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※宅配会員さんには1/18(月)に2月の注文書を発送予定です。

 

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
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季節のとっておき
★ 岡久園の赤い果肉のキウイ「おかキウれっど」（③回目p1）

★ ヒマラヤンオーガニック「オーガニック紅茶＆チャイ」（②回目p1）

★ 高知こどもの図書館の冊子「へいわごとじぶんごと」（②～④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：お鍋であたたまろう…家族でも一人でも

★ 大地「農薬使用なし小麦のクッキー ココア」（②回目p5）

★ 季節限定 チーズフォンデュ…スパイスミックス付き（②④回目p6）

ご注意ください！

12/31(木)～1/10(日)は

配送・事務所ともにお休み
です。

年始の配送は1月②回目か

らはじまります。

1月②回目のご注文は、

12/24(木)までにお願い

します。

詳しくは12月号と一緒に

配布した「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。

●

○

休業（配送、事務所お休みです）



容量  会員価格 ① ② ③ ④ 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、大根、白ネギ、サツマイモ、ほう
れん草、小松菜、人参、サニーレタス、小かぶ
菜、菜花、ブロッコリー、レタス、生しいた
け、ニラ、セロリ、キャベツ、じゃがいも  etc.
などの中から8種類程度

無
・
無

はぶ茶 100g 354

白菜 1個 235/1㎏ 品種：晴黄

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

金時人参 2～3本 261 品種：金時

人参 300～350g 209 品種：向陽

さつまいも（大） 1㎏ 261 品種：金時

生姜 100g 196 品種：自家種

田芋 300g 275 品種：自家種

ブロッコリー 1個 248 品種：緑嶺

カリフラワー 1個 261 品種：美星、スノークラウン

ネギ 130g 196 品種：自家種

ほうれん草 130g 203 品種：法王、スクスク

小松菜 150g 196 品種：ナナミ

水菜 130g 196

じゃがいも 400g 275 品種：出島

大根 1本 209 品種：冬職人

キャベツ 1個 288 品種：北ひかり、輝岬

万次郎かぼちゃ 1または1/2個 65/100g 品種：万次郎

人参 350g 261

人参お徳用 700g前後 392

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

囲い生姜 150g 271

囲い生姜お徳用 400g 650

葉付き大根 1本 261 品種：くらま、耐病総太り、千都

ケール 2枚 235

ケールお徳用 7枚 741

高糖度キャベツ 1個 458 品種：とくみつ

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。

品種：ひとみ、ちはま、アロマレッド

品種：自家種（土佐一）

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

有
機
J
A
S

品種：ジューシーグリーン

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

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。

さつまいも（大）

サイズが大きいた

め、お買い得価格で

す。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 表示

生姜 100g 226

里芋 500g 353

万次郎かぼちゃ 250g 212

ねぎ 100g 141

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

島岡
（四万十町）

ニラ 100g 170
「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。

あおぞら蒼空

舎(高知市) 原木しいたけ 170g 261
四万十川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、ハウスで栽培しています。

大阪愛農食品
センター 玉ねぎ 約1㎏ 450 北海道産

有機
JAS

井上正弘
（土佐市）

徳用みかん 2kg 444
※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

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。

500g前後
（12～16
個位）

112
/100g

岡久園（愛媛県宇和島市）
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

品　　　名

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

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

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「サンふじ」「紅玉」

や農園
（高知市）

無
・
無

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。

無
・
無

サンふじ

紅玉

※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 原材料

秋川ヨーグルト プレーン 300g 311 牛乳

秋川ヨーグルト 加糖 300g 318 牛乳、砂糖、加糖練乳

ソイガリック・ガー
リックバター風味

30g 203
大豆（国産）、植物油脂（米糠（国産））、バターミルクパ
ウダー（生乳（国産））、食塩（海水（国産））、砂糖（て
ん菜（国産））、ガーリック粉末（にんにく（国産））

