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冬季休業（配送、事務所お休みです）冬季休業（配送、事務所お休みです）

2018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、香南

市の山で育った鹿肉の生

ソーセージなど、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！

※宅配会員さんには1/22(月)に2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

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。

無・

無

大根 1本 219 品種：冬職人

人参 250g 206 品種：向陽2号

金時人参 2本 258 品種：木紅金時

ミニ白菜 1個 258 品種：お黄に入り

白菜 1個 284/kg 品種：黄ごころ

ネギ 100g 206 品種：自家種

生姜 150g 258 品種：自家種

田芋 300g 258 品種：自家種

レタス 1個 258 品種：シスコ

サニーレタス 1個 206 品種：レッドファイヤー

ブロッコリー 1個 258 品種：グリーンデスティニー

野菜単品（高知県内）

ソエルの野菜セットはお休みです。

品　名

井

上

正

雄

さ

ん

（

南

国

市

）

有

機

J

A

S

※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。

ブロッコリー 1個 258 品種：グリーンデスティニー

カリフラワー 1個 258 品種：スノードレス

さつま芋 500g 323 品種：紅はるか、紅あずま

小松菜 150g 206 品種：ななみ

キャベツ 1個 330 品種：潮岬、あやひかり

人参 300g 206

人参（ジュース用） 600g 323

囲い生姜 150g 267

囲い生姜（親） 400g 475

里芋 500g 439 品種：セレベス（自家種）

さつま芋 600g 310 品種：安納（自家種）

さつま芋 600g 310 品種：紅はるか（自家種）

さつま芋 600g 310 品種：シルクスイート（自家種）

白葱 2〜3本 288 品種：龍ひかり、群翆

ケール 2枚 232

ケール（お徳用） 7〜8枚 732

グリーンリーフ 1玉 298 品種：グリーンウエーブ

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）。

品種：ひとみ、ちはま、綾誉、アロマレッド、ゆめ

はま

品種：土佐一（自家種）

無

・

無

わ

た

な

べ

農

園

（

香

美

市

）

品種：ジューシーグリーン

台風21号の風害

で苗や葉が吹き飛

び、2割～1割の

収量しか見込めな

い作物があります。

申し訳ありません

が、

価格の値上げをさ

せていただくこと

にいたしました。

どうぞ生産の現場

にご理解いただけ

ますようお願いい

たします。

　　　　　　　　　　　　　　「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。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

生姜 100g 209

さつまいも 500g 251

里芋 500g 348

かぼちゃ（カット） 500g 167

じゃがいも（赤） 400g 258

赤赤赤赤いいいい皮皮皮皮にににに黄色黄色黄色黄色のののの肉質肉質肉質肉質がががが特徴特徴特徴特徴。。。。しっとりしてさつましっとりしてさつましっとりしてさつましっとりしてさつま芋芋芋芋のようなのようなのようなのような

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。品種：アンデス赤

じゃがいも（紫＆

赤のツートン）

400g 258

深深深深みのあるコクとみのあるコクとみのあるコクとみのあるコクと味味味味わいわいわいわい、、、、粘粘粘粘りがあるりがあるりがあるりがある肉質肉質肉質肉質はははは栄養価栄養価栄養価栄養価がががが高高高高くくくく、、、、

甘甘甘甘みがみがみがみが強強強強いですいですいですいです。。。。煮崩煮崩煮崩煮崩れしにくいれしにくいれしにくいれしにくい。。。。品種：グランドペチカ

人参 2～4本 258

黄金色黄金色黄金色黄金色がががが特徴特徴特徴特徴でででで肉質肉質肉質肉質はははは柔柔柔柔らかくらかくらかくらかく甘甘甘甘みがあるみがあるみがあるみがある。。。。柔柔柔柔らかいらかいらかいらかい

のでのでのでので彩彩彩彩りサラダがおすすめりサラダがおすすめりサラダがおすすめりサラダがおすすめ。。。。もちろんもちろんもちろんもちろん煮物煮物煮物煮物などにもなどにもなどにもなどにも

