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※宅配会員さんには8/19(月)に9月の注文書を発送予定です。
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季節のとっておき
≪P2～3≫山楽「山の野菜セット」、中村くらしを見直す会「直送四万十野菜セット」、

谷川さんの「野菜セット」、井上正雄さん、わたなべ農園、山楽、夢産地とさやま開発公社、

島岡さん、もんちゃん農園「ブルーベリー」、かざぐるま「ブルーベリー」

≪P4～5≫8月の新共同購入品

≪P6～8≫高知のいいもの

「服部雄一郎さん翻訳本 プラスチック・フリー生活」、 「宇佐もん工房 一本釣りうるめいわし」、

「もんちゃん農園のジャム」、「自然食品の店大地のクッキー」、「はなればなれ珈琲」

「土佐キムチ オイキムチ」、「司牡丹酒造 永田農法純米酒」、「八千萬ず 和らびもち」

「高知川添ヤギ牧場のヤギミルク」

≪P9≫アリサン特集

≪P10≫八坂石鹸セール

≪P11≫防災特集

≪P12≫8月の特別企画

夏季休業（配送、事務所お休みです）

今月は③回目（8/13

～15）に、配送、事

務所ともにお休みをい

ただきます。

お盆休みに帰省してく

る家族や親戚との集ま

りなど、たくさんの人

で食卓を囲む機会も多

いのこの時期。冷凍品

や、卵、菓子類など食

材のまとめ買いをぜひ

お勧めします。



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

山楽
（土佐町）

山の野菜セット
1セット
（3品
目）

541
ナス、ピーマン、キュウリ、ジャガイモ、タマネ
ギ、ミニトマトなどの中から、3品目

中村くら
しを見直
す会

（四万十市）

直送
四万十野菜セット

1セット

1,329円+送料
(常温便・高知
県内490円）
クール便で発
送する場合が
あります。(+220

円）

ピーマン、ナス、じゃがいも、ニラ、白葱、玉
ねぎ、小松菜、にんにく、きゅうり、ミニトマ
ト、オクラ、青じそ、甘長唐辛子etc.などの中
から8種類程度

直送
野菜セット

1セット
（6品目以上）

1,329円＋
送料1,015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
＋卵6個

1,620円＋
送料1,015円
(クール便・高知
県内）

オクラ 100ｇ 168 品種：アーリーファイブ

なす 250g 206 品種：千両

ピーマン 150g 194 品種：京みどり

ニラ 100ｇ 168 品種：自家種

モロヘイヤ 150g 206 品種：自家種

ゴーヤー 1本 200 品種：自家種

南瓜 1/2または1個 58/100g 品種：錦芳香

じゃがいも 400g 206 品種：メークインまたは出島

バジル 40g 206 品種：スイートバジル

玉ねぎ（B品） 800g 206
とう立ち、分球しているものなどが入ります。
品種：アップ２号

きゅうり 3～4本 258 品種：つばさ

表内［表示］の内容　「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」：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」：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。

野菜単品（高知県内）

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

有
機
J
A
S

野菜セット（高知県内）
品　名

四万十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：火曜または木曜日にお届けします。いずれかをお選びください。
時間の指定が出来ますので、注文書にご記入ください。

無
・
無

谷川徹さ
ん

（梼原
町）

きゅうり、なす、ピーマン、長ピーマン、ズッキー
ニ、ミニトマト、トマト、加熱調理用トマト、さや
いんげん、玉ねぎ（白・赤）にんにく、じゃがい
も、花にら、レモンバジル、イタリアンパセリ
などの中から、6種類以上

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。
◎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・・・・電話番号：0889-67-0383（電話・FAX兼用）・メールinfo@meimichi.com
※参考までに（2セットの場合：120サイズ送料（+クール便料金）が高知県内767円（+648）＝1,415円