そば粉のかりんとう 80g 222
小麦粉（小麦（国産））、砂糖（てん菜（国産））、植物油
脂（米油）、そば粉（そば（国産））、水飴、イースト、食
塩

1月の新共同購入品

「秋川ヨーグルト 加糖」

「ソイガリック・ガーリックバター風味」

サンコー

大豆風味をそのままに、パ

ンチの効いたガーリックバ

ター風味でカリカリに仕上

げました。すべて国産原料

100％使用しノンフライ・

食物繊維豊富・グルテンフ

リー・高たんぱく質・化学

調味料不使用の自然食品で

す。

「秋川ヨーグルト プレーン」
秋川牧園の牛乳の風味を

生かしたプレーンタイプ

のヨーグルト。まろやか

な酸味とコクのあるなめ

らかな食感が特徴です。

秋川牛乳を原料に、香料・乳化剤・安定剤などは使用せずシンプルな材

料で作りました。

原料の秋川牛乳は、非遺伝子組み換え、さらにポストハーベスト無農薬

のトウコロコシなど、安心安全にこだわった飼料を食べて育った牛から

搾っています。

甘さも酸味もちょうど良い、リピーター続出の逸品です。

「そば粉のかりんとう」

サンコー

国産原料由来の小麦粉、

そば粉使用。そば粉の風

味を感じられる、ポリポ

リッと食感の良いかりん

とうです。

油切れがよく、カリッと

仕上げているので、つい

つい手が進みます。

秋川牛乳を使用した加

糖タイプのヨーグルト。

飽きのこない優しい甘

さです。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

ローシクOGチョコ
レート･ハイカカオ
77%

37g 518
有機カカオバター、有機カカオパウダー、有機ココナッツ
パームシュガー、有機ヘーゼルナッツ、有機バニラ

ローシクOGチョコ
レート･ストロベ
リー

37g 518
有機カカオバター、有機ココナッツパームシュガー、有機カ
シューナッツ、有機ストロベリー、有機カカオパウダー、有
機バニラ

ローシクOGチョコ
レート･マイルド

37g 518
有機カカオバター、有機ココナッツパームシュガー、有機カ
シュ—ナッツ、有機カカオパウダー、有機バニラ

食器洗い機専用 500g 611
成分：水軟化剤（グルコン酸塩）、アルカリ剤（ケイ酸
塩）、漂白剤（過炭酸塩）

Pケア綿棒 70本 431 オーガニックコットン100%

1月の新共同購入品

「ローシクOGチョコレート・

ストロベリー」 トレテス

③回目掲載

④回目配送

「食器洗い機専用」

シャボン玉石けん

合成界面活性剤、リン酸塩

等は使用していない人と自

然に優しい製品です。

哺乳瓶、乳幼児の食器など

も安心して使用できます。

（約110回分）

※太陽油脂の「N食器洗い

機専用石けん」が終売に

なったため、こちらを扱い

ます。

「ローシクOGチョコレート・

ハイカカオ７７％」 トレテス

オーガニックカカ

オ・クリオロのみ

を使用。高カカオ

チョコレートとは

思えない驚きの口

どけ。

・42℃以下に徹底管理した究極のローチョコレート。

・伝統的な石臼で原料を混ぜ合わせるハンドクラフト（手作業）製造。

・動物性原料を一度も使用したことがないビーガン対応工場でのみ製造。

・収穫量5％以下、ペルー原産の希少品種カカオ・クリオロのみを使用。

・使用しているベリーはエストニア原産の自生種（ワイルド）。

「Pケア綿棒」

PRISTINE

オーガニックコットンを

100％使用した綿棒。片

方は先端が細くなった筆

先型、もう一方はスタン

ダードの丸みがあるヘッ

ドで、マルチユースの綿

棒が実現しました。アイ

メークやネイルケアに、

こどもさんの耳掃除に。

安心して使えるオーガ

ニックコットンの綿棒で

す。

有機ストロベリー

をブレンドしたフ

レーバータイプ。

爽やかな酸味と甘

さの絶妙なバラン

ス。

「ローシクOGチョコレート・

マイルド」 トレテス

カカオ50％のマ

イルドタイプ。

乳製品不使用と

は思えない驚き

の食べやすさ。

乳アレルギーの

方にも。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④

オーガニック
イラム紅茶（夏摘み）
セカンドフラッシュ
ティーバッグ

3個 288

ヒマラヤンチャイ
オリジナル
ティーバッグ

3個 288

ヒマラヤンチャイ
シナモン
ティーバッグ

3個 288

ヒマラヤンチャイ
ジンジャー
ティーバッグ

3個 288

ヒマラヤンチャイ
カルダモン
ティーバッグ

3個 288

ヒマラヤンチャイ
スパイシー
ティーバッグ

3個 288

ブラックベッパーの柑橘系の爽やかな辛味＆ジンジャーのスパイシーな
チャイです。
原材料：CTC紅茶、ジンジャー、カルダモン、シナモン、黒コショウ、ク
ローブ

ヒマラヤから ささやかな贈り物

オーガニック紅茶＆本場ネパールのチャイ　ヒマラヤンオーガニック

チャイの「辛味」を担当しているのがお馴染みのジンジャー。発汗作用を
促してくれる、寒気を感じた時や風邪の初期症状のときにおススメのスパ
イスです。身体があたたまるチャイです。
原材料：CTC紅茶、ジンジャー、カルダモン、シナモン、黒コショウ、ク
ローブ

