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※宅配会員さんには4/19(月)に5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

17

6①回目
配送

②回目
配送

5

13

8

15

9

16

新月

下弦

30

23

満月

29 5/1

※一年間注文のない方には、注文書の送付をストップします。再度、注文書希望の場合にはご連絡ください。

4月の
企画

④回目
配送

③回目
配送

予約米配送

27
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季節のとっておき
★ ムソー「2021こどもの日」企画（①回目チラシ封入、②回目配送）

★ 山楽「ゆべし」20個限定！（①回目p1）

★ 奥田養鶏場「土佐ジロー卵」登場！（①～④回目p1）

★ さんかく広場「和菓子＆焼き菓子」久々の登場！（②回目p5）

★ 山の石けん屋・西熊家「山の手づくり石けん」（②回目p5）

★ 井上スパイス特集！（④回目p5）

★ 自然素材の防虫剤

★ アースデイ特集！（①～④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：カレー特集

ご注意ください！

5月①回目
（5/1（土）～9（日））

は事務所お休みです。

GW中に必要なものは、

ぜひ4月中にお買い求

めください。

●

○



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円程度）
クール便で発送す
る場合があります。
(+215円）

大根、小松菜、人参、キャベツ、ネギ、スナッ
クエンドウ、エンドウ、ラディッシュ、絹さ
や、新玉ねぎ、ニラ  などの中から8種類程度

無
・
無

はぶ茶 100g 354

人参 250～300g 209 品種：向陽

サニーレタス 1個 183 品種：レッドファイヤー

レタス 1個 222 品種：シスコ

絹さや 40g 196

玉ねぎ 400g 261 品種：スーパーアップ

ネギ 130g 196 品種：自家種

生姜 100g 196 品種：自家種

ほうれん草 120g 203 品種：弁天丸

小松菜 120g 196 品種：ナナミ

キャベツ 1個 288 品種：彩ひかり、春波

スナップエンドウ 100g 261 品種：味職人

新玉ねぎ（葉付） 2玉 261

新玉ねぎ 900g 392

新ニンニク 2～3玉 353

新ニンニク（大） 1玉 235

囲い生姜 150g 271

囲い生姜お徳用 400g 650

ケールお徳用 7枚 741 品種：ジューシーグリーン

ねぎ 100g 141

生姜 100g 226

のらぼう菜 200g 169
や農園
（高知市） 人参（葉付） 400g 261 品種：向陽2号

清流のクレソン
畑（高知市） クレソン １束 131

高知市鏡吉原の清流で育てている伴武澄さんの畑で
は、青々としたクレソンが一杯育っているとのこと。

南国にしが
わ農園
（南国市）

菊芋 250g 247

菊芋には「天然のインシュリン」といわれる「イヌリ
ン」という成分を豊富に含んでいることから、最近で
は美容や健康面から注目を集めつつある野菜の1つで
す。生のままでもクセがなくシャキシャキとした食感
が楽しめる他、加熱する料理でも美味しく食べられま
す。

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。

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

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。

無
・
無

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：自家種（土佐一）

有
機
J
A
S

品種：七宝早生

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。

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

品種：平戸

※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。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 表示

井上正弘
（土佐市） 文旦（小玉） 1.7kg 523 高知の代表的な果物といえば文旦ですね。 有機JAS

小夏 1.2kg 556
黄色い皮だけをリンゴの皮をむくように薄くむき、内側の白
い部分を付けたままの果肉をそぐように切り分けます。

甘夏 1.7㎏ 556 さっぱりした味が魅力です。

130g 331

130g 331

130g 331

130g 331

65g 234純国産えびせんべい

原材料：馬鈴薯でん粉（北海道・遺伝子組み換えでない）、米油
（米（国産））、えび粉（えび（北海道））、食塩（国内製
造）、てん菜糖糖（てん菜（北海道・遺伝子組み換えでな
い））、かつお節粉末（国内製造）、昆布粉末（昆布（北海
道））、さつまいもでん粉分解物（甘藷（国産））、玉ねぎ粉末
（玉ねぎ（国産）

