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※宅配会員さんには12/14(月)に1月の注文書を発送予定です。
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日 月 火 水 木 金 土

特定非営利活動法人（NPO法人）　土といのち

〒780-8040 高知市神田2287-6

TEL ： 088-832-1752／088-832-1109

FAX専用：088-803-6120

季節のとっておき
★ 谷川農園の「かぼちゃと実生柚子の冬至セット」（①回目p1）

★ 岡久園の赤い果肉のキウイ「おかキウれっど」（①回目p1）

★ 「みんなでコロナを乗り越えよう！」キャンペーン5%割引：あおぞら共同作業所の入浴剤

★ 小松商店特集！（①回目p5）

★ 高知こどもの図書館の冊子「へいわごとじぶんごと」（①～⑤回目p1）

★ カシーナイルキッコの焼き菓子！（②回目p5）

★ クリスマス特集～イタリア産OGワインも！

★ お正月の準備も忘れずに！

ご注意ください！
12月⑤回目は、配送の曜

日を変更します。

火曜日会員→月曜日

12/28に配送

水曜日会員→火曜日

12/29に配送

木曜日会員→水曜日

12/30に配送

※宅配・事務所会員の皆さま

も注文期限にご注意ください。

※12月⑤回目は、野菜・豆腐

類・事務所にある調味料のみ

注文できます。

詳しくは「2020年年末配

送スケジュール」(オレン

ジ色)をご確認ください。

●

○



容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

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
（8品目前後）

1,363円+送料
(常温便・高知県
内500円）クール
便で発送する場
合があります。
(+215円）

白菜、水菜、チンゲン菜、大根、かぶ、白ネ
ギ、里芋、生姜、サツマイモ、かぼちゃ、ほう
れん草、人参、サニーレタス  etc.などの中から
8種類程度

無
・
無

谷川徹
さん
（梼原
町）

実生柚子とかぼ
ちゃの冬至セット

1セット 654

内容：かぼちゃ１個（ひょうたん型かぼちゃの
予定です）
実生柚子５～１０個（かぼちゃのサイズが大き
い場合には５個、小さい場合には柚子の数を増
やします）

　
無
・
無

はぶ茶 100g 354

ミニ白菜 1個 235 品種：お黄にいり

大根 1本 196 品種：三太郎、紅岬

人参 2～3本 196 品種：黒田5寸、向陽2号

金時人参 100g 261 品種：本紅

ほうれん草 120g 196 品種：法王、スクスク

小松菜 130g 196 品種：ナナミ

水菜 130g 196

田芋 300g 261 品種：自家種

生姜 100g 196 品種：自家種

レタス 1個 235 品種：シスコ

サニーレタス 1個 196 品種：レッドファイヤー

ネギ 130g 196 品種：自家種

ニンニク葉 120g 196 品種：自家種

じゃがいも 500g 275 品種：出島

菊菜 120g 196 品種：中葉

万次郎かぼちゃ 1または1/2個 65/100g 品種：万次郎

熟成玉ねぎ 850g 392

熟成玉ねぎ
（小玉ちゃん）

400g前後 261

新生姜 100g 196

新生姜（大パック） 400g 722

囲い生姜 150g 271

ニンニク 50g 261 品種：自家種

赤じゃがいも 400g前後 327 品種：アンデス

さつまいも 500g 392 品種：紅はるか

大根（葉付き） 1本 261 品種：くらま、耐病総太り

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。

有
機
J
A
S

野菜セット（高知県内）
品　名

野菜単品（高知県内）

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。

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

無
・
無

品種：ターザン、もみじ3号

品種：自家種（土佐一）

※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。

⑤回目は12月29日（火）の

みのお届けです。

新生姜（大パック）

甘酢漬けやジンジャーシロップに。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

生姜 100g 226
有機JAS
または無・
無

里芋 500g 353

万次郎かぼちゃ 250g 212

ひょうたんかぼちゃ 1個 261/1kg

冬瓜 1個 196/1㎏

カット冬瓜 700g 288

里芋 350～400g 327 品種：土垂
どだれ

生姜 135g 261 品種：自家種

清流のクレソン畑