　
無
・
無

※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。

また、ご注文いただいた野菜が欠品でも、他の生産者の同じ野菜であれば出荷できる場合があります。

代替のものでも配送をご希望の方は注文書P1下記に☑をお願いします。
※ただし容量・価格は生産者によって変わります。

天候や虫の害などの理由で野菜の成長が芳

しくない場合には欠品となる可能性もあり

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。

《2》



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

人参 350〜400g 206 　
　

人参ジュース用 700g以上 323

玉ねぎ 1kg 387 品種：早生七宝

ニンニク 120g 361

ニンニク（大） 1個 206

囲い生姜 150g 267

囲い生姜　お得用 300g 427

じゃがいも 350g 194 品種：アンデスレッド

なす 250ｇ 206 品種：千両2号

ピーマン 150g 206 品種：京みどり

野菜たっぷり乾
燥みそ汁の具

10g 387
自家製の大根、人参、原木シイタケ、ネギ、ほうれん草
の乾燥野菜が入った味噌汁の具。鍋に具材を入れて煮る
だけ簡単。

生姜 100ｇ 223

ゴーヤ 1本 167

にんにく 100ｇ 279

ニラ 100ｇ 139

じゃがいも 500ｇ 209

なす 500ｇ 167

りゅうきゅう 400ｇ 167

かぼちゃ 500ｇ 167

島岡
（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。

もんちゃん
農園

（高知市）
ブルーベリー 100g 250

無
・
無

かざぐるま
（高知市） ブルーベリー 100g 284

無
・
無

今年はかざぐるまさんからもブルーベリーが出荷されます！
もんちゃん農園のブルーベリーとの食べ比べも楽しみですね。

品　　　名

夢
産
地
と
さ
や
ま
開
発
公
社

（
高
知
市
）

複数の生産者からの出荷のため、品種は選べません。
（じゃがいもの品種：男爵または出島）

山楽
（土佐町）

有
機
J
A
S

無
・
無

品種：自家種（土佐一）

品種：アロマレッド、ちはま

品種：自家種

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

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！（P8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/

乾燥野菜からもうまみが出て旨味倍

増！ もちろんすまし汁でも、豚汁

でも。炊き込みご飯にもいいですね。

玉ねぎ、今月は100g増量

でお得です！！

《3》



品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ セット内容・原材料

サラダチキン 100g 358 鶏肉、チキンスープ、米酢、砂糖、食塩

黒豚メンチカツ 120g 372
豚肉、玉ねぎ、パン粉、醤油加工品、菜種油、鶏卵、牛乳、食塩、香
辛料、衣（パン粉、小麦粉、鶏卵、食塩）揚げ油（菜種油）

炒めて簡単! 黒豚しょ
うが焼き用

120g 444 豚肉、醤油、生姜ペースト、砂糖、清酒

炒めて簡単! 黒豚みそ
炒め用

140g 485 豚肉、麦みそ、砂糖、鰹だし、醤油、ごま油、発酵調味料

解凍後、お好みの

野菜と炒めるだ

け！

８月の新共同購入品

炒めて簡単！黒豚しょうが焼き用

秋川牧園に便利なお惣菜が仲間入り！

秋川牧園の黒豚を使

用。生姜と醤油の香り

が肉の旨みを引き立

て、ごはんが進む味付

けになっています。

炒めて簡単！黒豚みそ炒め用

秋川牧園の黒豚を使用。ゴマ

油が香る特製味噌だれがお肉

と絶妙にマッチしています。

サラダチキン（むね肉プレーン）

秋川牧園の若鶏の胸肉を使用

してしっとりとやわらかに仕

上げたサラダチキンです。お

肉本来の旨みを味わっていた

だけるよう薄味に仕上げてい

ますので、サラダはもちろん

お好みのお料理にアレンジし

てお使いいただけます。

黒豚メンチカツ

秋川牧園の黒豚のミンチに

たっぷりの国産玉ねぎ、そ

して秋川牧園の卵と牛乳も

加え、衣パン粉で包み込み

カラッと揚げました。加熱

済みですので、電子レン

ジ、オーブントースターで

簡単に調理できお弁当のお

かずにピッタリです。

解凍してそのまま

食べられる！ 電子レンジ、オーブントー

スターで温めるだけ！

解凍後、お好みの

野菜と炒めるだ

け！
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ➄ セット内容・原材料

オーガニックボール
クッキー・無双番茶

6個 294
有機小麦粉（小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、有機砂
糖、有機アガベシロップ、有機緑茶、食塩

オーガニックボール
クッキー・黒ごま

6個 294
有機小麦粉（小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、有機砂
糖、有機アガベシロップ、有機黒ごま、食塩