品種：金美ＥＸ

ミニブロッコリー 120g 181

茎茎茎茎ごとごとごとごと、、、、サラダサラダサラダサラダ、、、、カレーカレーカレーカレー＆＆＆＆シチューシチューシチューシチュー、、、、炒炒炒炒めものなどにめものなどにめものなどにめものなどに

品種：ハインツまたはエンデバーＳＰの脇芽。

白葱 2～3本 258

繊維質繊維質繊維質繊維質がががが少少少少なくなくなくなく柔柔柔柔らかいらかいらかいらかい肉質肉質肉質肉質でででで甘甘甘甘みあるみあるみあるみある。。。。

品種：元蔵

1/4個 206

1/2個 323

1個 516

夢

産

地

と

さ

や

ま

開

発

公

社

（

高

知

市

土

佐

山

）

複数の生産者からの出荷のため、品種は選べませ

ん。

無

・

無

野菜単品（県内）

品　　　名

白菜

球内色球内色球内色球内色がオレンジがオレンジがオレンジがオレンジ！！！！歯切歯切歯切歯切れがよくてれがよくてれがよくてれがよくて青臭青臭青臭青臭みがみがみがみが少少少少ないのないのないのないの

でででで、、、、浅漬浅漬浅漬浅漬けけけけ、、、、煮物煮物煮物煮物、、、、炒炒炒炒めものやめものやめものやめものや、、、、サラダにもサラダにもサラダにもサラダにも利用利用利用利用できできできでき

るるるる。。。。

勇

気

百

倍

農

園

（

高

知

市

無

・

無

オレンジクイーンは指名買いが入る人気種！

1個 516

ミニ白菜 1個 258

使使使使いやすいミニサイズのいやすいミニサイズのいやすいミニサイズのいやすいミニサイズの白菜白菜白菜白菜ですですですです。。。。サラダにもサラダにもサラダにもサラダにも向向向向きまきまきまきま

すすすす。。。。品種：タイニーシュシュ

おまかせカラフ

ル大根

いずれか1

本

206

紅芯大根紅芯大根紅芯大根紅芯大根はははは皮皮皮皮がががが緑緑緑緑＆＆＆＆白白白白、、、、中中中中はははは赤赤赤赤。。。。それそれそれそれ以外以外以外以外はははは皮皮皮皮とととと中中中中のののの

色色色色がががが同同同同じですじですじですじです。。。。それぞれピンクそれぞれピンクそれぞれピンクそれぞれピンク、、、、紫紫紫紫、、、、赤色赤色赤色赤色。。。。

品種：京桜、京紫、紅芯大根、もみじスティック、紅く

るり大根

カラフル大根

（皮は赤・中が

白）

1本 232

皮皮皮皮がががが赤色赤色赤色赤色、、、、中中中中がががが白白白白のののの大根大根大根大根。。。。皮皮皮皮ごとごとごとごと使使使使えばえばえばえば、、、、紅白紅白紅白紅白できれできれできれできれ