（高知市）
クレソン １束 131

井上正弘
（土佐市）

ぎんなん 1パック 261

あおぞら蒼空

舎(高知市) 原木しいたけ 170g 261
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。

横田きのこ
（高知市）

極みえのき 200g 191
培地に海洋深層水原水を使用することで、カルシウムや糖類が増
加、キノコ独特の臭みが消え甘みがあり、鮮度が長持ちするえのき
茸です。

れんこん 500g 488 熊本県産

山芋（つくね芋） 500g 444 熊本県産

井上正弘
（土佐市）

温州みかん 1kg 366
有機JAS
※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
JAS

温州みかん 1kg 366

レモン 1個 118 皮まで安心して使えるレモンは貴重ですね。

ライム 1個 118
料理や飲み物に果汁を絞ったり、お菓子作りやマーマレードジャム
などにもどうぞ。

夢産地とさやま開
発公社（高知市） ゆず 1個 99

500g前後
（10個位）

140
/100g

岡久園（愛媛県宇和島市）
農薬・化学肥料不使用

無
・
無

1kg前後
（バラ）

1,102

5kg前後
箱入

5,103

10kg前
後箱入

9,623

4～4.5kg
箱入 4,928

8～9kg
箱入

9,258

かざぐるま
（高知市）

ふじはシャキッとした歯ごたえと、たっぷりの果汁で甘さと酸味のバランスも良い人気の品種です。
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。

紅玉は甘酸っぱい小玉のりんごです。
そのままお召し上がりいただくほか、アップルパイや洋菓子などの加工用に使われる方も多いようです。

柑橘（高知県内）

井上清澄
（土佐市）

竹嶋有機農園のリンゴ「ふじ」「紅玉」

や農園
（高知市）

無
・
無

サンふじ

紅玉

無
・
無

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。

減

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：７回（クレフノン、セルバイン／生理障害防
止、コンフェザーA／性フェロモン剤）
有機JAS認定農薬使用回数：５回（バイオマックス／BT生菌剤、
ICボルドー412）
（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。

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：７回（クレフノン、セルバイン／生理障害防
止、コンフェザーA／性フェロモン剤）
有機JAS認定農薬使用回数：５回（バイオマックス／BT生菌剤、
ICボルドー412）
（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。

減

無
・
無

くまもと有
機の会

野菜単品（県外）

岡久園の珍しい赤い果肉のキウイ「おかキウれっど」
糖度が18～20度（一般的なキウイは10～13度くらい）と、甘味が強いのが特徴です。
一般的なキウイに含まれる、口の中でピリピリする酵素がないため、キウイが苦手な人でも食べやすい。
「農薬」「化学肥料」「除草剤」「ホルモン剤」などは使用せず、微生物を培養したミネラル液や
備長炭の粉や海水など、環境や人体に影響のない安全な物しか使用していません。

おかキウれっど

※竹嶋農園では、2018年まで放射能検査を行ってお

りましたが、竹嶋さんの判断により実施しないことにな

りました。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 原材料

北海道産 いわしの味噌煮 95g（固
形量70g）

148 いわし（北海道産）、てんさい糖、味噌、本みりん

オーサワの紅しょう
が（刻み）

60g 340 生姜（高知産）､漬け原材料[梅酢（紅玉梅酢）]

オーサワのこがね麸 30g 264 小麦粉（北海道産）､小麦たんぱく（北海道産）

50g 565

100g 1,105

500g 5,400

牛乳グラタン（鶏肉
とポテト）（冷凍総
菜）

100g×２ 547
牛乳(国産)、マカロニ、じゃがいも(国産)、鶏肉(国産)、オニオンソ
テー、小麦粉、生クリーム、鶏がらスープ、バター、なたね油、
チーズ、醗酵調味料、ホタテエキス、食塩、ホワイトペッパー

バターチキンカレー 180g 166

鶏肉（国産）、炒めたまねぎ、トマトペースト、クリーム、発酵
乳、小麦粉、カシューナッツペースト、砂糖、バター、香辛料、全
粉乳、食塩、べにばな油、おろししょうが、カレー粉、シーズニン
グスパイス

瀬戸内レモンのチキ
ンカレー

180g 155
鶏肉（国産）、炒めたまねぎ、クリーム、発酵乳、トマトペース
ト、べにばな油、小麦粉、砂糖、レモンジュース（ストレート）、
全粉乳、カレー粉、食塩、おろししょうが

