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※宅配会員さんには9/18(月)に10月の注文書を発送予定です。
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暑さも和らいで、秋の

風が吹くようになって

きました。今月の高知

のいいものいろいろ

コーナーでは、松原

ミートさんの生ソー

セージをご紹介してい

ます。数量限定製造で

すので、ぜひお見逃し

なく！



容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 表示

SOEL

（佐川

町）

季節の野菜

セット

1セット 1,270

なす、オクラ、ピーマン、りゅうきゅう、かぼちゃ、

きゅうり、玉ねぎ、じゃがいも、生姜、ニラなどの中か

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

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。

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。

ピーマン 200g 206 品種：京みどり

なす 300g 206 品種：千両

オクラ 100g 181 品種：アーリーファイブ

モロヘイヤ 120g 206 品種：自家種

さつまいも 500g 361 品種：金時

ニラ 100g 168 品種：自家種

にんにく 3～4個 361 品種：自家種

じゃがいも 400g 258 品種：メークイン

ゴーヤ 1～2本 206 品種：自家種

ニンニク 120g 361

ニンニク（大1

個）

1個 206

ニンニク（バ

ラ）

60g 168

玉ねぎ 1kg 387

玉ねぎ 600g 258

わ

た

な

べ

農

園

（

香

美

市

）

無

・

無

井

上

正

雄

さ

ん

（

南

国

市

）

有

機

J

A

S

野菜単品（高知県内）

品種：ターザン・もみじ号

品種：平戸（自家種）

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。。。。

玉ねぎは1℃の予冷庫

で保存したものをお届

けいたします。

玉ねぎ（小玉ちゃ

ん）

500g 232

けいたします。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 表示

囲い生姜 150g 267

囲い生姜

（親）

200g 223

さつまいも 600g 310

さつまいもB品

（大／小／キズ有り）

600g 232

生姜 100ｇ 223

ゴーヤ 1本 181

ニラ 100ｇ 139

じゃがいも 500ｇ 209

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

かざぐるま

（高知市・

春野町）

栗 500ｇ 516

無

・

無

野菜単品（県内）

有

機

J

A

S

品　　　名

夢

産

地

と

さ

や

ま

開

発

公

社

（

高

知

市

）

無

・

無

複数の生産者からの出荷のため、品種は選べません。

わ

た

な

べ

農

園

（

香

美

市

）

無

・

無

品種：土佐一（自家種）

品種：安納（自家種）

春野町）
無

大阪愛農 にんじん

500ｇ前

後

58円

/100ｇ

北海道産・有機栽培

有

機

J

A

S

1.5㎏前後

（4～5個）

680/kg

5㎏（12～

14個）

3,280

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）。

　　　　　　　　　　　　　　「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）。

　　　　　　　　　　　　　「減」「減」「減」「減」：慣行農法に比べての減少率4割以上。使用農薬および回数の表示。ネオニコチノイド系農薬は一切不使用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の農薬については、採用基準＜農薬・化学肥料の使用基準＞に準じる。

豊水

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。

西本照彦（愛媛県八幡浜市）

農薬約5割減（7回散布　除草剤・化学肥料不使用）

使用農薬：デラン、アグラー、オキシンドー、アンビル、ダ

イアジノン、コテツ、ベルクート、フロンサイド、スプラサ

イド、トップジンM、サイアノックス

減

新しい生産者　西本照彦さん（愛媛県八幡浜市）の梨

ぜひお試しください。

より環境にも人体にも安全な農産物をお届けするため、土といのちでは、ネオニコチノイド系農薬を使用してい

る果物の取り扱いをやめることになりました。そのため今年度は八幡浜市の西本さんに梨の出荷をお願いしまし

た。（昨年度までお願いしていた生産者の方にも、ネオニコチノイド系農薬を使用せずに栽培していただけるよ

うお願いをしています。）

野菜単品（県外）

梨特有のシャリ

シャリとした食

感と甘さが楽し

めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他の農薬については、採用基準＜農薬・化学肥料の使用基準＞に準じる。
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9月の新共同購入品