いですいですいですいです。。。。品種：紅化粧

小松菜 150g 206 品種：菜々美

ほうれん草 160g 194

冬瓜 1個 155/㎏

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。

無

・

無

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。

無

・

無

大阪愛農食

品

玉ねぎ 約1kg 343 北海道産

有

機

J

A

S

品種：オレンジクイーン

かざくる

ま（高知市春

野町）

無

・

無

野菜単品（県外）

市

春

野

町

）

カラフル大

根は生食向

きです。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

わたなべ農園 レモン
大1個

（150g前

後）

206 品種：リスボン　岡山県牛窓町産

か

ざ

ぐ

る

ま

（

高

知

市

）

レモン 2個 323

1kg 361

2kg 658

お徳用みかん 2kg 439

門田農園（高知市土佐山）。品種名：かおり野

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。

わたなべ農園・かざぐるまのレモン、井上正弘さんのみかん

井上正弘

（土佐市）

みかん

※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
有

機

J

A

S

品　　　名

無

・

無

酸味がきつくなく、果汁たっぷ

り！果皮もつるつる！

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）

（アントラール水和剤、アーデント水和剤、オー

ソサド水和剤、ファルコンフロアブル、ゲッター

水和剤、ハチ八チフロアブル、ベルクート水和

剤、プレバソンフロアブル、マイトコーネフロア

ブル、バリマード顆粒水和剤、フェニックス顆粒

水和剤、コロマイト水和剤、ウララＤＦ、セイビ

マーフロアブル、カネマイトフロアブル）

減

2.5kg程度

（バラ）
2,190

5kg箱入り 4,342

10kg箱入り 7,960

いちご

竹嶋有機農園のリンゴ「サンふじ」

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。

2017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 ）

減
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1月の新共同購入品

無着色、自然の風味

「国内産・素干しえび 」

ハヤシ食

サラリとなじむ天然成分100％

のハンドクリーム

「天海のしずくオーガニック

ハンドクリーム」

アフロディア

サクッと甘酸っぱいベリーとチョコのハーモニー 3種 ランドガルテン

家事や仕事の合間にも使いやすい、

さらっとした付け心地。植物由来

のスクワランやグリセリンが素早

く潤いを与え、べとつきが残りま

せん。使うたびに香るオリジナル

ブレンドの天然アロマがすがすが

しく穏やかな気持ちをもたらして

くれます。

油を使用せず温風だけで

ロースト 「OGカシューナッ

ツ・タマリ」

ランドガルテン

油を使用せず、温風だけで

国内産のアキアミを素干しにし

た無着色の素干しえびです。自

然の風味をお楽しみいただけま

す。

着色料等は一切使用しておりま

せんので、安心してお召し上が

りになれます。

かき揚げの具材やお好み焼、炒

め物や汁物の浮きみ、醤油で炊

いて佃煮に、色々な料理のアク

セントにお使い下さい。

噛んだ瞬間に広がる甘酸っぱいオーガニックフリーズドライフルーツと、口どけの良いオーガ

ニックチョコレートのハーモニーをお頼みください。

「OGフリーズドライ

ラズベリー・ベリー

「OGフリーズドライラ

ズべりー・ダークチョコ」

「OGフリーズドライベ

リー・チョコミックス」

有機JAS認定の原料で作りました

「有機・無双番茶」 ムソー

熟成による旨みと丁寧に

焙じた香ばしさと艶のあ

る色合いが特徴の“無双

番茶”有機JAS認定の国

産原料で作りました。

容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤
原材料

30g 271 アキアミ（瀬戸内海産）

150g 685 有機緑茶（京都府、三重県、奈良県、宮崎県産）

30g 2,376

水、ヘチマ水、グアバエキス、グリセリン、チャボトケイソウ油、スクワラン、キ

ウイフルーツ油、マヨナラ葉油、ニュウコウジュ油、ニオイテンジクアオイ油

50g 531

ホワイトチョコレート* 90% (甘蔗糖*、ココアバター*、全粉乳*、 乳化剤: 大豆

レシチン*)、 ラズベリー*、 光沢剤: アラビアガム*、 砂糖*、ブドウ糖、 濃縮ブ

ラックカラント果汁*（* 印は有機栽培原材料）

50g 531

ダークチョコレート* 90% (カカオマス*, 甘蔗糖*, ココアバター*, 低脂肪ココア

パウダー*, 乳化剤: 大豆レシチン*), ラズベリー*, 光沢剤: アラビアガム*, 砂糖*, ブ

ドウ糖*（ *印は 有機栽培原材料）

50g 531

ミルクチョコレート* 30% (甘蔗糖*, ココアバター*, 全粉乳*, カカオマス*, 乳化

剤: 大豆レシチン*), ダークチョコレート* 30%

 (カカオマス*, 甘蔗糖*, ココアバター*, 低脂肪ココアパウダー*, 乳化剤: 大豆レシ

チン*), ホワイトチョコレート* 30% (甘蔗糖*, ココアバター*, 全粉乳*, 乳化剤:

大豆レシチン*), ブルーベリー*, ラズベリー*, ストロベリー*,光沢剤: アラビアガム

* 砂糖*ブドウ糖*, 濃縮ブラックカラント果汁*, 濃縮エルダーベリー果汁*, ブルー

ベリーパウダー*.（*印は有機栽培原材料）

50g 541 カシューナッツ*, たまりしょうゆ*(大豆を含む) *印は有機栽培原材料OGカシューナッツ・タマリ

天海のしずくオーガ

ニックハンドクリーム

品　名

国内産・素干しえび

OGフリーズドライベ

リー・チョコミックス

OGフリーズドライラズ

ベリー・ベリーチョコ

OGフリーズドライラズ

ベリー・ダークチョコ

有機無双番茶

油を使用せず、温風だけで

処理されたカシュ―ナッツの

スナック。味わい深く濃厚な

カシュ―をオーガニックのタ

マリ醤油が引き立てます。

ラズベリー・ベリー

チョコ」

ラズベリーの爽やか

な酸味と、甘くまろや

かなホワイトベリー

チョコレートが絶妙な

バランス。

ラズベリーの爽やかな

酸味と、それを引き立て

るダークチョコレートの

大人の味のハーモニー。

サクッとした口当たり

の3種のフリーズドライ

ベリーを、相性ピッタリ

のチョコレートでコー

ティング。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤

750円

Bar à Boucherie　松原ミート（高知市）

　土佐鹿　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。17P の数量限定販売です。

原材料　その他

高知のいいものいろいろ！

1111本本本本でででで2222人分人分人分人分

鹿鹿鹿鹿のソーセージのソーセージのソーセージのソーセージ 貴重貴重貴重貴重なななな本物本物本物本物をををを生生生生かすレシピかすレシピかすレシピかすレシピ～～～～丸井丸井丸井丸井シュフのシュフのシュフのシュフの高知高知高知高知のののの素材簡単料理素材簡単料理素材簡単料理素材簡単料理（（（（おおおお便便便便りりりり12121212月号月号月号月号よよよよ

りりりり））））

（（（（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））））

一見小さめの量感を増やし、血のある肉の味を十分に出させる方法

①玉ねぎ・人参・ニンニクなど香味野菜のみじん切を炒めてしんなりさせる。

②そこに凍ったままソーセージを入れる。溶かしてはいけない。水、酒、ワイン、スープなどで水分を保ちながら、蓋を

して蒸し煮する（10分程度）

③火が通ったら蓋をとって、煮詰める（確認のため真ん中を切っても良い）。この時に好みで日本酒やワイン（赤または

白）を加えても良い。

（ブシュリ フランス語で肉屋の意）

土佐鹿生ソーセージ

1本（約

90g）

750円

前後

（8.4円

/g）の量

り売り

手作りこんにゃく

1個

（130g程

度）

130

そば粉 250g 645

復活のお茶 85g 300

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。

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）

鹿肉（大豊町猪鹿工房）、豚脂、ヒマラヤ岩塩

、こしょう、羊腸

土佐山より

手作り田舎こんにゃく＆そば粉

農薬不使用、無肥料で栽培したそばの実を挽いたそば粉。細挽きなので、手打ちそば、そばがき、またてんぷらの衣に

使ってそば粉天ぷらもおすすめです。こんにゃくはそばの草木灰の灰汁を使った昔ながらの作り方で、ひばあちゃんとひ

じいちゃんが手作りしています。煮物や炒め物としてはもちろん、スライスしてわさび醤油、酢味噌など刺身こんにゃく

としてもいただけます。

久万川営農組合（高知市土佐山）

原材料：そば（農薬不使用、無肥料・土佐山産）

もんちゃん農園（高知市土佐山）

原材料：こんにゃく芋（農薬不使用・土佐山産）、草木灰（農薬不

使用・土佐山産）

手作りのため、生産量に限りがあります。そば粉は5P/日、こ

んにゃくは10/日の限定です。ご注文多数の場合は、抽選とな

る可能性があります。欠品の際はご了承ください。
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品　名 容量 会員価格
① ② ③ ④ ⑤