品　　　名

柑橘（高知県内）

井上清澄
（土佐市）

無
・
無

原材料：みそ（豆みそ、米みそ）（大豆を含む）（国内製造）、
砂糖、もち米飴、甜麺醤（小麦を含む）、しょうゆ、ごま油、米
でん粉、ねぎ、米酢、粒状大豆たん白、昆布だし、しょうが、な
たね油、米糀調味料、干し椎茸、食塩

原材料：しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、もち米
飴、みそ（豆みそ、米みそ）、砂糖、米でん粉、ねぎ油、ごま
油、なたね油、昆布だし、米酢、にんにく、粒状大豆たん白、
しょうが、干し椎茸、唐辛子、花椒粉

原材料：しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、もち米
飴、ねぎ油、本みりん、米麹調味料、砂糖、米でん粉、エノキタ
ケ、食塩、昆布だし、米酢、しょうが、干し椎茸、香辛料

原材料：トマトピューレ（国内製造）、砂糖、たまねぎソテー、
もち米飴、ねぎ油、りんご酢、米麹調味料、米でん粉、食塩、豆
板醤（大豆を含む）、しょうが

純植物性・
ジャージャー麺の素

純植物性・
麻婆豆腐の素

純植物性・
中華うま煮の素

純植物性・
中華チリの素

4月の新共同購入品

「純植物性・麻婆豆腐の素」

トマトと玉葱をたっぷり使用して野

菜の甘味を生かした優しい味の中華

です。

２～３人前。

北海道羽幌産甘えび

100％で、海老の風味が

しっかりした軽いせんべ

いです。馬鈴薯でんぷん

をメインに、かつお節や

昆布粉末、玉葱粉末をバ

ランスよく配合して味を

完成させました。

「純植物性・ジャージャー麺の素」

「純植物性・中華チリの素」 「純植物性・中華うま煮の素」

昆布と椎茸の自家製だしの旨味に

ネギ油が香ばしい優しい味の中華

です。

２～３人前。

甜麺醤と味噌のコクに炒めたネギ

ペーストの甘味を合わせた優しい

味の中華です。

２～３人前。

醤油と味噌をベースに丁寧に炒めた

香味野菜で香りを付けた優しい味の

中華です。

２～３人前。

「純国産えびせんべい」

ノースカラーズ
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

国産ふじりんご
100

125㎖ 135 りんご（国内産）

国産温州みかん
100

125㎖ 170 うんしゅうみかん（国内産もしくは九州・愛媛・和歌山産）

レトルトあさり 120g 399 あさり（愛知・熊本産）

レトルトしじみ 150g 399 しじみ（福岡・愛知・三重産）

全粒粉なまラーメン
冷やし中華
（醤油味）

麺120g
×2、
スープ付

399
【麺】小麦粉、食塩、デンプン/かんすい【スープ】醤油、りんご
酢、砂糖、植物油脂、りんご果汁、肉エキス、食塩、魚介エキス、
糖蜜

4月の新共同購入品

③回目

掲載

④回目

配送

「レトルトあさり」

国内産のあさりを洗浄・砂抜

き・加熱殺菌した便利なレト

ルトあさりです。大粒でしっ

かりとした身が特徴です。

※「そのままあさり」が終売

のため、こちらを扱います。

「国産ふじりんご１００」

国産果汁のおいしさ！国産”

