

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）

直送

平飼い卵６個入

り野菜セット

1セット

1,620円＋

送料864円

(クール便・

高知県内）

野菜セット（高知県内）

SOEL…高知県初の土壌医　田村雄一さんを中心に男女７名でがそれぞれの野菜を持ち寄り、季節の野菜

セットを作っています。セットに入る「SOEL通信」で畑の様子も知ることができ楽しいですよ。SOELの野

菜セットを買い支えていただき、若い生産者の応援をお願いします。

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。①午前中　②14-16　③16-18　④18-20、19-21時

◎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。

じゃがいも、ペコロス、 小玉玉ねぎ（白・赤）、ミニト

マト、加熱調理用トマト、ナス、ピーマン、長ピーマ

ン、きゅうり、ズッキーニ、にんにく、にら、バジル、

などの中から6種類以上。

無

・

無

谷川徹さ

ん

（梼原

町）

※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。

今夏はまだまだ野菜の収量が少ないため、欠品になることが

あります。また、卵入りのセットは数に限りがあり、季節に

より変動もありますので、卵入りのセットをご注文いただい

ても卵のご用意ができないこともあります。

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン価格価格価格価格はははは8888月末月末月末月末までまでまでまで！！！！

SOELの野菜セットは欠品がありません。

谷川さんの野

菜セットは②

回目（お休み

の週）にご注

文できます。

ピーマン 200g 217 品種：京みどり

オクラ 130g 206 品種：アーリーファイブ

なす 300g 206 品種：千両

玉ねぎ 600g 258 品種：アップ、ソニック

玉ねぎ（B品） 700g 206 品種：ソニック

じゃがいも 500g 258 品種：出島、メークイン

じゃがいも（B品） 700g 258 品種：出島

ゴーヤ 1～2本 206 品種：自家種

かぼちゃ 1個 568/kg 品種：錦芳香

きゅうり 3～4本 258 品種：つばさ

モロヘイヤ 120g 206 品種：自家種

ミニトマト 200g 372 品種：アイコ

にんにく 3～4個 361 品種：自家種

トマト 400g 413 品種：ルネサンス、フルチカ

ズッキーニ（黄または緑） 1本 206

ミニ冬瓜 1個 258

表内［表示］の内容　「有機JAS」有機JAS」有機JAS」有機JAS」：有機JAS規格の認証を得ているもの（極力使用は避けるが、許可された農薬を使用した場合は表示する）。

有

機

J

A

S

野菜単品（高知県内）

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生育生育生育生育がががが間間間間にににに合合合合わずわずわずわず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。。。。

夏夏夏夏

    

休休休休

    

みみみみ

井

上

正

雄

さ

ん

（

南

国

市

）
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

ニンニク 120g 361

ニンニク（大1

個）

1個 206

ニンニク（バ

ラ）

60g 168

キャンペーン価格

玉ねぎ

700g

258→

232

玉ねぎ（小玉

ちゃん）

500g 206

玉ねぎA品　ま

とめ売り

5kg 1,587

囲い生姜 150g 267

囲い生姜

（親）

400g 446

キャンペーン価格

さつまいも

600g

310→

279

品種：安納（自家種）

さつまいも 600g 310 品種：安納（自家種）

さつまいもB品

（大／小／キズ

有り）

600g 232 品種：安納（自家種）

表内［表示］の内容　「無・無」無・無」無・無」無・無」：栽培期間中農薬、化学肥料完全不使用のもの。もしくは有機JAS規格認定農薬を使用したもの（極力使用は避けるが、使用した場合は表示する）。

野菜単品（高知県内）

　　品　　　名

品種：土佐一（自家種）

品種：早生七宝

無

・

無

わ

た

な

べ

農

園

（

香

美

市

）

品種：平戸（自家種）

夏夏夏夏

    

休休休休

    