もろみ味噌

200g

（袋）

480

もろみ糀 300g 450

塩麹 200g 350

　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）

有機土佐國グアバ茶

　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

備　考

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）

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）

米(高知県産を使用）、食塩（あぐり窪川の黒潮伝説使用）

高知のいいものいろいろ！

挟み込みページ、味噌特集に井上糀

店米こうじを紹介しています。

2g×５

包

648

2g×15

包

1,836

2g×30

包

3,240

とことん 鱧入り蒲鉾 100g 304

とことん 鱧入り角天 2枚 232

とことん 鱧入り竹輪 3本（120g） 220

とことん　鱧入りなると 2本 203

カクテキ（大根キムチ） 250g 554

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、イカ塩辛、魚醤、松の実、

土佐キムチの大根キムチ

一年中目にする漬物ですが、やはり大根が一番おいしい時期のキムチは格別です。天候や、虫害などの影響で農薬不使用の

白菜を確保するのが難しく、今年は大根キムチのみとなります・

土佐蒲鉾（高知市長浜）　はも入り蒲鉾、角天、竹輪、なると

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。

魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、天日塩

魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、みりん、天日塩、菜種油

魚肉（スケソウダラ、はも、てんさい糖）、天日塩、みりん

魚肉（はも、スケソウダラ、てんさい糖）、天日塩、紅麹色素

有機土佐國

グアバティ

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

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。

カクテキ（大根キムチ） 600g 1,109

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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容量 会員価格
① ② ③ ④

備　考・原材料

1本（約

13㎝）

3～4切

分

1,280

原材料名：徳島県産PHF赤卵、北海道産よつ葉乳業生クリーム、喜界島産粗

糖、れいほく産棚田の米粉、有機コロンビアコーヒー、高知県産自然塩（土

佐の塩丸）

賞味期限：お届け日を含め2日

※要冷蔵

ANDYさんのロールケーキ再登場！

　嶺北の米粉を100％使用。小麦粉にはないもっちり、しっとりとしたスポンジに、よつ葉の生クリーム

をたっぷりとロールしてあります。

品　名

棚田棚田棚田棚田のののの米粉米粉米粉米粉ロールロールロールロール

　　（　　（　　（　　（モカモカモカモカ））））

宇佐もん工房の一本釣りうるめいわし

高知のいいものいろいろ！

今度はモカ味！

②

回

目

掲

載

④

回

目

配

送

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

一本釣りうるめい

わしぶっかけ漬け

丼

60g×2 500

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

一本釣りうるめい

わしのカルパッ

チョ

50g 280

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りますにつけてありますにつけてありますにつけてあります。。。。ササササ

ラダなどのトッピングにしておラダなどのトッピングにしておラダなどのトッピングにしてお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

一本釣りうるめい

わし　100％つみ

れ団子

8玉 324

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。。。。うるめいわしのうるめいわしのうるめいわしのうるめいわしの

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こだわりすりなこだわりすりなこだわりすりな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

冷

凍

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。

冷

蔵

④

回

目

掲

載

⑤

回

目

配

送
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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。

④回目注文書掲載 ⑤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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容量 価格 ① ② ③ ④ ⑤

箱入り 20g×18
973

袋入り 20g×5 293

200ml 741

50g 570

2g×15 570

40g 239

品　名 備　考

しょうが湯

ムソー。粗糖、生姜（国内産）、黒糖、てんさい糖、本葛、蓮根粉

末（国内産）

しょうが湯

オーサワの有機生姜しぼり

砂糖不使用。4～6倍の濃縮タイプ。お湯で割ると生姜湯に、紅茶や

豆乳で割ってもOK。炭酸水で割るとジンジャーエールに。

オーサワジャパン。有機ぶどう果汁(トルコ・アルゼンチン産)､有機

生姜(国内産)､有機レモン果汁(スペイン･イタリア産他)