オーガニックボール
クッキー・ココナッツ

6個 294
有機小麦粉（小麦（オーストラリア産））、有機パーム油、有機砂
糖、有機アガベシロップ、有機ココナッツ、食塩

染み抜き剤（衣類用） 300g 492 過炭酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム

8月の新共同購入品

「OGボールクッキー 3種（無双番茶、黒ごま、ココナッツ）」

クロスロード

サクサクとした歯応えの香ばしいクッキーです。素材の旨味を生

かし、バター、卵、牛乳など動物性原料を一切使わずに、原料は

すべて植物性で作りました。

有機小麦粉、有機ショートニング、有機アガベシロップ、有機砂

糖など主要原材料はすべて有機JAS認証原料です。

■「染み抜き剤」の使い方
(1)染み汚れに適量をパラパラと振り掛け、その上

から40～50℃くらいのお湯をスプーンやコップな

どでお湯を垂らす

(2)表面が乾いてきたらお湯のスプレーを追加す

る。

(3)5～15分ほど放置後、衣類は普通に洗濯する。

絨毯など丸洗いのできないものは、古布などで拭き

取る。

あのシミさえなければ…という服、眠っていません

か？ベースの発泡性過炭酸ナトリウムに、メタケイ酸

ナトリウムを配合して漂白力をアップ。衣類や絨毯な

どの布製品のシミをすっきりと落とします。

お湯をかけると発泡性過炭酸ナトリウムが、瞬時にク

リーミーな泡上になり、シミ汚れに留まってくれま

す。そのため、ピンポイントのシミに対して使い勝手

がよく、スムーズに染み抜き作業ができます。

「染み抜き剤（衣類用）」 石けん百貨
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考

「プラスチック・フ
リー生活　今すぐでき
る小さな革命」

1冊 2,160
シャンタル・プラモンドン／ジェイ・シンハ著
服部雄一郎・訳
NHK出版

獲れたてサバの醤油漬け丼 60g×2 500

黒潮の恵み豊かな漁場で日戻り漁で水揚げしたサバのみを使用。解凍しご飯にか
けるだけで、漁師町でしか味わえないような新鮮な漬け丼がいただけます。
原材料：サバ、醤油加工品（みりん、醤油（大豆、小麦を含む）、鰹節、米）、ご
ま、食塩

一本釣りうるめいわし
のぶっかけ漬け丼

60g×2 500
解凍し炊き立てご飯にかけるだけで、地元でしか味わえない新鮮な特製たれ漬け
丼がいただけます。
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
100％つみれ団子

8玉 324

そのまま、お鍋やお汁に使用出来る便利な団子タイプです。うるめいわしの味わ
いが濃く、すり身自体からもダシも出る本格的なこだわりすり身の仕上がりで
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

一本釣りうるめいわし
のカルパッチョ

50g 280
薄くスライスしたうるめいわしをオリーブオイルと塩につけてあります。サラダ
などのトッピングにしてお召し上がりください。
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
のオイルサーディン

100g 432
エクストラバージンオイルをたっぷりと使い贅沢でヘルシー。ローズマリーの香
りが爽やかです。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

一本釣りうるめいわし
のトマトサーディン

100g 432
相性の良い高知県産の完熟フルーツトマトと合わせて煮込んでいます。
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

一本釣りうるめいわし
のサラダサーディン

100g 432
塩麹とエクストラバージンオリーブオイルが絡みあい、ヘルシーかつ魚の旨みを
十分に引き出しています。
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　獲れたてサバの醤油漬け丼　好評です！

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。

  本「プラスチック・フリー生活　今すぐできる小さな革命」

高知いいものいろいろ！

②
回
目
掲
載

④
回
目
配
送

オイルサーディンはTV

でも紹介され話題になっ

ています！

香美市の会員さん、服部雄一郎さんが本を翻訳されました。

「ゼロウェイスト・ホーム」に引き続き2冊目の翻訳本です。

プラスチック汚染の問題がクローズアップされている現在、身のまわりに溢れ

ているプラスチック製品による私たちの健康への影響について、分かりやすい表

やイラストで書かれています。

プラスチックの種類と用途、加工しやすさ・やわらかさ・頑丈さなど、いろいろ

な特性をプラスチックに与えるため添加されている化学物質の危険性(内分泌攪乱

作用や発がん性、生殖発生毒性、細胞毒性など)についてや、プラスチックのリサ

イクル問題、バイオプラスチック、プラスチックに代わる素材や食材別の保存容

器、カーペット・マットレス・衣類についても解説されています。

プラスチック製品からの健康被害を防ぐために必要な知識が詰まった一冊です。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備　考

いちごジャム 190g 580 いちご（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 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）