環境への配慮はもちろん、作る日にも、飲む人にも

優しい 顔の見えるフェアトレード紅茶

南インド自然保護区の内部に点在するシンガンパティ農園から

届いた茶葉だけを使用しています。渋みが少なく甘い香りとや

わらかな味わいで、ミルクティーや食事によくあう紅茶です。

魚のうまみが詰まっている！

「お魚チップス・のどぐろ入り」

別所蒲鉾

白身のトロと言われるほど脂がの

り、とてもおいしい魚「のどぐろ

（アカムツ）」を、魚肉の内の20％

以上使用。

噛むほどに魚の旨味が味わえる、

あっさり塩味です。保存料・リン酸

塩・香料・うま味調味料不使用。

小麦も使用していないので、グルテ

ンフリーのおやつとしてもオススメ

です。

黒豆が香ばしい

「丹波黒豆玉子煎餅」

アリモト

北海道産小麦粉使用。風味よくしっ

かりとした食感です。汁物や、戻し

て和え物や炒め物にするほか、小麦

粉を薄くまぶしてさっと揚げて、サ

ラダのトッピングにするのもおすす

め。

国産の原料にこだわった

お煎餅です。丹波の豊穣な

風土が生んだ黒豆の香ばし

さが効いています。甘さも

控えめで、ついつい手が出

る美味しさ。

汁物に、戻して和え物や炒め物な

どに

「切り板麩」 オーサワ

メイシーちゃんのおきにいりシリーズ！

みんな大好きのりたま ふりかけ

「のりとたまごのふりかけ」創健社

国内産のりと無着色のたまご顆粒を使用

した、かつお風味のふりかけです。胚芽・

ごまなどの香ばしさとかつおの風味が活き

容量 会員価格 ① ② ③ ④
原材料

40g 263

魚肉すり身（タラ、のどぐろ（アカムツ）、砂糖）、馬鈴薯澱粉、食用な

たね油、砂糖、食塩、魚粉（アジ）、魚醤（イワシ、食塩）、昆布だし、

かつおだし

75g 260
⼩⻨粉（内⻨）、砂糖（てんさい）、卵、⿊大⾖（国内産）、膨張剤

28g 233

白炒りごま（エチオピア、ボリビア他）、卵顆粒［砂糖（てん菜：北海道）、乾燥白あん（い

んげん豆：ミャンマー）、粉末卵黄（海外：中国以外）、乳糖（アメリカ）、食塩（徳島）、

カツオエキス（国内産他）、べに花油（アメリカまたはメキシコ）、ジンジャー末（ベトナ

ム）］、小麦胚芽（アメリカ、カナダ、オーストラリア、国内産）、黒ごま（ミャンマー、ボ

リビア他）、玄米胚芽（国内産）、味付かつおぶし［かつおぶし（鹿児島、静岡）、砂糖［さ

とうきび（タイ、オーストラリア、国内産他）、てん菜（国内産）］、醤油［大豆（中国、ア

メリカ他）、小麦（カナダ）、食塩（メキシコ、オーストラリア、国内産）］、白炒りごま

（中国、中南米、アフリカ）、食塩（徳島）、カツオエキス（静岡）、醤油［大豆（中国、ア

メリカ他）、小麦（カナダ、埼玉）、食塩（メキシコ、オーストラリア、国内産）］、味噌

［大豆（北海道）、米（国内産）、食塩］、砂糖［さとうきび（タイ、オーストラリア、国内

産他）、てん菜（国内産）］、あおさ粉（三河湾）、あおさ（国内産）、のり（国内産）、い

わし粉（長崎及び山陰近海）、食塩（徳島）、カツオエキス（静岡）

40g 239

小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（アメリカ･カナダ･オーストラリア

産）､天然重曹

100g 547 紅茶（インド産）

シンガンパティ紅茶

リーフ

品　名

お魚チップス・のどぐろ

入り

切り板麩

丹波黒豆玉子煎餅

のりとたまごのふりかけ

〜〜〜〜シンガンパティシンガンパティシンガンパティシンガンパティ紅茶紅茶紅茶紅茶のののの生産者生産者生産者生産者についてについてについてについて

〜〜〜〜

シンガンパティ農園はインドで紅茶の有機

栽培を最初に始めたグループのひとつで、

薬や化学肥料に依存せず栽培を行っていま

す。 1,000名以上の従業員には、電気と

水道が使える無料の住居が与えられます。

農園では無料託児所も完備され、高等学校

までの無償教育、医療サービスなど充実し

た福利厚生サービスが受けられます。

ごまなどの香ばしさとかつおの風味が活き

たどなたにも好まれる味わいです。メイ

シーちゃんのパッケージも可愛いです。

③掲載

④配送

②

④

掲

載

、

③

、

10

月

①

回

目

配

送

100g 547 紅茶（インド産）

リーフ
④配送