みみみみ

玉ねぎ700gとさつまいも（安納

芋）がキャンペーン価格です！

イタリアピエモンテイタリアピエモンテイタリアピエモンテイタリアピエモンテ州州州州のののの料理料理料理料理。。。。熱熱熱熱いソースいソースいソースいソース

にスティックににスティックににスティックににスティックに切切切切ったったったった生野菜生野菜生野菜生野菜やややや、、、、茹茹茹茹でたジャでたジャでたジャでたジャ

ガイモなどをつけていただきますガイモなどをつけていただきますガイモなどをつけていただきますガイモなどをつけていただきます。。。。ビールやビールやビールやビールや

ワインにもピッタリのカンタンワインにもピッタリのカンタンワインにもピッタリのカンタンワインにもピッタリのカンタン前菜前菜前菜前菜。。。。

●作り方

①皮をむいたにんにくをひたひたの牛乳で柔ら

かくなるまでゆでる。（臭みが取れます）。

②小鍋に粗くつぶした①のにんにく、きざんだ

きびなごフィレ2～3切れ、ひたひたのオリーブ

オイルを入れて混ぜ、弱火にかける。ふつふつ

とわいたら出来上がり。

①①①①回目回目回目回目にごにごにごにご注文注文注文注文できますできますできますできます。。。。

きびなごフィレきびなごフィレきびなごフィレきびなごフィレ 70g70g70g70g 999999999999円円円円

季節の野菜を美味しく食べよう！簡単レシピ

スペインアンダルシアスペインアンダルシアスペインアンダルシアスペインアンダルシア地方発祥地方発祥地方発祥地方発祥のののの、、、、冷製冷製冷製冷製

スープスープスープスープ。。。。野菜野菜野菜野菜たっぷりでたっぷりでたっぷりでたっぷりで、、、、夏夏夏夏バテバテバテバテ防止防止防止防止にににに役立役立役立役立

ちますちますちますちます。。。。トマトのトマトのトマトのトマトの美味美味美味美味しいこのしいこのしいこのしいこの時期時期時期時期にぜひおにぜひおにぜひおにぜひお

試試試試しくださいしくださいしくださいしください。。。。

●作り方

①トマトトマトトマトトマト（皮をむく）、きゅうりきゅうりきゅうりきゅうり、ピーマンピーマンピーマンピーマン、

玉玉玉玉ねぎねぎねぎねぎ、（あれば）バゲットパンはざく切り。

にんにくにんにくにんにくにんにくはみじん切りにします。

②①をすべてミキサーに入れて、20秒ほど

回す。オリーブオイル、酢、塩、こしょう

少々を加えさらに回して、味を調え出来上が

り。

小さな瓶ですが、ギュギュっと詰

まっているので、たっぷり使えま

す。

《3》



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

生姜 100ｇ 223

ゴーヤ 1本 181

にんにく 100ｇ 223

ニラ 100ｇ 139

じゃがいも 500ｇ 209

なす 500ｇ 167

モロヘイヤ 200ｇ 139

ししとう 150ｇ 209

りゅうきゅう 400ｇ 167

かぼちゃ 500ｇ 209

ゴーヤ 1～2本 194

塩抜きイタドリ 170g 219

春野町西分に自生するいたどりを塩漬けにしたものを、塩抜き

してお届けします。すぐに使えて便利です。

野菜単品（県内）

夢

産

地

と

さ

や

ま

開

発

公

社

（

高

知

市

）

有

機

J

A

S

無

・

無

複数の生産者からの出荷のため、品種は選べませ

ん。

品　　　名

かざぐるま

（高知市・

無

・塩抜きイタドリ 170g 219
してお届けします。すぐに使えて便利です。

天然みょうが 100g 168

みょうが。栽培物よりも、やはり香りが抜群にい

いです。

100g 250

無

・

無

ブルーベリー

高知市土佐山　もんちゃん農園より、土佐山の澄んだ空気

美味しい水で育った無農薬ブルーベリーです。

自家農園のジャムも人気です！（P7をご覧ください）

若夫婦からひじいちゃん、ひばあちゃんまで三世代で、大切に育てたブルーベリー。