バナナココナッツクッキー 6個 370
バナナ、ココナッツ、米粉、てんさい含蜜糖、オリーブ油、食塩、
膨張剤（アルミニウム不使用）

農薬使用なし小麦のクッキー
シナモン

5個 264
小麦粉、全粒粉（農薬・化学肥料不使用・九州、高知産）、国産な
たね油、てん菜含蜜糖、シナモンパウダー、食塩

レギュラーおまかせ・浅煎り
豆200g
粉190g

990

レギュラーおまかせ・中煎り
豆200g
粉190g

990

レギュラーおまかせ・深煎り
豆190g
粉180g

990

訳あり廉価コーヒー・深煎り
豆180g
粉170g

792

訳あり廉価コーヒー・中煎り
豆200g
粉190g

792

250g 570

600g 1,142

はなればなれ珈琲
　
フェアトレード、オーガニックのコーヒー豆を丁寧に焙煎しているはなればなれ珈琲。
「月替わりおまかせ」は「レギュラーおまかせ」に、
「季節のお買い得」は「訳あり廉価コーヒー」に名称が変更になります。

天然酵母パン＆クッキー　自然食品の店　大地
　
土といのちのある高知市神田のすぐ近くにお店を構える「大地」さん。
農薬・化学肥料不使用のアレルギー対応食品を多数取り揃えています。
店主の知子さんの焼くクッキーは、材料にこだわっているのはもちろんのこと、サクサクと香ばしく味も抜群です。

もんちゃん農園のジャム
自家農園の果物を煮た、人気の手作りのジャムです。

オイキムチ

漬け材料も、土といのち仕様（酵母エキス不使用）で作って
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。

銘柄は時期によって異なります。銘柄を指定できない代わりに20g
増量してお届けします。カタログに記載されている銘柄になること
もなります。
銘柄によって、内容量は10gくらい変わることがあります。
浅煎：上質な酸味のあるスッキリした味わい。
中煎：苦みと酸味ともにほどほど、マイルドで飲みやすい。
深煎：強いコクと苦み。

銘柄は時期によって異なります。仕入れの安い豆や試しに焼いてい
みた試作品、ちょっとだけ出来が気に入らない豆など。
お得な価格でお届けします。

①回目掲載

②回目配送

④回目掲載

➄回目配送

高知のいいものいろいろ！
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 備考・原材料

八千萬ず　和らびもち
沢渡煎茶

140g 486

くっきりとした味わいと、後味の清々しさが香る、上品でいて、茶葉本来の風味をスト
レートに楽しんで頂けます。
原材料：本蕨粉（国内産：九州、長野）、煎茶(高知県)、米水飴、甜菜糖（北海道）、
塩、孟宗竹オイル、(黄な粉個包装)

八千萬ず　和らびもち
四万十珈琲

140g 486

四万十市産の珈琲を使用。焙煎器の製造から始まり、高知県大月町産の土佐備長炭で
じっくり焙煎したコーヒー。黄な粉や生クリーム等をかけるとさらに美味しくいただけ
ます。
原材料：本蕨粉、四万十珈琲、米水飴、甜菜糖、塩、孟宗竹オイル、(黄な粉個包装)

八千萬ず　和らびもち
黒胡麻

140g 486
高知県春野町産を中心に国産のものだけを使用しております。ポリフェノールもたっぷ
りで、香ばしさと柔らかな旨味を感じられます。
原材料：本蕨粉、黒胡麻、米水飴、甜菜糖、塩、孟宗竹オイル、(黄な粉個包装)

ヤギミルク 500ml 1,080
賞味期限製造日含め5日。
（2日に一回の製造のため、お届けした日を含め賞味期限は2～3日となります）

永田農法純米酒
4合

(720ml) 1,260

原料米は、永田農法による四万十町（旧窪川町地域）産の
「山田錦」「吟の夢」「土佐錦」。

●原材料　米、米麹
●精米歩合　酒母・麹米 65％、掛米 70％
●アルコール度数　15度

高知川添ヤギ牧場
　ヤギミルク

母乳に近くおなかにやさしいヤギミルク！！
日本で初めて100％自給飼料、ノンホモ製法で、65℃30分間の低温殺菌をしています。

高知家のうまいもの大賞2019　入賞！
八千萬ず　土佐の茶菓子　「和らびもち」

和食料理人が昔ながらの製法で完全手づくり
国内産の本わらび粉を使用しており お餅のようなモチモチ食感が楽しめます。
つるつる、もちもちの食感と口に広がる和の心と、それぞれの風味を感じる土佐の茶菓子をお楽しみください。
防腐剤・保存料は不使用。砂糖のかわりにてんさい糖や米水飴を使用するなど
自然由来の物で仕上げることにこだわっています
※冷凍でお届けします。常温または冷蔵庫で1～3時間解凍してお召し上がりください。