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品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④

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。

②

④

回

目

掲

載

③

回

目

、

10

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

230g 731

ブルーベリージャム ブルーベリー（農薬不使用）、粗糖

お待たせしました！

メリージェーンファームのブルーベリージャム

高知県香美市の自家農園で栽培された6～10種類のブルーベリーに粗糖を加えて作っています。

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。

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」を使った練り製品です。

土佐蒲鉾（高知市長浜）　はも入り蒲鉾、角天、竹輪、なると

480g 1,396
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品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④

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

④

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

4×5cm程

度のもの2

枚

422

原材料名：よつ葉発酵バター、北海道産小麦粉、洗双糖、有機レー

ズン、卵黄(高知県産放し飼い卵)、海外認定有機ホワイトチョコ

レート、有機アーモンド、ラム酒、有機バニラビーンズ

賞味期限：お届け日を含め5日前後

※要冷蔵

レーズンバターサンドレーズンバターサンドレーズンバターサンドレーズンバターサンド

クッキークッキークッキークッキー

パティスリービオ

ホロホロとしたサブレ生地に

ホワイトチョコレート入りのバタークリームとラムレーズンをサンドしました。

ク

ラ

ッ

カ

ー

こ

ろ

こ

ろ

シ

リ

ー

ズ

載

②

回

目

、

1

0

月

①

回

目

配

送

クラッカー

も人気で

す！

バターサンドクッ

キーで、至福の

ティータイム♪
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Bar à Boucherie　松原ミート（高知市）

今帰仁アグー、土佐鹿の生ソーセージ

　

　牛、豚、鶏と素材に適した調理法でうま味を最大限引き出す人気の肉料理店、松原ミートさん自家製の絶品・生ソー

セージのご紹介です。厳選した素材のうまみを生かしたいから、加工は塩、黒こしょうのみ。そのまま焼く、またはポ

トフなど野菜などと煮込んでお召し上がりください。各15P の数量限定販売です。

高知のいいものいろいろ！

今帰仁今帰仁今帰仁今帰仁（（（（なきじんなきじんなきじんなきじん））））アグーとはアグーとはアグーとはアグーとは

沖縄県国頭郡今帰仁村、で主に生産されています。

西洋種との交配を一切していない生粋の黒豚であり、

最も在来豚に近い品種とされています。通常の豚は

6か月ぐらいで出荷体重に達するのに比べ、1年と

生育期間が長く、また、成長してもカラダが小さい

ため肉が多くとれません、「今帰仁アグー」を維持

していくためには、肉の値段自体を高く設定しなけ

ればならず、生産者が減っているのが現状です。

そして、松原ミートさんが今帰仁アグーにこだわる

一番の理由は、この豚肉が格段格段格段格段においしいにおいしいにおいしいにおいしいからとい

うこと。低コレステロールで、うま味成分のアミノ

酸が豊富に含まれているのが特徴です。

おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの食食食食べべべべ方方方方

（（（（生生生生ですのでですのでですのでですので、、、、中中中中までしっかりとまでしっかりとまでしっかりとまでしっかりと火火火火をををを通通通通してくださいしてくださいしてくださいしてください））））