ふじりんご”を使用し、その

まま搾ったジュースです。砂

糖、香料無添加のストレート

果汁です。

「全粒粉なまラーメン

冷やし中華（醤油味）」

金子製麺

日本の自然の風土で収穫

された金子厳選の自家製

全粒粉と、蒙古王かんす

いを使用。伝統技術によ

り、もちもちした食感と

つるつるののどごしを実

現しました。

無添加のオリジナルスー

プは、麺に合うさっぱり

とした醤油味です。

お好みできゅうりや焼豚、

季節の野菜などを添える

と、一層おいしくいただ

けます。

「レトルトしじみ」

「国産温州みかん１００」

国産果汁のおいしさ！国

産”温州みかん”を使用

し、そのまま搾ったジュー

スです。砂糖、香料無添加

のストレート果汁です。

国内産のしじみを洗浄・砂

抜き・加熱殺菌した便利な

レトルトあさりです。みそ

汁やスープの具材にどうぞ。

※「そのまましじみ」が終

売のため、こちらを扱いま

す。
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容量 会員価格 ① ② ③ ④ 備考・原材料

1個 608
20個限定です。
原材料：自家製味噌、ラッカセイ（無農薬）または有機クルミ、柚子果汁、
粗製糖、米粉。

6個 417
卵は小ぶりですが黄身が大きいため卵かけご飯がおすすめです。
平飼い、飼料は自家配合、抗生物質・薬剤不使用。

和
菓
子

北海道産つぶあんも
なか
さんかくのこぶた

4個 376
北海道産小豆を使用した本格的なつぶあんを、特注オリジナルの ぶたさん
最中で包み仕上げました。
原材料：粒あん（小豆、砂糖、粉寒天）（国内製造）、もなか

南部小麦クラッカー 60g 174
口当たりが軽く、小麦本来の味が楽しめます。
原材料：小麦粉（国内産）、海洋深層水、菜種油、ホシノ天然酵母

黒砂糖クラッカー 60g 174
黒砂糖の上品な甘さは、老若男女を問わず召し上がっていただけます。原
材料：小麦粉（国内産）、海洋深層水、黒糖、菜種油、ホシノ天然酵母

お茶の子広場
アーモンドクッキー

50g 203

香ばしく焼き上げたアーモンドをはちみつと絡め、プレーンのクッキーで
サンドしてあります。カリカリ感が人気です。
原材料：薄力粉（国内産）、砂糖（グラニュー糖・洗双糖）、塩、油（菜種
油）、アーモンド、蜂蜜

酒粕クッキー 10枚 203
酒粕とメープルシロップのコンビネーションが絶妙な美味しさ。
原材料：薄力粉（国内産）、塩、酒粕、菜種油、メイプルシロップ、ココ
ナッツミルク

約95g 650

おなじみ斉藤牧場の山地酪農牛乳を使った牛乳石けんは、香料無添加で
しっとり感あふれる石鹸です。
成分:純石鹸（脂肪酸ナトリウム）
原材料:オリーブオイル、ココナッツオイル、パームオイル、山地酪農牛
乳、冷泉（湖畔遊）、苛性ソーダ

約95g 600

手作りの小豆パウダーがクレイの役割を。ローズマリーのやさしい香り。
事務所スタッフおすすめです。
成分:純石鹸（脂肪酸ナトリウム）
原材料:オリーブオイル、ココナッツオイル、パームオイル、ひまし油、農
薬不使用あずきパウダー、冷泉（湖畔遊）、苛性ソーダ、ナチュラルアロマ
オイル（ローズマリーシネオール）

約95g 550

昔なつかしのぬか石けん。無香。
成分:純石鹸（脂肪酸ナトリウム）
原材料:オリーブオイル、ココナッツオイル、パームオイル、ひまし油、農
薬不使用ぬか、冷泉（湖畔遊）、苛性ソーダ　※ぬかアレルギーの方はご使
用をお控え下さい。

約95g 550

成分:純石鹸（脂肪酸ナトリウム）
原材料:オリーブオイル、ココナッツオイル、パームオイル、ひまし油、天
然蜂蜜、鹿油、冷泉（湖畔遊）、苛性ソーダ、天然由来アロマオイル（ラベ
ンダー、レモングラス）