7月から8月が収穫時期。夏の暑い太陽のもと一粒一粒手摘みする作業はなかなかこたえますが、口に頬張る皆さんの笑顔

を思い浮かべつつ頑張っています。

台風や雨の影響を受けやすく、これからの時期、天気予報はとても気になります。雨風で実が傷み、駄目になってしまうこ

とも。たくさんお届けできることを祈りつつ、欠品の際はご容赦ください。

もんちゃん農園HP→http://www4.ocn.ne.jp/~monchan/

（高知市・

春野町）

・

無

《4》



8月の新共同購入品

麦焼酎発祥の地。島内にある７つの蔵元によって壱岐焼酎の伝統的製法は守り続けられています。

むぎ焼酎 「壱岐」 「壱岐 スーパーゴールド」 玄海酒造

むぎ焼酎「壱岐」は、500年の伝統を保ち、米麹1/3、大麦2/3を使用した壱岐独特の

本格焼酎です。麦の風味と、米麹を使用する事により天然の甘味が特長です。

コクが自慢

「ふりかけ名人 鰹味」

森田鰹節

熟成本枯節に高知県産宗田節と国

産のりをブレンドしました。上質の

香りにコクと旨みがマッチしていま

す。ごはん、お豆腐、納豆、お浸し、

漬物、野菜サラダ、お好み焼きなど

に振りかけるだけで風味豊かな味わ

いに仕上がります。

有機栽培大麦100％使用。

「蒸し大麦」 だいずデイズ

発芽させた原料を中心に、国内産

の雑穀を１６種ブレンドしました。

白米に混ぜて炊飯すると、食物繊維

たっぷりのごはんが炊き上がります。

洗ったお米2～３合に1袋を洗わずに

加えてそのまま炊くだけ。

やわらかく蒸した大麦はごはん

にピッタリ。炊きあがったご飯に

そのまま加えて混ぜるだけで大麦

ご飯が簡単に。スープやサラダに

もそのままトッピングするだけ。

食物繊維、カルシウム、カリウム

が豊富です。

発芽させた原料を中心に、国内

産の雑穀を１６種ブレンド

「カラダキレイ国産十六雑穀米」

ムソー

容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤
原材料

25g 356 かつおのかれぶし、そうだがつおのふし、のり（全て国産)

20g×

10P

1,033

発芽もち赤⽶、⻩大⾖、発芽⿊大⾖（⿊千⽯50％、⿊⾖50％）、発芽も
ち⽞⽶、発芽もち⿊⽶、発芽⽞⽶、はだか⻨、発芽⻘大⾖、もち⻨、ハト
⻨、もちきび、発芽⼩⾖、とうもろこし、もちあわ、ひえ

100g 246 有機大麦

900ml 974 アルコール度数25度　大麦2/3、米麹1/3

720ml 1,270 アルコール度数22度　大麦2/3、米麹1/3壱岐　スーパーゴールド

品　名

ふりかけ名人鰹味

壱岐

カラダキレイ

国産十六雑穀米

蒸し大麦

本格焼酎です。麦の風味と、米麹を使用する事により天然の甘味が特長です。

スーパーゴールドはむぎ焼酎壱岐をホワイト・オーク樽に貯蔵し、熟成させた本格焼

酎。芳醇で華やかな香りと琥珀色は樫樽貯蔵によるものです。

世界世界世界世界がががが認認認認めためためためた壱岐焼酎壱岐焼酎壱岐焼酎壱岐焼酎

国税庁は平成7年地理的表示を制定し、壱岐焼酎、球磨焼酎、琉球

泡盛の3地域を産地指定しました。

地理的表示を認められているのは、世界には、ウイスキーはスコッ

チ・バーボン、ブランデーはコニャック・アルマニャック、ワインは

ボルドー・シャブリ・シャンパーニュ等が産地指定です。

壱岐焼酎壱岐焼酎壱岐焼酎壱岐焼酎にはにはにはには３３３３つのつのつのつの特徴特徴特徴特徴

①原料を米麹1/3に対して大麦2/3を使用した製法を使用する事

②島の水を使用して仕込まれること

③上流から瓶詰めまでを島内で一貫して生産すること

720ml 1,270 アルコール度数22度　大麦2/3、米麹1/3壱岐　スーパーゴールド

《5》



品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④ ⑤

備　考

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品商品商品商品ですですですです。。。。ローズマローズマローズマローズマ