骨太でキレの良い辛口
　「永田農法純米酒 」司牡丹酒造

窪川の平和ニラの生産者 島岡良有さん達が永田農法で作った雑味のない酒米と仁淀川の水、
そして蔵人たちの技により実現した素晴らしい純米酒です。ぜひ一度ご賞味ください。
お酒の味はスッキリ辛口。高知の肴によく合うように出来上がってます。

高知のいいものいろいろ！

やちよろず
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容量 会員価格 原材料・備考

60g 684
シベリアのバイカル湖のほとりの原生林で育ったオーガニック松の実。香りの際立つ小粒の
ナッツです。原材料：松の実（ロシア産）

100g 626
くるみの渋みを除いたようなクセのない味。（無塩タイプ）原材料：ペカンナッツ（アメリ
カ産）

100g 446
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。原材料：かぼちゃの種（オーストリア他産）。

50g 389
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。原材料：トマト(アメリカ産)、食塩。

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。原材料：ｷ
ﾇｱ、赤ｷﾇｱ、黒ｷﾇｱ

500g 410 モチモチとした食感が楽しめる平らで幅広の麺。濃厚なソースと相性ピッタリ。原材料：デュラムセモリナ粉。

400g 518
アルファベットの形が楽しい小さなパスタはスープや、サラダにぴったり。原材料：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。

250g 475
先がとがった筒状のペンネ。スペルトはタンパク質が豊富な古代小麦で、弾力性がありま
す。原材料：全粒スペルト小麦粉。

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
がおすすめ。原材料：全粒デュラム小麦

148ml 724 ピザ、マリネ、スープetc何にでも！結構スパイシー。原材料：ハラペーニョ、りんご酢、酢、食塩。

59ml 1,520 バニラエッセンスです。原材料：アルコール、バニラビーンズ抽出液

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：第一リン酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、コーンスターチ

100g 271
遺伝子組み換えしていない有機とうもろこしから作ったでん粉。酸化防止剤不使用。
原材料：とうもろこし

354g 1,357
リュウゼツ蘭から作られた甘味料です。酸味や癖がないので、砂糖の代わりに幅広く使用で
きます。血糖上昇の穏やかな甘味料として注目が集まっています。
原材料：アガベ

170g 510
唐辛子と違って、“しびれ”のある辛味で、本格麻婆ができます。辣油の代用としても勝手
がよく、酢や醤油にも相性がいいです。原材料：唐辛子、植物油脂（大豆）花椒、スターア
ニス、フェンネル、食塩、陳皮、砂糖

170g 510
香椿の香りの大豆ミート＆胡麻ベースの醤。ご飯に載せたり、麺と絡めたり、炒めものに。
一匙で台湾気分。本格坦々麺にもどうぞ。原材料：大豆油、大豆たんぱく、砂糖、マッシュ
ルーム、黒豆、香椿、食塩、ごま、リコリス

400g 630
完熟パイナップルをジュースにつけました。冷やしてお召し上がりください。9～10枚入
り。原材料：パイナップル、パイナップルジュース

750ml 1,085
炭酸水、レモン果汁、砂糖。シチリア島産の有機レモン果汁と、ミャンマー唯一の有機砂糖
と、すばらしい環境で知られるフランスのMilly Sur Thrainの清らかな井戸水を使用した爽や
かな炭酸水。香料・保存料等不使用です。原材料：炭酸水、レモン果汁、砂糖

330ml 432

330ml 432

かぼちゃの種（生・無塩）

アリサン特集（次回2月ごろ企画予定です）

木の実・ドライトマト・キヌア
品　名

ペカンナッツ（生・無塩）

松の実

全粒粉クスクス

ハラペーニョペッパーソース

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etc.
バニラエキストラクト

ドライトマト

キヌアミックス（雑穀）

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

ベーキングパウダー

パイナップル缶詰、炭酸飲料

ビタモンレモネード

スパークリング　ライムエイド

スパークリング
パッションフルーツエイド

おしゃれな瓶に入ったオーガニックライム果汁のスパークリング飲料。朝のお目覚めの時やスポーツの
後などにスッキリした味わいをお召し上がりいただけます。
ライムエイド原材料：炭酸水、ライムジュース、砂糖
パッションフルーツエイド原材料：炭酸水、パッションフルーツジュース、砂糖、マンゴージュース、
ライムジュース