喜界島の洗い白ごま

白ごま（鹿児島県喜界島産）※農薬・化学肥料不使用
500ｇ入りのパックは、真空包装でエイジレスを入れているので、1年以上
もちます。50ｇと100ｇのものは、土といのちで小分けしてチャック付き
の袋に入れています。なるべく早く消費するか、そのまま冷凍することで長
持ちできます。

12月の新共同購入品

「オーサワのこがね麸」

オーサワジャパン

「喜界島の洗い白ごま」

町田誠志
・洗いごまです。焙烙かフライパン

で煎って（香りが立ってきたらOK)

から、お使いください。

・喜界島では生産量が、以前に比べ

全体で2割ほどと少なくなっている

希少なものです。

・なかなか手に入らないところ、よ

うやく以前の取引先生産者の家族の

口添えで 土といのちに回してもら

えました。今後も入手できるかは分

かりません。

「北海道産 いわしの味噌煮」

兼由

北海道産のいわしを骨まで食べられ

るようにやわらかく仕上げました。

味噌がしっかりと染み込んでいて、

まろやかな味わいです。そのままで

も食べることができるので、おかず

がもう1品欲しいときやお弁当のお

かずにもなってとても便利です。

生姜と梅酢のみを使用した紅しょう

が。すぐに使えて便利な刻みタイプ

です。

■国産契約栽培生姜使用

■国産有機梅・紫蘇使用

■伝統海塩「海の精」でつくった紅

玉梅酢使用

■砂糖・化学調味料・着色料・漂白

剤不使用

■刻みタイプ

「オーサワの紅しょうが（刻み）」

オーサワジャパン

「バターチキンカレー」
秋川ヨーグルトと鶏肉使用。ト

マトベースに鶏もも肉の旨みと

スパイスがきいた食べやすいカ

レーです。「牛乳グラタン（鶏肉とポテト）」

秋川牧園

秋川牧園ブランドのこだわりの牛乳

と鶏肉、国内産のじゃがいもを使用

し、コクのあるホワイトソースで包

みました。良質な素材を贅沢に使用

したグラタンです。オーブントース

ターで温めるだけでご利用いただけ

ます。

「瀬戸内レモンの

チキンカレー」

秋川ヨーグルトと鶏肉使用。鶏

もも肉の濃厚なコクに瀬戸内レ

モンのほどよい酸味が食欲をそ

そるカレーです。

北海道産小麦粉100％

滑らかな食感

膨張剤不使用
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤

90ml 462

200ml 729

500ml 1,640

90ml 547

200ml 851

500ml 1,944

青ゆず胡椒
「辛！幹助」

50g 729

ホットソース
「メキシカン助」

40g 608

ゆず味噌 100g 365

青唐辛子と青ゆず皮と天日塩のみで仕上げた今しか味わえないグ
リーン独特の爽やかな香りと辛さです。お刺身や冷奴、お蕎麦など
に。
原材料：高知県産無農薬唐辛子、無農薬ゆず皮、天日塩

丸ごとコトコト土鍋で炊いたゆずを自家製味噌と練り合わせた本格
的なゆず味噌。おでんやご飯のお供に。ゆずの全てが練り込まれて
るので香りが違います。
原材料：無農薬青大豆自家製三年熟成味噌、三河みりん、種子島産
粗糖、無農薬ゆず【要冷蔵】

ゆず丸ごと全てと生唐辛子を天日塩で一年熟成。生唐辛子のフレッ
シュな酸味と熟成されたゆずの香り。タバスコに近い酸味と辛さが
くせになる味です。とろみはゆずのペクチンです。液体状で使いや
すい瓶入り。ピザやパスタなどに。
原材料：無農薬ゆず、無農薬生唐辛子、天日塩

手土産にもおススメです。
無農薬ゆず　小松商店

　高知県安芸市栃の木という人口約50人の村で「幹助じいちゃん」が40年前にお山に植えたゆずを農薬を使わず栽培し
ております。細々とですが顔の見える仕事をしたいと思っております。