リーのリーのリーの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

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すんでいますんでいますんでいます。。。。

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

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、、、、ヘルシーかつヘルシーかつヘルシーかつヘルシーか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：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

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。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。

奥田養鶏場の親鶏肉

　自家配合の飼料（非遺伝子組み換えで収穫後薬剤無添加ののトウモロコシ、緑餌（生野草、野菜くず）、米ぬかetc.）を

与え、薬品、添加物不使用、平飼いで大切に育てられ、おいしい卵を産み続けてくれた親鶏。その命を最後まで大切にい

ただきたいと思います。肉質は少し固めですが、味わい深いだし汁となります。

①

⑤

回

目

掲

載

③

回

目

、

9

月

①

回

目

配

送

親鶏肉ミンチ 300g 564 モモ、ムネ、ササミ他混合

親鶏肉半羽

300～

400g

188

/100g

モモ、ムネ、ササミ各一枚

とことん 鱧入り蒲鉾 100g 304 魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、天日塩

とことん 鱧入り角天 2枚 232 魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、みりん、天日塩、菜種油

とことん 鱧入り竹輪

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

とことん　鱧入りなると 2本 203 魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、天日塩、紅麹色素

250g 570

オイキムチ

漬漬漬漬けけけけ材料材料材料材料もももも土土土土といのちといのちといのちといのち仕様仕様仕様仕様（（（（酵母酵母酵母酵母エキスエキスエキスエキス不使用不使用不使用不使用））））でででで作作作作っていますっていますっていますっています。。。。

きゅうり（高知県産）、漬け材料〈人参、粉末辛子（中国・韓国産）、にんに

く、りんご、たまねぎ、黒糖、あみえび、ニラ、生姜、､ごま、米酢、ごま油、

イカ塩辛、イワシエキス、松の実、昆布、天然だし､天日塩

土佐キムチのオイキムチ

　井上正雄さんのきゅうりを使ったオイキムチの企画です。

※成育の状況により、高知県産のきゅうり（無農薬または低農薬）で代替する場合があります。ご了解のうえご注文をお願いします。

ただきたいと思います。肉質は少し固めですが、味わい深いだし汁となります。

保水性や弾力性を向上させるために加える「リン酸塩」不使用の、「無リンすり身」を使った人気の竹輪に２品が仲間入

りしました。

土佐蒲鉾（高知市長浜）　はも入り蒲鉾、角天、竹輪、なると

なるとが再開です！

600g 1,142
イカ塩辛、イワシエキス、松の実、昆布、天然だし､天日塩
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品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④ ⑤

備　考・原材料

お茶の子広場

アーモンドクッキー

50g 200

香香香香ばしくばしくばしくばしく焼焼焼焼きききき上上上上げたアーモンドをはちみつとげたアーモンドをはちみつとげたアーモンドをはちみつとげたアーモンドをはちみつと絡絡絡絡めめめめ、、、、プレーンのクップレーンのクップレーンのクップレーンのクッ

キーでサンドしてありますキーでサンドしてありますキーでサンドしてありますキーでサンドしてあります。。。。カリカリカリカリカリカリカリカリ感感感感がががが人気人気人気人気ですですですです。。。。

薄力粉（国内産）、砂糖（グラニュー糖・洗双糖）、塩、油（菜種

油）、アーモンド、蜂蜜

酒粕クッキー 10枚 200

酒粕酒粕酒粕酒粕とメープルシロップのコンビネーションがとメープルシロップのコンビネーションがとメープルシロップのコンビネーションがとメープルシロップのコンビネーションが絶妙絶妙絶妙絶妙なななな美味美味美味美味しさしさしさしさ。。。。

薄力粉（国内産）、塩、酒粕、菜種油、メイプルシロップ、ココ

ナッツミルク

多多多多くのくのくのくの方方方方にににに愛愛愛愛されているされているされているされている一番人気一番人気一番人気一番人気のプレーンのプレーンのプレーンのプレーン味味味味。。。。

