
品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

有機の玄米ポタージュ
さつまいも

1食
（135g）

309
有機さつまいも（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、なたね
油、食塩

有機の玄米ポタージュ
あずき

1食
（135g）

309
有機あずき（国産）、有機たまねぎ、有機玄米、なたね油、
食塩

麦茶T.B
（国内産大麦使用）

8g×52
袋

473 大麦（国内産：主に三重県・滋賀県産）

純国産ポテトチップス
和風だし

53g 172

じゃがいも（国産、遺伝子組み換えでない）、こめ油（米
（国産））、鰹節粉末（かつお（国産））、食塩（国内製
造）、昆布粉末（昆布（国産））、澱粉（国産）、たまねぎ
粉末（たまねぎ（国産））

7月の新共同購入品

酵母エキスやたん白加水分解物などは使わ

ず、有機野菜の甘味と旨みを生かした優し

い味のスープです。

厳選された純国産の素材でつくられており

ますので、お子様からご高齢の方まで安心

してお召し上がりいただけます。

その他、胃を休めたい時や置き換えダイ

エット、非常食など様々な用途でご利用く

ださい。

※かぼちゃ、にんじん、ごぼう もリ

ニューアルしました。

「有機の玄米ポタージュ さつまいも」

冨貴食研

有機野菜の甘みと旨みを生かした、なめらかでとろっとしたやさしい味のポタージュです。

昔ながらの製法「砂炒り焙

煎」で、国内でも珍しい4台

の窯を使用した「四度炒

り」をしており、長年の経

験と知識により、大麦の甘

みと香りが引き立つこだわ

りの仕上がり。無漂白

ティーバッグ紙を使用して

います。

「麦茶T.B（国内産大麦使用）」

ミエハク

「有機玄米ポタージュ あずき」

冨貴食研

「純国産ポテトチップス 和風だし」

ノースカラーズ

国産の昆布やかつおだ

し、隠し味に玉ねぎ粉

末を入れて、和風味の

ポテトチップスにしま

した。

国内産大麦を使用した本格麦茶を、お手軽

に水出し・煮出しでお楽しみいただける

ティーバッグにしました。
和風だしが効いてます。



品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

国内産有機・小豆 200g 645 有機小豆（北海道産）

OGパイナップル缶
400g
（固形量
230g）

497
有機パインアップル（スリランカ）、有機パインアップル
ジュース（ストレート）（スリランカ）

国産手造りアンチョビ
45g
（固形量
30g）

466
片口いわし（国内産）、食用なたね油（オーストラリア）、
食塩（瀬戸内）、調味料［ブラックペッパー（マレーシ
ア）、ローズマリー（国内産）、ローリエ（トルコ）］

植物素材のバターチ
キン風カレー

170g 508

トマトピューレ［トマト（国内産）］、大豆たんぱく［大
豆：遺伝子組換えでない（国内産）］、植物油脂〔なたね油
［なたね（国内産）］〕、ココナッツミルク（タイ）、ソ
テーオニオン（兵庫県淡路島）、カシューナッツ（インド、
ベトナム）、おろししょうが（国内産）、おろしにんにく
（国内産）、ガラムマサラ、ウコン（中国）、砂糖［喜界島
粗糖（鹿児島県喜界島）］、食塩（オーストラリア、国内
産）、シナモン（中国）、カルダモン（グアテマラ）