チャイの「甘味」を担うのがシナモンで、漢方養生学では身体を芯から温
めて、冷えからくる不調を取り除くと言われています。ホッとするチャイ
です。
原材料：CTC紅茶、シナモン、カルダモン、黒コショウ、クローブ、ジン
ジャー

本場ネパールのチャイ専用茶葉（CTC紅茶）とスパイスをティーバックに
詰め込みました。本格的なチャイを手軽にお楽しみください。
原材料：CTC紅茶、カルダモン、シナモン、黒コショウ、クローブ、ジン
ジャー

ネパールでは古くから紅茶や緑茶が生産され、主な輸出先のヨーロッパな
どで人気を博してきました。ここ数年は、その高品質、手ごろな値段によ
り、日本でも知られようになりました。
茶園はネパールの東に位置する標高1300メートルのイラム地方。国境を
ダージリンやシッキムと接しており、気候条件も似ていますので、香味と
もにダージリンとよく似た、クオリティーの高い紅茶が生産されていま
す。甘く透明感のある上質で美味しい紅茶が手頃な価格で楽しめる、おす
すめの産地です。
原材料：紅茶

備考

カルダモン（スパイスの女王）はチャイの「爽やか」担当です。スッーと
したエキゾチックな香りは、気を巡らす効果があると言われています。上
品で爽やかなチャイです。
原材料：CTC紅茶、カルダモン、シナモン、黒コショウ、クローブ、ジン
ジャー

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

「土といのち通信」のお便りも読んでくださいね
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容量 通常会員
価格

キャンペー
ン価格

① ② ③ ④ 備考

1人前×4 389 370
原材料：砂糖（国内製造）、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、食塩、ゆず果汁、
チキンスープ、醸造酢、魚介エキス

3～4人前 310 295
原材料：チキンエキス、食塩、白だし(小麦発酵調味料、かつお節、みりん、食
塩、砂糖、昆布、しいたけ)、砂糖、米黒酢、かつお節エキス、昆布エキス

2～3人前 331 314

厳選された鶏がら、本鰹、昆布をベースに、たっぷりの豆乳と金ごまを使いま
した。だしの旨味と豆乳のまろやかさが生きたコクのある鍋の素です。麺との
相性も抜群です。
原材料：だし（そうだかつお節、しいたけ、昆布）、豆乳（大豆：遺伝子組換え
でない）、もち米飴、練りごま、しょうゆ、砂糖、鶏がらスープ、なたね油、食
塩、米みそ、ごま、ごま油、でん粉、いわしエキス、しょうが、オニオンエキ
ス、唐辛子

2～3人前 331 314

豆乳にコラーゲンを含んだチキンスープと和風だしの旨みを加え、まろやかで
さっぱりとした味わいに仕上げました。
原材料：豆乳（大豆：遺伝子組換えでない）、だし（そうだかつお節、しいた
け、昆布）、鶏がらスープ、もち米飴、砂糖、なたね油、食塩、しょうゆ（小麦
を含む）、昆布エキス、でん粉、しょうが

2～3人前 331 314

スパイシーなカレーを豆乳とかつお・昆布などの和風だしでうま味のあるマイ
ルドな味に仕上げました。
原材料：もち米飴（米：国内産）、豆乳（大豆：遺伝子組み換えでない）、しょ
うゆ、なたね油、砂糖、かつおだし、鶏がらスープ、カレー粉、野菜エキス（た
まねぎ、にんじん、トマト）、食塩、でん粉、チャツネ（りんごを含む）

2～3人前 331 314

魚介の旨みと2種類の味噌、コチュジャンをブレンドし、豆乳でまろやかに仕
上げました。ニンニク控えめのマイルドなキムチ鍋の素です。辛すぎないの
で、ご家族皆様で召しあがって頂けます。
原材料：もち米飴（米：国内産）、米みそ、豆乳（大豆：遺伝子組み換えでな
い）、しょうゆ、かつおだし、昆布エキス、食塩、みりん、ごま油、でん粉、に
んにく、煮干エキス、いわしエキス、コチュジャン、キムチ、唐辛子