さんかく広場のニューフェース！クッキーいろいろ！

まん丸の形が可愛いころころクッキー3種、乳製品を使わず、圧搾絞りのなたね油を使用したこだわりクッ

キーの登場です。

乳

製

品

不

使

用

※さんかく広場は、精神に障害のある人の自立を支援する通所授産施設。

 資格をもつ職員のサポートのもと、スタッフの皆さんがパンや、クッキー

作りのお仕事をされています。

1997年に開設されたさんかく広場は、精神障害のある人の社会福祉施設

として、高知でのさきがけ的存在です。

高知のいいものいろいろ！

①

⑤

回

目

掲

載

ころころクッキー 7個 120

多多多多くのくのくのくの方方方方にににに愛愛愛愛されているされているされているされている一番人気一番人気一番人気一番人気のプレーンのプレーンのプレーンのプレーン味味味味。。。。

小麦粉（国内産）、バター、マーガリン、アーモンドプードル、粉

糖、塩、バニラオイル

ころころ・チョコ 7個 120

濃厚濃厚濃厚濃厚なチョコレートなチョコレートなチョコレートなチョコレート使用使用使用使用したしたしたした贅沢贅沢贅沢贅沢なクッキーですなクッキーですなクッキーですなクッキーです。。。。

小麦粉（国内産）、バター、マーガリン、アーモンドプードル、粉

糖、チョコチップ、カカオマス、ココア、塩、バニラオイル

ころころ・いちご 7個 120

いちごパウダーをたっぷりいちごパウダーをたっぷりいちごパウダーをたっぷりいちごパウダーをたっぷり使使使使ったったったった、、、、甘酸甘酸甘酸甘酸っぱいっぱいっぱいっぱい香香香香りがするおしゃれりがするおしゃれりがするおしゃれりがするおしゃれ

なクッキーですなクッキーですなクッキーですなクッキーです。。。。

小麦粉（国内産）、バター、マーガリン、アーモンドプードル、粉

糖、いちごパウダー、塩、バニラオイル

黒さとうクラッカー 60g 171

黒黒黒黒さとうのさとうのさとうのさとうの上品上品上品上品なななな甘甘甘甘さはさはさはさは、、、、老若男女老若男女老若男女老若男女をををを問問問問わずわずわずわず召召召召しししし上上上上がっていただけがっていただけがっていただけがっていただけ

ますますますます。。。。小麦粉（国内産）、海洋深層水、黒糖、菜種油、ホシノ天然

酵母

南部小麦クラッカー 65g 171

口当口当口当口当たりがたりがたりがたりが軽軽軽軽くくくく、、、、小麦本来小麦本来小麦本来小麦本来のののの味味味味がががが楽楽楽楽しめますしめますしめますしめます。。。。

小麦粉（国内産）、海洋深層水、菜種油、ホシノ天然酵母

85g 300

久万川営農組合（高知市土佐山久万川）

原材料：茶葉（農薬・化学肥料不使用）

190g 580 いちご（高知市土佐山）、砂糖、ゆず果汁（高知市土佐山）

もんちゃんちのジャム

自家農園の果物を煮た、人気の手作りのジャムです。

復活のお茶

いちごジャム

ク

ラ

ッ

カ

ー

こ

ろ

こ

ろ

シ

リ

ー

ズ

天日干し番茶「復活のお茶」

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。

回

目

掲

載

③

回

目

９

月

①

回

目

配

送

クラッカー

も人気で

す！

190g 610 ブルーベリー（高知市土佐山）、砂糖、ゆず果汁（高知市土佐山）ブルーベリージャム
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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