出西生姜紅茶リーフ

西製茶。紅茶（島根県産）・しょうが（島根県産）

出西生姜紅茶ティーバッグ 

激辛げんき生姜

生姜チップス。ぱりぱりとした歯触りと辛みが特徴であと引く美味

しさです。そのままスナック感覚でどうぞ。生活学舎桃土。有機生

姜（土佐山産）、グラニュー糖、農薬不使用のゆず果汁・赤唐辛子

（土佐山産）

風邪風邪風邪風邪ひきののどのひきののどのひきののどのひきののどの強強強強いいいい味方味方味方味方、、、、蓮根蓮根蓮根蓮根！！！！

のどの痛みや、咳の出るときには、生のまますりおろして湯をさして飲んだり、昔から‘蓮根‘が

利用されてきました。料理にすれば、きんぴら、サラダ、煮物、すりおろして丸めて揚げれば、

冬本番。木枯らしビュービュー吹く日には、温かい飲み物、料理が恋しくなりますね。

そんな時にお勧めの品をご紹介します。

身体身体身体身体をををを温温温温めるといえばめるといえばめるといえばめるといえば、、、、生姜生姜生姜生姜でしょでしょでしょでしょ！！！！

お

冷えは大敵！身体の中から温まりましょう♪

温め食材＆雑貨大集合！

約

500g

430

100g 294

160g 2,263

50g 590

70g 813

10P 679

れんこん湯エキス

本葛とれんこんを麦芽で糖化。ほのかな苦みと自然な甘みでお子様

にも食べやすい。そのまま舐めるまたは湯に溶いて。

オーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパン。。。。本葛本葛本葛本葛（（（（南九州産南九州産南九州産南九州産）、）、）、）、蓮根粉末蓮根粉末蓮根粉末蓮根粉末（（（（山口産山口産山口産山口産）、）、）、）、麦芽麦芽麦芽麦芽

（（（（カナダカナダカナダカナダ産産産産））））

蓮根しょうが飴

オーサワジャパン。もち米飴、麦芽水飴、蓮根粉末（山口産）、生

姜粉末（国内産）、麦炒り粉

くまもと有機の会の

れんこん

もっちもち！さまざまな料理法で楽しめます。風邪のひきやすいこの時期は積極的に食卓に登場さ

せてくださいね！

くまもと有機の会。農薬・化学肥料不使用。

コーレン（節れんこん入り）

熊本産農薬化学肥料不使用の蓮根100%の粉末です。実だけ

でなく節、芽も入っているので蓮根をまるごと摂取できま

す。お湯に溶いて飲むほか、葛湯に入れたり菓子づくりに

も。

オーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパン。。。。蓮根蓮根蓮根蓮根（（（（熊本県産熊本県産熊本県産熊本県産））））

　鉄火みそ（ふりか

け）

現代人は陰性に傾き、冷え、虚弱体質など体調不良に悩む人が増え

ています。このてっかみそは根菜類と豆味噌をじっくり炒めて作る

陽性の食べ物で体を温めてくれます。ふりかけとしてご飯にかけた

り、お湯で溶いて味噌汁にも。

オーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパンオーサワジャパン。。。。豆豆豆豆みそみそみそみそ、、、、特別栽培特別栽培特別栽培特別栽培ごぼうごぼうごぼうごぼう、、、、人参人参人参人参（（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県・・・・熊熊熊熊

本県本県本県本県）、）、）、）、生姜生姜生姜生姜（（（（鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県））））特別栽培特別栽培特別栽培特別栽培れんこんれんこんれんこんれんこん（（（（熊本県熊本県熊本県熊本県、、、、佐賀県佐賀県佐賀県佐賀県）、）、）、）、