ゆべし（大）

品　名

ゆべし　山楽

山楽・上土井さん自家製ゆべし。昨年も大好評でした。柚子の中に、自家製味噌とナッツなどを詰めて蒸し、干したものです。
薄くスライスしてお酒のおともにどうぞ。

土佐ジロー卵　奥田養鶏場

奥田さんの平飼い土佐ジローの卵を分けてもらえることになりました。

乳
製
品
不
使
用

ク
ラ
ッ
カ
ー

土佐ジロー卵

久しぶりの登場です！

和菓子＆焼き菓子　さんかく広場
　
1997年に開設されたさんかく広場は、精神に障害のある人の自立を支援する通所社会福祉施設として、高知でのさきがけ的存在
です。資格をもつ職員のサポートのもと、スタッフの皆さんがパンや、クッキー作りのお仕事をされています。

山の手づくり石けん　山の石けん屋・西熊家（高知県香美市）

「ちょっと不便」で豊かな山の日々の暮らしの中で、知恵を絞り生まれた手作り石けん。
山の恵みを存分に生かしたちょっと個性的な一品です。
一度使うともう手放せないというリピーターもいるというほどの人気の品です。

※この石けんは、「薬事法」で許可された化粧石けんではありません。
品目としましては「日用品、雑貨」での販売となります。
石けんの御使用に際しましては、使用素材をご確認頂いたうえで、
自己責任においてなされますようお願いいたします。

ぬかせっけん

あずき石ケン

さいとうさんちの
ミルク石けん

鹿はちみつせっけん

高知のいいものいろいろ！

満を持して、さんかく広場オリジナルの

つぶあんもなか「さんかくのこぶた」新登場‼

②
回
目
掲
載

③
回
目
配
送

ク
ラ
ッ
カ
ー
も
人
気
！

②
回
目
掲
載

③
回
目
配
送
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容量 会員価格 備　　　考

130g
（6皿分）

498

和食の伝統の中で培われてきた発酵の知恵を生かし、身体にやさしく食べ飽きない、まろやかなカレー
ルゥを作りました。とろみは小麦粉でなく米粉で、後味さらり。
米粉、甘酒、食用油脂（菜種油、パーム油）、食塩、カレー粉、オニオンパウダー、ひよこ豆パウダー、
味噌、トマトパウダー、にんにく、しょうが、にんじんパウダー、酵母エキス、香辛料、昆布パウダー、
椎茸パウダー、（一部に大豆を含む）

160g
(6皿分)

414

米粉使用、国産野菜たっぷり！動物性原料不使用で胃にもたれません。米粉カレーは小麦アレルギーのお
客様にも喜んでいただいている品ですが、小麦粉を使用したカレールゥと同一ラインで製造しています。
原材料：パーム油、野菜（じゃがいも、玉ねぎ、トマト、人参、にんにく、生姜）、米粉（埼玉産）、馬
鈴薯澱粉、食塩、カレー粉、粗糖（喜界島産）、酵母エキス、生うこん（奄美大島産）、赤米粉、昆布、
しいたけ

120g
(7皿分)

610

ありそうでなかった、乳成分を使わない白いルゥ。クリームシチュー、ホワイトソースが作れます。牛
乳・豆乳・アーモンドミルクなど、ご家庭に合わせたミルク感をプラスしてご使用ください。原材料：有
機小麦粉、有機パーム油、食塩、有機アガベシロップパウダー（有機アガベシロップ、有機マルトデキス
トリン）、有機オニオン、有機香辛料

120g 664

厳選した有機素材使用　動物性原料・化学調味料・乳化剤・着色料・添加物・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）

200g
（6-8皿

分）
369

沖縄県産黒糖でまろやかなコクを出した、お子様用カレールゥ。甘口よりさらにスパイスは控えめです。
原材料：小麦粉、食用油脂（パーム、米、菜種、ラード）、野菜（玉ねぎ、トマト、にんにく）、食塩、
粗糖、ハチミツ、奄美生うこん、カレー粉、ポークエキス、酵母エキス、黒糖、香辛料、ウスターソース