有機ＪＡＳ認定の国内産小豆です。

有機ＪＡＳ取得のパインアッ

プルを使用したオーガニック

フルーツ缶です。

砂糖は使わず、有機パイン

アップルジュース（ストレー

ト）を使用。

缶はビスフェノールＡによる

内面コーティングを行ってお

りません。

「OGパイナップル缶」

アスプルンド

Ｅｌｌａ’ｓ Ｏｒｇａｎｉｃのフルーツ

は２０年以上にわたり、農薬不使用の管理

栽培の下、高品質のフルーツを世界中で提

供してきました。

片口いわしを手作業で丁寧

にさばき、瀬戸内海産の塩

とハーブ・スパイスで塩漬

けし長期間（半年以上）熟

成を待ちます。新鮮なアン

チョビをお召上がり下さい。

アンチョビ特有な匂いが苦

手なお客様も是非一度お試

し下さい。

「国産手造りアンチョビ 」

ISフーズ
「植物素材のバターチキン風カレー 」

創健社

乳原料や鶏肉を一切使

用せず、ベジタリアン

のみならずバターチキ

ンカレーファンも納得

の味に仕上げました。

本格的なおいしさをお

楽しみいただけます。

瀬戸内海を中心に日本近海で漁獲された新

鮮な片口いわしを塩漬け熟成させたアン

チョビです。

ココナッツミルクとカシューナッツでバ

ター風味に仕上げた、植物素材だけで作っ

たバターチキン風カレー。

「国内産有機・小豆」

ムソー

有機肥料を使って大地を生か

し、育て上げた北海道産の小

豆だけを使用しています。

小豆ごはんや小豆粥に。小豆

かぼちゃに。

②
④
回
目
掲
載

③
回
目

・
8
月
①
回
目
配
送



品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

OGブルーベリー 150g 555 有機ブルーベリー（カナダ）

OGストロベリー 200g 444 有機ストロベリー（トルコ）

OGラズベリー 150g 666 有機ラズベリー（セルビア、トルコ）

OGミックスベリー 200g 666
有機ストロベリー（トルコ）、有機ブルーベリー（カナ
ダ）、有機ラズベリー（セルビア、トルコ）

徳用アーモンド
（食塩不使用）

230g 1,295 アーモンド（アメリカ）

徳用くるみ（生） 200g 1,139 くるみ（アメリカ）

徳用ミックスナッツ 200g 1,295
くるみ（アメリカ）、アーモンド（アメリカ）、ピスタチオ
（アメリカ）、カシューナッツ（スリランカ）

原料のアーモンドは、アメリカ・

カリフォルニア州で海外の有機認

証を受けた生産者から届きます。

生のアーモンドを食塩や油を使わ

ずにローストしました。カリカリ

と心地よい食感とまろやかなアー

モンド本来の甘みが楽しめます。

「徳用アーモンド（食塩不使用）」

第3世界ショップ

そのままいただくのはもちろん、ヨーグルトやアイスクリームのトッピング、

フルーツジュースやお菓子作りにもご利用いただけます。

「OGブルーベリー」

④
回
目
掲
載

8
月
①
回
目
配
送

オーガニック冷凍フルーツ4種類。ムソー

「徳用くるみ（生）」

第3世界ショップ

「徳用ミックスナッツ」

第3世界ショップ

原料のくるみは、アメリカ・カリ

フォルニア州で海外の有機認証を

受けた生産者から届きます。

色がクリーム色の美しいくるみで

す。生のままで味付けをしていな

いので、自然の甘みとまろやかな

口当たり、コクをお楽しみいただ

けます。

原料のピスタチオ、アーモンド、

くるみは、アメリカ・カリフォル

ニア州で海外の有機認証を受けた

生産者から、カシューナッツはス

リランカの生産者から届きます。

これらを国内でバランスよくミッ

クスして袋詰めにしました。

「OGストロベリー」 「OGラズベリー」 「OGミックスベリー」
カナダの大自然の中で有機栽

培されたブルーベリーです。

野生種のためディープブルー

で色が濃く、甘さと酸味と深

みがあり、粒が小さいのが特

徴です。

セルビアとボスニア国境の

山岳部で有機栽培されたラ

ズベリー。上品かつ奥深い

赤色と、香り高く深みのあ

る味わいが特徴です。

大自然の中で有機栽培され

たストロベリー・ブルーベ

リー・ラズベリーをミック

スしました。

トルコの山岳部で有機栽培

されたいちごをそのまま冷

凍しています。いちごの風

味にキレがあり、果肉の中

まで濃赤で、やや酸味があ

る種類です。

②
回
目
掲
載

③
回
目
配
送