お椀に味噌とこの焼

海苔を1/2枚入れて

お湯を注ぐと簡単美

味しい味噌汁に。お

すすめです。

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

90g 507

いろいろないろいろないろいろないろいろな用途用途用途用途にににに。。。。

ヤシ油、牛油、水酸化ナトリウム、水

90g 760

柿渋柿渋柿渋柿渋とととと美白効果美白効果美白効果美白効果のあるのあるのあるのある真珠真珠真珠真珠のののの粉粉粉粉をををを配合配合配合配合

原材料：ヤシ油、牛油、水酸化ナトリウム、水、真珠、柿渋

90g 760

加齢臭加齢臭加齢臭加齢臭やややや匂匂匂匂いとりにいとりにいとりにいとりに効果効果効果効果のあるのあるのあるのある柿渋柿渋柿渋柿渋とととと竹炭竹炭竹炭竹炭をををを配合配合配合配合

原材料：ヤシ油、牛油、水酸化ナトリウム、水、炭、柿渋

台

所

用

280g 206 純石けん分（８５％脂肪酸系（陰イオン）脂肪酸塩）、炭酸塩

お皿洗いに。油汚れもスッキリ落ちます。

八坂台所用固型石鹸

長い時間かけて、釜焚きした無添加の石鹸です。 時間をかける事で、石鹸の良さである泡立ちと、しっとり感を引き出し

ます。石鹸分95％。弱アルカリ性でお肌に優しい。

品　名

手

作

り

石

鹸

釜焚き無添加石鹸

釜焚き女子力石鹸

（真珠・柿渋配合）

釜焚き男の石鹸

（炭・柿渋配合）

そのそのそのその①①①① 石鹸石鹸石鹸石鹸はははは適量適量適量適量をををを！！！！

１回の洗濯だいたい40Lに対して40gが適量です。

たくさん入れればいいというわけではありません。

そのそのそのその②②②② あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ溶溶溶溶かしておくかしておくかしておくかしておく！！！！

そのそのそのその③③③③ すすぎのすすぎのすすぎのすすぎの時時時時にリンスをするにリンスをするにリンスをするにリンスをする！！！！

酢や、クエン酸をおちょこ一杯すすぎの時に加えると、石

けんのアルカリ分が中和され、石鹸特有のにおいなどが軽

減されます。

溶けにくい、干し上がりのにおいが気になる…など粉石けんを使いなれない方のために…

八坂石鹸さんからリサイクル粉石鹸の上手な使い方を教えてもらいました。

身体にも環境にも優しい石けん生活しませんか？

今月は毎週八坂石鹸セール！

手作り石鹸は①回目の

みの取り扱いです。

プレーン 3kg 917

EMとはいわば有用な微生物を集めたエキス。下水に流れることで、川や海の浄化に役立

ちます。洗浄力抜群。純石鹸成分70％

レモン香料入り ２kg 673 洗浄力抜群の粉石鹸に、さわやかな香りのレモン香料を加えています。純石鹸成分70％

竹酢入り １㎏ 345 竹酢を配合しました。乾いてからの石鹸特有の香りがとても少ない。純石鹸成分70％

漂白剤入り 1kg 345 漂白剤入りで、洗濯槽が汚れにくい。純石鹸成分60％

アルカリ剤配

合

１㎏ 345

重曹を配合し、石けん分を減らしたことが特徴。洗い上がりが従来のものより

柔らかく、石鹸カスや黒カビが出にくい。純石鹸成分30％

4L 1,889

4L 2,024

１個 324

製造：シャボン玉石けん。ファスナーを開いて、粉石鹸を入れ、洗濯物と一緒

に洗濯機に入れてお洗濯。衣類に溶け残りの石けんが付着するのを防ぎます。

無蛍光素材を使用。水に浮くタイプです。

洗

濯

用

粉

石

け

ん

EM菌

入り粉

石鹸

液体なので石鹸カスや黒カビが発生しにくい。

液

体

石

け

ん

EM菌入り（リサイクル油）

液体なので石鹸カスや黒カビが発生しにくい。

EM菌入り（バージンオイル）

全自動洗濯機用に粒子を細かく、溶けやすく仕上げています。

石鹸洗濯の強ーい味方、溶け残りも防げます！

ネットは洗濯ものと一緒に洗濯槽に入れて回すだけなので、タイマー予約洗濯もOK!