200g
（6-8皿

分）
353

辛味を抑えながらスパイスはきちんと感じられる風味に仕上げています。
原材料：小麦粉（国内産）、食用油脂（パーム油、米油、牛脂、菜種、ラード）、野菜（玉ねぎ、トマ
ト、にんにく）、食塩、粗糖、カレー粉、奄美生うこん、ポークエキス、香辛料、酵母エキス、ウスター
ソース、ハチミツ

200g
（6-8皿

分）
353

昔ながらのほどよいスパイス感で、多くの皆様に愛されています。
原材料：小麦粉、食用油脂（パーム油、米油、牛脂、菜種、ラード）、野菜（玉ねぎ、トマト、にんに
く）、食塩、カレー粉、粗糖、奄美生うこん、ポークエキス、香辛料、酵母エキス、ウスターソース

10g 207 ハバネロ使用　自分の分だけカレーをもっと辛くできるスパイス
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

15g 207
シナモンやナツメグなど香りのスパイスをブレンドしたガラムマサラです。
カレーの仕上げに小さじ1ほどいれるだけで風味がグンとアップします。
原材料：ナツメグ、シナモン、クローブ、カルダモン他香辛料

２杯 207

1パックでカップ約2杯分のサングリアができます。
 高級ワインを用意する必要はありません。飲み残したワインやお手軽なワインで十分です。
あとはジュースや炭酸と柑橘系のフルーツで1日寝かせればＯＫ！
原材料：粗糖、シナモン、オールスパイス、ローズマリー

２杯 207
1パックでティーカップ約2杯分、湯と牛乳をご用意していただくだけで、とっても簡単にチャイができ
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、メース

20g 207
酢と水を用意し、本品を加え沸かします。冷めてから、野菜を漬けて2日間冷蔵庫で寝かせたらできあが
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

15g 207

1/2カップのヨーグルトと本品を混ぜて、肉を漬け込みます。
 冷蔵庫でねかせたら、オーブンやフライパンで焼くだけ。
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 207 ジャンバラヤスパイスと一緒に炒め合わせた具材をお米と炊くだけでスパイシーピラフの出来上がり。原
材料：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

13g 207

化学調味料や発色剤不使用の安心ソーセージ用シーズニング皮なしだけど手作り＆出来立ての味は格別♪
たっぷり挽き肉500g分です。
原材料：岩塩、パプリカ、グラニュー糖、ガーリック、オニオン、黒胡椒、パセリ、ナツメグ、セージ、
唐辛子、タイム

14g 207

ほどよい辛味とオリジナルブレンドのハーブスパイスで一味違う仕上がりです。チリビーンズをホット
ドッグにたっぷりかけた、チリドッグもおすすめ。
原材料：食塩（国内製造）、パプリカ、ガーリック、粗糖、クミン、コリアンダー、唐辛子、黒胡椒、オ
レガノ、ナツメグ、クローブ、ローレル

7g 207

戻した春雨にエビ・豚肉・香味野菜などお好みの具材を加え、本品とレモン汁で味付けするだけ。ハーブ
や魚醤・ガーリックの豊かな風味が広がる、アジアン風味のサラダが手軽に作れます。
原材料：食塩（国内製造）、みじん切りオニオン、粗挽き唐辛子、レモングラスパウダー、レモン皮チッ
プ、粗挽きガーリック、魚醤、黒胡椒、ガーリックパウダー、鰹節パウダー

30ｇ 150 最高級ベトナム産シナモンに3種類の砂糖をブレンド。コーヒー、ドーナツ、フレンチトースト、焼きリ
ンゴなど、お菓子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

ソーセージスパイス

シナモンシュガー

サングリアスパイス

王様のチャイスパイス

ピクルススパイス

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

チリビーンズスパイス

アジアン春雨サラダス
パイス

特選ガラムマサラ

品　名

糀カレー

米粉カレー中辛

オーガニックホワイト
ルゥ

オーガニックカレール
ウ（中辛）

奄美カレー・ちびっこ

奄美カレー・甘口

奄美カレー・中辛

マジカラ

井上スパイスのスパイスは、約半年に一度の取り扱

い（次回2021年10月）を予定しています。お気に

いりはぜひまとめ買いをお勧めします。

お

井上スパイス特集
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品名 容量  会員価格 ① ② ③ ④