備考

無農薬手搾りゆず果汁100％

「幹助」

冷凍や化学処理していないため酵母が生きてます。｡｡｡開封時に噴
出し注意です｡｡｡涼しいことろで休ませてそっと開けてください。
原材料：手絞りゆず果汁【要冷蔵】

完全天日塩入りゆず果汁

「塩幹助」

高知県産完全天日塩田野屋塩二郎１０％使用。お料理に使うなら断
然こちら！ 発酵や劣化を抑えるために塩を加えた伝統的保存方法。
塩で熟成し、まろやかで香りも変わりにくく常温で保存できます。
高知で昔から「ゆのす」といえばこちら。
原材料：手絞りゆず果汁、天日塩

高知のいいものいろいろ！

10年後おとなになる君たちへ 伝えたい…

『へいわごとじぶんごと
〜平和のために本ができること〜』

2020 年 12 ⽉刊⾏

32 ページ

表紙︓檜垣文乃

価格︓400 円

高知こどもの図書館が「へいわってすてきだね」というタイトルで企画展を始めたのは 2015年、戦後70年のときで

した。以後、毎年、企画展とリスト作りを続け、今年開館20周年記念として冊⼦づくりを企画しました。平和と戦争に

ついて考えるきっかけとなるようにと、⼩学校高学年〜中学⽣を対象にした冊⼦です。おすすめの本や漫画の紹介を軸

に、コラムや描きおろしイラストも。身近な⼦どもたちに、大人から手渡してほしい一冊です。現在、過去、未来と分

けて多様性を大切にして選書をし、紹介する本は全部で90冊。10代から80代の方までが紹介文を書いています。中学⽣、

高校⽣のコーナーや、高知まんがBASE、横⼭隆一記念まんが館のご協⼒もいただきました。この⼩さな冊⼦が広く、

こどもからおとなの方に手にとっていただけますように。

認定NPO法人 高知こどもの図書館

「こどもの本が語る戦後75年」冊⼦編集委員会

①
回
目
掲
載

②
回
目
配
送
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容　量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備　　　考

１個 1,369
国内産小麦粉、干しぶどう、ミックスフルーツ、くるみ、ヘーゼルナッ
ツ、無塩バター、糖類、パン酵母、ラム酒、食塩、カルダモン、ナツメ
グ

１個 1,369
国内産小麦粉、ヘーゼルナッツ、アーモンド、黒けしペースト、無塩バ
ター、糖類、パン酵母、ラム酒、食塩、カルダモン、ナツメグ

秋川
牧園

若鶏骨付きもも
（注文書P2掲載）

700g
（2本）

1,011
オーブンはもちろん、フライパンでも焼けるので手軽です。ボリュー
ムのある骨付きなので、ごちそう感が出ます。

TON
TON 豚ロースブロック 約500g

360
/100g

ローストポークにいかがですか？

冠地鶏丸体
（中抜き）

約2kg
1,700
/㎏

手づくりのローストチキンはいかがですか？
庫内が小さ目のオーブンには、少し大きめサイズです。

牛モモブロック 約500g
1,097
/100g

牛本来のコクのある経産和牛（肉用牛を出産していた母牛を再飼育し
た味わい深い和牛のこと）です。
●飼料
可能な限り遺伝子組み換えでない（Ｎｏｎ－ＧＭＯ）トウモロコシは収
穫後に農薬を散布していない（ＰＨＦ）ものを使用

750ml 2,110
農場消費が中心の希少なマルケ州の白ブドウから作られ、柑橘系の
しっかりとした酸味のあるフレッシュな白ワイン。ぶどう品種：ピアン
ケッロ・デル・メタウロ100％、アルコール度数13％

750ml 2,637

フルボディに近いミディアムボディのワイン。レッドベリーやチェ
リーの豊かな果実味があり、しっかりとしたタンニンと爽やかな軽め
の酸味の赤ワイン。※ノンフィルターで造られていますので、飲む前
に立てておいて澱を沈めてください。ぶどう品種：モンテプルチアーノ
100％、アルコール度数13.5％

750ml 2,110

明るいルビー色で、スミレの花やチェリーの華やかな香りがし、果実
味と酸味が豊かなフレッシュ感の赤ワイン。※ノンフィルターで造ら
れていますので、飲む前に立てておいて澱を沈めてください。ぶどう
品種：サンジョヴェーゼ100％、アルコール度数13％