コーンスターチ

アガベシロップ

有機パイナップル缶詰

中華調味料で本格中華はいかが？

麻辣醤（マーラージャン）

芝麻香椿拌醤(ﾁｰﾏｰﾁｬﾝﾁﾝｼﾞｬﾝ)

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。また下記掲載品以外にも、ドラ

イハーブ、スパイス、乾燥豆も注文書に載せていますので、ぜひご注文くださ

い。

②回目注文書掲載 ④回目配送



容量  会員価格 備　考

90g 507 いろいろな用途に。
ヤシ油、牛油、水酸化ナトリウム、水

90g 760 柿渋と美白効果のある真珠の粉を配合
原材料：ヤシ油、牛油、水酸化ナトリウム、水、真珠、柿渋

90g 760 加齢臭や匂いとりに効果のある柿渋と竹炭を配合
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

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 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％

竹酢液配合 1kg 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％

漂白剤配合 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

1kg 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。
全自動・ドラム式・二槽式の洗濯機にご使用いただけます。

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

洗
濯
用
粉
石
け
ん

EM菌
入り粉
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）

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① 石鹸は適量を！

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② あらかじめ溶かしておく！

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③ すすぎの時にリンスをする！

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④ すぐに干す! 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…

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。
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品　名 容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 賞味
期限

本格チキンカリー 1食 463
数種のスパイスで仕上げ、トロリととろける手羽元2本が入った香り豊かで
辛口のチキンカリー。お店で食べるような本格的な味わいです。

タイ・グリーンカレー 1食 452
タイ料理の中でも特に人気のあるグリーンカレー。青唐辛子とハーブの爽や
かで刺激的な味わい。

タイ・ベジタブルカレー 1食 452
どなたでも食べやすいマイルドなイエローカレー。植物性原料を使用し、コ
コナッツミルクの香り引き立つコクのある味わいです。ヴィーガンやベジタ
リアンの方にもおススメです。

タイ・レッドカレー 1食 452
グリーンに比べ比較的辛さもマイルドなタイ料理定番のレッドカレー。 赤唐
辛子とハーブが絶妙に絡みあうフルーティな味わいです。

こどものためのレトルトカレー 小2食 298
りんごなどの果実をはじめ、人参や淡路産玉ねぎなどの野菜を使用し、スパ
イスの刺激を抑えたまろやかなやさしい味のこどものカレーに仕上げまし
た。

こどものためのレトルトハヤシ 小2食 298
たっぷりのトマトに、淡路産たまねぎ、りんごとバナナを使用した、まろや
かなやさしい味のハヤシソースに仕上げました。

こどものためのレトルトコーンシチュー 小2食 298
淡路産たまねぎに、たっぷりのコーン、そして豆乳でクリーミーに仕上げた
やさしい味のコーンシチューです。

有機発芽玄米おにぎり 90g×2 363 コジマフーズ。有機玄米（山形県産）、食塩

有機発芽玄米おにぎり・わかめ 90g×2 363 コジマフーズ。有機玄米（山形県産）、わかめ（徳島県産）、食塩

有機発芽玄米おにぎり・しそ 90g×2 363 コジマフーズ。有機玄米（山形県産）、しそ（和歌山県）、食塩

有機発芽玄米おにぎり・小豆 90g×2 363 コジマフーズ。有機玄米（山形県産）、小豆、ごま、食塩

発芽玄米おにぎり・おかか 90g×2 363 コジマフーズ。有機玄米（山形県産）、鰹節（九州産）、しょうゆ、食塩

助っ人飯米・玄米ごはん 160g 187 ムソー。玄米（北海道産・特別栽培米あやひめ）

助っ人飯米・小豆入り玄米ご飯 160g 207 ムソー。玄米（北海道産・特別栽培米あやひめ）、小豆（国産）

助っ人飯米・白米ごはん 160g 197 ムソー。うるち米（北海道産・特別栽培米ななつぼし）
7
か

月

オーサワの有機立科みそ汁 1食 186
オーサワジャパン。有機米味噌(有機立科米みそ）､有機小松菜(奈良･島根
産)､有機ねぎ(和歌山･島根･三重･高知産)､有機油揚げ(国内産)､酵母エキス､昆
布粉末