●●●●焼焼焼焼くくくく！！！！

冷蔵庫などで解凍してから、袋のまま沸騰した

湯に入れ、5～6分湯煎する。袋から出して、フ

ライパンで、中火で全体に焼き色がつくまで焼

く。※2本入りの細いソーセージは、フライパン

でじっくりと焼くだけでも大丈夫です。

●●●●煮込煮込煮込煮込むむむむ！～！～！～！～おいしいだしがおいしいだしがおいしいだしがおいしいだしが出出出出ますますますます。。。。

鍋に水、生ソーセージ、じゃがいも、人参、玉

ねぎなどお好みの野菜と入れ、コトコトと煮る。

塩こしょうで味を調える。

（ブシュリ フランス語で肉屋の意）

品　名 容量
会員価格 ① ② ③ ④

1本（約

80g）

40g×2本

土佐鹿生ソーセージ

1本（約

80g）

もろみ味噌

200g

（袋）

480

もろみ糀 300g 450

今帰仁アグ―　生ソー

セージ

四万十町で100年以上続く糀屋さん。薪や釜戸を使用する昔ながらの製法で、糀やお味噌を手作りしていま

す。

2011年に家業を引き継いだ7代目の雅恵さんは糀の持つ発酵の力を通じ、人々が健康に暮らすお手伝いがで

きるようにと頑張っています。

※原材料にこだわりすべて国産かつ無添加にすると、価格はどうしても高くなります。土といのちにはこのこだわりの味噌を納品し

てもらっていますが、地元（四万十町）の直販所には、地元で買える醤油と味醂で仕込んだもろみ味噌を販売しています。

もろみもろみもろみもろみ糀糀糀糀とととと米糀米糀米糀米糀をををを、、、、醤油醤油醤油醤油、、、、味醂味醂味醂味醂にににに付付付付けけけけ込込込込んだおかずんだおかずんだおかずんだおかず味噌味噌味噌味噌ですですですです。。。。温温温温

かいごかいごかいごかいご飯飯飯飯にににに乗乗乗乗せてせてせてせて、 、 、 、 焼焼焼焼きききき魚魚魚魚にににに添添添添えてえてえてえて、、、、パンにバターとパンにバターとパンにバターとパンにバターと共共共共にににに…………

醤油（天然醸造・梶田醤油）、三河味醂、大麦（愛媛県産、岡山県産）、

米（JA四万十の米）、小麦（愛媛県産、岡山県産）、大豆（滋賀県産）

原材料　その他

豚肉（沖縄県今帰仁村　今帰仁アグー）、

ヒマラヤ岩塩、羊腸

もろみもろみもろみもろみ味噌味噌味噌味噌のもとのもとのもとのもと。。。。もろみもろみもろみもろみ納豆納豆納豆納豆もももも作作作作れますれますれますれます。。。。

大麦（愛媛県産、岡山県産）、小麦（愛媛県産、岡山県産）、大豆

（滋賀県産）

鹿肉（大豊町猪鹿工房）、豚脂、ヒマラヤ岩塩、こしょう、羊腸

670円

前後

（8.4円

/g）の量

り売りで

す。

生ですので、中ま

でしっかりと火を

通してお召し上が

りください。

塩麹 200g 350 米(高知県産を使用）、食塩（あぐり窪川の黒潮伝説使用）
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今年の夏は本当に暑かったですね。夏バテしていません