品　名

シュトーレン
ドライフルーツ

シュトーレン
モーンバックマッセ

センプロニウス（赤）

バローネ（赤）

グアルトレスコ（白）

下
郷
農
協

クリスマス特集

ご注文：カラーカタログにはさんである別紙専用注文書に記

入し、お早めにご提出ください。

ご注文締切日：11月2６日（木）まで

配送：③回目 12/15（火）～17（木）

�秋川牧園＆TONTON&下郷農協のごちそう食材

�さくらベーカリー
賞味期限は、12月末日。早めに焼き上げて熟成させます。

モーンバックマッセとは、ヨーロッパでパンや洋菓子のフィリングやトッピン

グなどに幅広く用いられている黒ケシの実のペーストです。

�創健社のEUオーガニック認証イタリアワイン
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備　　　　　　　　考

丹波黒豆 200g 1,443

ムソー。黒豆（丹波産）。おせち用素材。
丹波篠山は古くから黒豆の産地として名をはせる地。粒が大きく
煮炊きしても皮がはがれにくく、何よりもかみしめたときの旨み
が違います。

屠蘇散 1包 132
栃本天海堂。
原材料：陳皮・桂皮・白朮・山椒(花椒)・浜防風・丁子・桔梗

国内産新そば・つゆ付 2食 599

本田商店。
〈めん〉そば粉（そば（国産））、小麦粉（小麦（国産））、食
塩、〈つゆ〉醤油（本醸造）、砂糖、鰹節、宗田鰹節、食塩、味
醂、昆布、椎茸、清酒

奥出雲新そば・つゆなし 2食 450
本田商店。
そば粉（そば（国産））、小麦粉（小麦（国産））、食塩

中国三国時代に華陀という名医が十数種の薬草を調合して、酒に浸して飲んだのが始まりと言われています。
邪気を屠り、魂を蘇らせるところから「屠蘇」と名付けられ、「年の初めにこれを服するときは年中の災厄を避け、
福寿を招く。」と伝えられています。
大晦日の夜、中袋より屠蘇散を取り出し、180ｍｌ（約１合）のお酒または本みりんに一夜冷たく浸しておき元旦、
雑煮を祝う前に年少者より順次、新年の縁起と長寿を祈念してお召し上がりください。
（栃本天海堂HPより）

採れたて挽きたての自家製粉のそば粉を使った、色黒で幅の広い平打ち麺。そばの甘皮まで丹念に挽き込み、力強い
風味豊かなおそばに仕上げました。つゆは、割子そば（冷たいそば）に合う五代目本田屋繁特製のつゆ。国内産丸大
豆醤油を使い、だしを効かせまろやかに仕上げています。

●注文方法：カラーカタログにはさんである専用申込用紙に記

入し､12月注文書と一緒に提出してください。

●ご注文締切：12月３日（木）まで

●価格：カタログ価格

加持養鰻場
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保存版掲載P 変更点 変更前 変更後

メーカー中止

取扱い終了

品　名

※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。

植物素材のバターチキン風カレー、ベビーフード（有機米のおかゆ5ヶ月期～、有機野菜のおかゆ7ヶ月期～、有機かぼちゃと味噌
のおかゆ7ヶ月期～、鶏と有機野菜のおかゆ9ヶ月期～、しらすと有機野菜のおかゆ12ヶ月期～）

※太陽油脂製品はリニューアルのため、パッケージや規格が順次変更になります。ご了承ください。

ナチュラルアロマスプレーアンチスモーク（禁煙用）、リバイブAg⁺、いろいろ敷き紙

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。

《本コミ》

①家庭画報が選んだ本当の出会い

②出版社の担当者が押し売り！本の産直市

会員価格：チラシ価格（税込）

《PeapleTree》

オーガニックコットン天竺長袖、手編みリサイクルウール製品etc

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き

《ライブコットン》

快適天然素材2020年ー⑧

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き

《リバーライト》

極JAPANシリーズのフライパン

会員価格：チラシ価格（税込）の5％引き、ただし交換部品はチラシ価格（税込）

《山繊》

キャメルのハイパイル敷毛布、キャメル混あったかインソールetc

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き、ただし特価品はチラシ価格（税込）

�クリスマスプレゼント
におすすめです。