1
年
6
か

月

あおさのりスープ 1食 162
ウメケン。有機醤油、酵母エキス、馬鈴薯でん粉(国内産)、食塩（伯方の
塩）、醗酵調味料、具【ひとえぐさ(三重産）、有機ねぎ(国内産)、ゆず(国内
産)、有機胡麻(パラグアイ産)】

沖縄産もずくスープ 1食 162
ウメケン。有機醤油、酵母エキス、馬鈴薯でん粉(国内産）、食塩（伯方の
塩）、醗酵調味料、具【もずく(沖縄産）、有機ねぎ(国内産)、ゆず(国内
産)、有機胡麻(パラグアイ産)】

天然美食　ぜんざい 180g 223
温めるだけで手軽に食べられる
遠藤製餡。有機砂糖（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ産）､有機小豆（中国・アメリカ・アルゼンチ
ン産）､食塩

オーサワのひとくち塩ようかん
1本

(58g)
206

北海道産小豆100％使用　砂糖不使用　程よい塩味とすっきりとした甘み
オーサワジャパン。麦芽飴（国内産）、生餡［小豆（北海道産）]、寒天（南
米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

オーサワのひとくち芋ようかん
1本

(58g)
206

徳島産鳴門金時を使用した練りようかん。滑らかな口当たり
オーサワジャパン。米飴（国内産）、さつまいもペースト（徳島産）、寒天
（南米・地中海・東アジア産）、食塩（石垣の塩）

非常用給水袋（5L
用）

1枚 681

食品と暮らしの安全基金。普通のプラスチック袋と違い、酸素の出入り
がほとんどありません！　震災時の水確保にお役たてください。
■5リットル用
■サイズ：26×35×9cm

■材質：ポリエチレン・ナイロン・エチレンビニルアルコール共重合体

■製造：愛知商会

2
年

非常用給水袋
衣替え時の衣類の防虫に便利な
虫バイバイシリーズの防災対策グッズ

1
年

1
年
1
か
月

1
年

1
年

甘いものもあるとホッとしますね

インスタントみそ汁・スープ
お湯を注ぐだけで本格派みそ汁、スープの出来上がり。

パックごはん
そのままでも召し上がれますが、パックごと湯煎にかけるとさらに美味しくなります。

防災特集
～できることから始めよう！備蓄できる食材でローリングストック始めませんか？

西日本豪雨の時も、給水タンク

の不足が話題になりました。折

り畳み式なので、収納時に場所

をとりません。

①
回
目
掲
載

②
回
目
配
送

レトルト食品(原材料とメーカー名は保存版カタログをご確認ください)
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取扱い終了 とっぴん昆布ソフトタイプ・クリスプタイプ（泉利昆布海産）

※取扱い終了品は、仕入れ単位が大きい、仕入れ日数に時間がかかるなど仕入れの都合、また共同購入品ラインナップ見直し等により土といのち
の共同購入品から外したものですが、一定の条件を満たせば取り寄せることもできますので、ご相談ください。

特別企画品についてのご注意
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。

《Quant Basta》月齢伐採のヒノキシリーズ

会員価格：チラシ価格（税込）の5％引き

《ライブコットン》

快適天然素材2019④⑤～リネン寝具、肌着＆生活雑貨

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き

《山繊》さらりとした質感、夏に嬉しいリネン寝具

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き ただしセール品はチラシ価格

ご注意！

リネン3重ガーゼケットは製造工場での不具合により、以下のようにカラーが変更になります。

(チラシ掲載品カラー ブルー → お届けする品のカラー 亜麻色(染色をしていない麻本来の色)

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＆Hyper Plants》水の彩、メイクアップシリーズ心花の彩、ＤＲアロマバスシリーズ

会員価格：水の彩は価格表参照、心花の彩、Hyper Plants製品はチラシ価格（税込）の2％引き

※テラコッタアロマディフューザーはメーカー中止のため、ご注文いただけません。

《ゼンケン》くらしに安心な水、おいしい水 浄水器
浄水シャワー「ピュアストリーム」シリーズをリニューアルして「ピュアストリーム3」が新発売。

より節水設計となり、吐水面積が広がり広範囲を洗い流すことができます。

会員価格：チラシ価格（税込）の10％引き