か？

お酢は食欲を促進し、炭水化物の消化を助けてくれま

す。また、「疲れ」のもととなる乳酸を取り除く力もあ

りますし、新陳代謝を促す効果も期待できます。積極的

に食卓に取り入れてみませんか？

有機有機有機有機バルサミコバルサミコバルサミコバルサミコ酢酢酢酢（（（（赤赤赤赤））））

250ml250ml250ml250ml 963963963963円円円円

有機有機有機有機バルサミコバルサミコバルサミコバルサミコ酢酢酢酢（（（（白白白白））））

250ml250ml250ml250ml 963963963963円円円円

本場モデナ産ぶどう使用。加

熱すると酸味が和らぎ、独特の

甘みが引き出されるため、肉類

のソースなどにも向いています。

料理の隠し味に

使用すると

有機赤有機赤有機赤有機赤ワインビネガーワインビネガーワインビネガーワインビネガー

250ml250ml250ml250ml 570570570570円円円円

有機白有機白有機白有機白ワインビネガーワインビネガーワインビネガーワインビネガー

250ml250ml250ml250ml 570570570570円円円円

有機栽培ぶどうから作られた

オーガニックワインを使用。木

製の大樽の中で自然にゆっくり

と熟成しています。色鮮やかな

赤はドレッシングや、煮込み料

理の仕上げに使えば、コクと切

れのある味に、白は料理の彩り

暑さでお疲れの身体に！お酢特集！

バルサミコバルサミコバルサミコバルサミコ酢酢酢酢とととと

ワインビネガーってワインビネガーってワインビネガーってワインビネガーって

どうどうどうどう違違違違うのうのうのうの？？？？

バルサミコ酢はぶどう果汁を煮つめて濃

縮し、木の樽に入れて自然に発酵させたも

の。イタリアのモデナ地区とレッジョ地区

で作られたものだけが“バルサミコ”と呼

べることになっており、一般的には熟成期

間が長いものほど味、香りがよく高価に

なっています。芳醇な香りと濃厚な味が特

徴です。

それに対して、ワインビネガーとは、ワ

フルーティ

な香り

芳醇な香

りと濃厚

な味

使用すると

コクと旨みが

増します。

を変えずに

香り豊かで風味を

プラスできます。

有機有機有機有機レモンレモンレモンレモン唐辛子唐辛子唐辛子唐辛子HOTHOTHOTHOTソースソースソースソース

100g100g100g100g 359359359359円円円円

有機有機有機有機ゆずゆずゆずゆず唐辛子唐辛子唐辛子唐辛子HOTHOTHOTHOTソースソースソースソース

100g100g100g100g 359359359359円円円円

国産有機レモン（またはゆず）に有機純米酢、

唐辛子を加えたスパイシーなソース。使い道色々

な有機辛味調味料。ホットソースとしてピザやパ

スタに。ドレッシングのアクセントに使ったり、

ソースやケチャップ、マヨネーズなどの調味料と

合わせて使ったり。トマトジュースをお酒で割っ

黒麹黒麹黒麹黒麹もろみもろみもろみもろみ酢酢酢酢（（（（無糖無糖無糖無糖）））） 720ml720ml720ml720ml 1,9671,9671,9671,967円円円円