ごまごまごまごま油油油油

よもぎ湯

農薬使用なしで栽培し乾燥させたよもぎを仕入れ、袋詰めし

ています。

あおぞらセンターあおぞらセンターあおぞらセンターあおぞらセンター（（（（高知市高知市高知市高知市））））

温温温温めめめめ食材食材食材食材、、、、他他他他にもありますにもありますにもありますにもあります！！！！

おおおお味噌味噌味噌味噌じゃないよじゃないよじゃないよじゃないよ、、、、

ふりかけだよふりかけだよふりかけだよふりかけだよ♪♪♪♪

おおおお風呂風呂風呂風呂でででで芯芯芯芯からからからから温温温温まるまるまるまる

翌々週配送

品
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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

２杯 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

２杯 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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今回限りの大特価！

１０％引きですよ！

“純”オーガニックに包まれた あたたかな暮らしのおすすめ

《《《《MADEMADEMADEMADE IN EARTHIN EARTHIN EARTHIN EARTH》》》》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製品製品製品製品

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10101010％％％％引引引引きききき

チラシのチラシのチラシのチラシの有効期限有効期限有効期限有効期限はははは平成平成平成平成２２２２

９９９９年年年年１１１１月月月月３１３１３１３１日日日日となっていとなっていとなっていとなってい

ますがますがますがますが、、、、特別特別特別特別にににに１１１１月末月末月末月末までまでまでまで

セールセールセールセール期間期間期間期間をををを延延延延ばしてもらばしてもらばしてもらばしてもら

いましたいましたいましたいました。。。。ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの機会機会機会機会にににに

おすすめ生活雑貨

《《《《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》》》》ヘナヘナヘナヘナ、、、、シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー＆＆＆＆リンスリンスリンスリンス、、、、アルガンアルガンアルガンアルガン製品製品製品製品などなどなどなど

会員価格会員価格会員価格会員価格：：：：カタログカタログカタログカタログ価格価格価格価格（（（（税込税込税込税込））））のののの2222％％％％引引引引きききき

セール！すべてがお得な価格になっています！

《《《《株式会社株式会社株式会社株式会社 ハートハートハートハート》》》》オーガニックふとんオーガニックふとんオーガニックふとんオーガニックふとん、、、、高密度防高密度防高密度防高密度防ダニカバーダニカバーダニカバーダニカバーetc.etc.etc.etc.

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

P49
内容量 40g

取扱い中止品

45g

無双番茶（ムソー）

品　名品　名品　名品　名 変更前変更前変更前変更前

米粉入りお魚チップス

かぼちゃ、オニオン、ほうれん

草

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。

豚毛ヘアブラシを使っています。髪

に艶が出て、しっとりとする感じが

して気に入っています。ただ、固さ

が柔らかめの３段植毛を買ったので

すが、地肌までしっかりと梳かすに

は、標準タイプの方がよかったかな

とも思っています。

（会員のMさん）

《《《《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》》》》

①①①①KENTKENTKENTKENTのヘアブラシのヘアブラシのヘアブラシのヘアブラシ、、、、洋服洋服洋服洋服ブラシブラシブラシブラシ

②②②②グリルグリルグリルグリル用敷石用敷石用敷石用敷石「「「「魚焼魚焼魚焼魚焼きききき倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部」、」、」、」、脱臭脱臭脱臭脱臭＆＆＆＆除湿除湿除湿除湿「「「「corocorocorocorocorocorocorocoro soilsoilsoilsoil」」」」

いましたいましたいましたいました。。。。ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの機会機会機会機会にににに

ごごご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。。。。

《《《《株式会社株式会社株式会社株式会社 ハートハートハートハート》》》》オーガニックふとんオーガニックふとんオーガニックふとんオーガニックふとん、、、、高密度防高密度防高密度防高密度防ダニカバーダニカバーダニカバーダニカバー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））））

取扱い中止品

※取扱い中止品は特注欄でご注文をお受けできます。

無双番茶（ムソー）