2～3人前 331 314

国産レモンで作った自家製塩レモンに、もち米飴と甘酒のやさしい甘さをあわ
せて、さっぱりとしたスープに仕上げました。
原材料：もち米飴（米（国産））、甘酒、鶏がらスープ、塩レモン、レモン果
汁、昆布エキス、煮干エキス、でん粉、イワシエキス

2～3人前 331 314

豆板醤とラー油の辛味に、甜麺醤のコクを合わせました。
ネギ油とスパイスが香る本格中華鍋だしです。
原材料：醤油（大豆（国産）・小麦を含む）、砂糖、鶏がらスープ、味噌、甜麺
醤、ポークエキス、ごま油、清酒、にんにく、しょうが、豆板醤、でん粉、辣
油、香味油、、いわしエキス、なたね油、食塩、香辛料（花椒粉、五香粉、こ
しょう）

　新型コロナウイルス感染拡大が世界でもまた日本でも続いています。今後も感染拡大による不安で不自由な状況
が長期的に続くことが危惧されます。
　そこで、土といのちでは、毎月、食品と生活用品の中からいくつかのアイテムを5％引きとするキャンペーンを6
月から始めることとしました。ほんの小さな試みですが、「みんなでコロナを乗り越えたい」「生活を少しでも応援し
たい」「ステイホームを少しでも楽に」こんなスタッフの思いをこめています。ぜひご活用ください。

チョーコー「香り立つゆず鍋つゆ」
“長崎県壱岐産ゆず”と”鹿児島県産<南国元気鶏>“を使用した「柑橘風味の鍋つゆ」です。ゆずの爽やかな香り・さっ
ぱりとした酸味と鶏がらスープの旨みとコクが織りなす風味豊かな味わいをお楽しみいただけます。本醸造丸大豆醤油使
用・化学調味料無添加です。

麻婆鍋の素

とり塩鍋スープ

塩レモン鍋の素

香り立つゆず鍋つゆ

品　名

マルサン「とり塩鍋スープ」
風味豊かな国産鶏がらスープをベースに沖縄海水塩「青い海」を加え、玄米黒酢を隠し味に仕上げたとり塩鍋スープで
す。 化学調味料は不使用です。

冨貴食研「鍋の素シリーズ」
化学調味料・保存料等、添加物不使用！　素材本来の味を大切にして作った美味しい鍋の素

ごま鍋の素

カレー鍋の素

キムチ鍋の素

豆乳鍋の素
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保存版掲載P 変更点 変更前 変更後

P20 原材料
スケトウダラの卵(アメリカ)、食塩、砂糖、

魚醤、みりん、鰹節、昆布

P20 原材料
スケトウダラの卵(アメリカ)、食塩、砂糖、
魚醤、みりん、鰹節、昆布、唐辛子

メーカー中止

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。

※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。

北海道鮭とば、国産野菜チップス、お米でつくったパフスナック・ソース味、いろいろ敷紙、N食器洗い機用石けん、オーガニッ
クコットン綿棒

無添加たらこ/
お徳用無添加たらこ(切子)

無添加辛子明太子/
お徳用無添加辛子明太子(切子)

スケトウダラ卵(アメリカ)、食塩、純米
酒、本みりん、鰹だし、唐辛子

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。

《HYPER PLANTS》

オーガニックエッセンシャルオイル、ＤＲアロマバスシリーズ

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き

《本コミ》

「文化出版局ギフトブック」本の贈りもの～お家時間を楽しもう～

会員価格：チラシ価格（税込）

《ゼンケン》

電磁波を低減するヘアードライヤー

会員価格：チラシ価格（税込）の15％引き 14,960円

ゼンケン冬のキャンペーン
キャンペーン期間内にヘアー

ドライヤーをご購入で、もれ

なく「薬用重炭酸入浴剤ナ

チュラルバス3錠」プレゼン

ト！

詳しくはキャンペーンチラシ

をご覧ください。

《MADE IN EARTH》

純オーガニックコットンのやさしい冬のくらしかた

会員価格：チラシ価格（税込）の10％引き

ご注意ください！

・ナチュラルアロマスプレーアンチス

モーク

・オーガニックフローラルウォーター

プロヴァンスラベンダー

・スプレーバイアル（ブルー）

はメーカー中止のため欠品です。

今月だけのセールです！