沖縄の地酒泡盛の素「醪（もろみ）」から作られ

た天然クエン酸健康飲料です。黒酢よりも飲みやす

い。1日に付属の計量カップで1～2杯を目安にお飲

みください。

それに対して、ワインビネガーとは、ワ

インを原料にして、酢酸菌を加えて発酵さ

せた酢です。酸味と、フルーティーな香り

があります。

すっぱ辛いス

パイシーな

ソース

カンタンカンタンカンタンカンタン八芳酢八芳酢八芳酢八芳酢 360ml360ml360ml360ml 414414414414円円円円

米酢とりんご酢をブレンドし、

昆布とかつお一番だしを合わせました。

★旬の食材にかけるだけ、

漬けるだけでおいしく味が決まります。

おおおお魚丸魚丸魚丸魚丸ごとごとごとごと、、、、さっぱりさっぱりさっぱりさっぱり食食食食べようべようべようべよう！！！！

■材料（２人分） ━━━━━━━━

・小あじ………6～8尾

・塩・こしょう………少々

・小麦粉……………適量

・揚げ油……………適量

・玉ねぎ・お好みの野菜………適量

・カンタン八芳酢………大さじ4

■ 作り方 ━━━━━━━━━━━

①玉ねぎを水にさらして辛味をとり、ざるにあ

げて水をよくきる。

②下処理した小あじに塩・こしょうをして小麦

粉をまぶし、油でからっと揚げる。（二度揚げ

酸味マイルド

合わせて使ったり。トマトジュースをお酒で割っ

たカクテルなど、アルコール飲料にも合います。

がおすすめ）
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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

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

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））

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。

500g 756 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。

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

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！

阿里山カフェレシピブック

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

ベーキングパウダー

全粒粉クスクス

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

《9》



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＆＆＆＆セールセールセールセール商品商品商品商品

《《《《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》》》》

シルクネックホルダーシルクネックホルダーシルクネックホルダーシルクネックホルダー各種各種各種各種、、、、アンダーウエアアンダーウエアアンダーウエアアンダーウエア、、、、靴下靴下靴下靴下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））））

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

《《《《PRISTINEPRISTINEPRISTINEPRISTINE》》》》

オーガニックコットンオーガニックコットンオーガニックコットンオーガニックコットン、、、、シルクシルクシルクシルク混混混混、、、、パジャマパジャマパジャマパジャマ、、、、アンダーウエアアンダーウエアアンダーウエアアンダーウエア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。。。。

そろそろそろそろそろそろそろそろ畑畑畑畑もももも秋支度秋支度秋支度秋支度。。。。たねをまきましょうたねをまきましょうたねをまきましょうたねをまきましょう

《《《《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 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））））

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

P52
原材料産地 じゃがいも（国産）

P44
商品名 玄米こうじあま酒

名称容量

無添加ボディソープたっぷり泡詰替

470ml

名称容量

無添加ボディソープたっぷり泡

P57

品　名品　名品　名品　名 変更前変更前変更前変更前

純国産ポテトチップス　うす

塩、ゆず、黒ごま

じゃがいも（北海道）

玄米あま酒 玄米あま酒

シャボン玉無添加ボディソープ

詰替用

無添加ボディソープ　420ml

シャボン玉無添加ボディソープ

容器

無添加ボディソープ　520ml

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。

水の彩は通常扱っていない容量のものや、超しっとりタイプ「水の彩プレミアム」もあります。

《《《《彩生舎彩生舎彩生舎彩生舎＆＆＆＆HyperHyperHyperHyper PlantsPlantsPlantsPlants》》》》

水水水水のののの彩彩彩彩、ＤＲ、ＤＲ、ＤＲ、ＤＲアロマバスシリーズアロマバスシリーズアロマバスシリーズアロマバスシリーズ

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：水水水水のののの彩彩彩彩はははは別紙価格表参照別紙価格表参照別紙価格表参照別紙価格表参照、ＤＲ、ＤＲ、ＤＲ、ＤＲアロマバスはチラシアロマバスはチラシアロマバスはチラシアロマバスは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

人気の歯ブラシ

《《《《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》》》》

KENTKENTKENTKENT＆＆＆＆SaleSaleSaleSale----dodododo 歯歯歯歯ブラシブラシブラシブラシ

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））））

名称容量

570ml

メーカー中止品

メーカー休止品 食養豆みそ（海の精）　再開次第ご案内します。

オーガニックフルーツ＆ナッツバージンジャー（むそう商事）、中華ドレッシング（ヒカリ）、すぐに使える有機の炊き

大豆（アグリシステム）、つぶしあん（オーサワ）

容器

無添加ボディソープ　520ml