粉石鹸ネット

洗

濯

用

粉

石

け

ん

EM菌

入り粉

石鹸

そのそのそのその①①①① 石鹸石鹸石鹸石鹸はははは適量適量適量適量をををを！！！！

１回の洗濯だいたい40Lに対して40gが適量です。

たくさん入れればいいというわけではありません。

そのそのそのその②②②② あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ溶溶溶溶かしておくかしておくかしておくかしておく！！！！

ぬるま湯（20～40度くらい）に溶かしておいたものを回

り始めた洗濯機に入れます。

※ペットボトルなどに溶かしておけば、食器洗い用にも使

えて便利！

そのそのそのその③③③③ すすぎのすすぎのすすぎのすすぎの時時時時にリンスをするにリンスをするにリンスをするにリンスをする！！！！

酢や、クエン酸をおちょこ一杯すすぎの時に加えると、石

けんのアルカリ分が中和され、石鹸特有のにおいなどが軽

減されます。

そのそのそのその④④④④ すぐにすぐにすぐにすぐに干干干干すすすす!!!! 洗濯が終わったら、洗濯機に入れっぱ

なしにせずに、早めに干しましょう！

溶けにくい、干し上がりのにおいが気になる…など粉石けんを使いなれない方のために…

八坂石鹸さんからリサイクル粉石鹸の上手な使い方を教えてもらいました。

無蛍光素材を使用。水に浮くタイプです。

全自動・ドラム式・二槽式の洗濯機にご使用いただけます。
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ライブコットンのライブコットンのライブコットンのライブコットンの夏夏夏夏おすすめおすすめおすすめおすすめ商品商品商品商品

《《《《ライブコットンライブコットンライブコットンライブコットン》》》》

近江近江近江近江ちぢみ・ちぢみ・ちぢみ・ちぢみ・洗洗洗洗えるえるえるえる本麻式本麻式本麻式本麻式パッドパッドパッドパッド、、、、麻麻麻麻ブランケットブランケットブランケットブランケット、、、、シルクアンダーウエアシルクアンダーウエアシルクアンダーウエアシルクアンダーウエア、、、、重重重重ねねねね履履履履きききき用用用用ソックスソックスソックスソックス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。。。。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））））

新米を自家精米でさらに美味しくいただきましょう！山本電気最新機種です。

《《《《山本電気山本電気山本電気山本電気》》》》かくはんかくはんかくはんかくはん式式式式ポータブルポータブルポータブルポータブル精米器精米器精米器精米器「「「「匠味匠味匠味匠味米米米米」」」」RCRCRCRC----57575757

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5555％％％％引引引引きききき

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。

脱臭脱臭脱臭脱臭＆＆＆＆除湿除湿除湿除湿グッズグッズグッズグッズ

《《《《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》》》》強力消臭繊維強力消臭繊維強力消臭繊維強力消臭繊維をををを使使使使ったったったった枕枕枕枕カバーカバーカバーカバー、、、、インソールインソールインソールインソール、、、、置置置置くだけでくだけでくだけでくだけで脱臭脱臭脱臭脱臭＆＆＆＆除湿除湿除湿除湿

““““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””””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

カラダとココロをカラダとココロをカラダとココロをカラダとココロを整整整整えるえるえるえる にちぼうのにちぼうのにちぼうのにちぼうの健康書健康書健康書健康書シリーズシリーズシリーズシリーズ

《《《《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》》》》

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））））

さらっとさらっとさらっとさらっと快適快適快適快適““““夏夏夏夏のののの寝具寝具寝具寝具””””

《《《《山繊山繊山繊山繊》》》》

風薫風薫風薫風薫るリネンボックスシーツるリネンボックスシーツるリネンボックスシーツるリネンボックスシーツ、、、、三河木綿三河木綿三河木綿三河木綿シートクッションシートクッションシートクッションシートクッション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。。。。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

メーカー休止品

OGカーネルコーン、OGフレンチフライドポテト、とうもろこし缶、棒寒天、国内産有機小豆、もちきび、

生姜紅茶TB

再開次第ご案内します。