月桃アルピ二アシャワー 100ml 1,215

月桃アルピニアカット １個 1,822

月桃アルピ二アペレット　  ４g×12 1,822

くすの木しょうのう 10g×８ 1,685

2本入り 717
6本入り 2,047

植物成分防虫剤（森の
香り）タンス用

25包入り 3,070

スタンダード　Ｓ ３Ｐ 2,860

スタンダード　Ｍ ３Ｐ 3,309

スタンダード　Ｌ ２Ｐ 3,983

ハンガータイプ ３Ｐ 10,475

ハンガータイプロング ２Ｐ 9,206

エージレス(脱酸素剤) 10個 3,182

乾燥剤 10個 3,016

粉石鹸ネット １個 337

ミラクルやまちゃん 2L 540
なのはな。
砂糖、ヨーグルト、ドライイースト、納豆、水

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。全自動・ドラム
式・二槽式の洗濯機にご使用いただけます。

固定ファン多しの微生物を利用した洗浄剤。台所、洗濯、トイレ、お風呂、ペットや植物に使ってみてね。
※ 原材料にアレルギーのある方は使用しないでください。

食品と暮らしの安全。
つり金具付袋3枚（60cm×110cm）、脱酸素剤９個、乾燥剤3個、ハンガー3本

食品と暮らしの安全。
つり金具付袋２枚（60cm×150cm）、脱酸素剤８個、乾燥剤２個、ハンガー2本

食品と暮らしの安全。
追加用脱酸素剤や乾燥剤

石鹸洗濯の強ーい味方、溶け残りも防げます！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!

食品と暮らしの安全。
２枚（袋サイズ90cm×40cm）、脱酸素剤４個、乾燥剤2個

りんねしゃ。くすのき（中国産）。楠木から抽出される天然樟脳成分だけ
でつくられた安全性の高い衣類の防虫剤、樟脳(しょうのう)です。フィルム
を開封して小袋を衣類の上に置いて下さい。

森の香り
植物成分から作られた衣類用防虫剤。衣類のにおいを中和し、さわやかな森の香りで包みます。
クローゼット用は引っかけて使用できるようになっています。

植物成分防虫剤（森の
香り）クローゼット用 オーサワジャパン。

フィトンα（植物抽出成分）、珪酸カルシウム。
有効期間：使用開始後約３～４カ月

食品と暮らしの安全。
3枚（袋サイズ30cm×40cm）、脱酸素剤3個、乾燥剤3個

食品と暮らしの安全。
3枚（袋サイズ45cm×60cm）、脱酸素剤3個、乾燥剤3個

備考

日本月桃。月桃のエキスに精製水、エタノールを希釈したスプレータイプ
の防虫剤です。トイレの後、車内の消臭、生ゴミや、ペットの悪臭対策に
効果を発揮します。

日本月桃。ゲル剤に月桃エキスを配合した防虫・防菌剤で、さらに防カ
ビ・消臭の効果も発揮します。爽やかに香る天然の防虫成分が悪臭を瞬時
に除去します。

日本月桃。樹脂に月桃エキスを浸透させた小袋タイプの防虫剤。
押入れや衣装ダンス、クローゼット、下駄箱などにご使用いただけます。
自然の効能を活かしたさわやかな香りの虫除け剤。

大切な衣類は化学合成された防虫剤は使わず、自然素材の防虫剤を使いませんか？

ハーブや木の成分の防虫効果があるものを特集しました。

虫バイバイの使い方
①保存したいものを汚れをよくとり、乾燥させて「虫バイバイ」の袋にいれます。

②脱酸素剤と乾燥剤を虫バイバイの袋にいれます。

③ファスナーを閉じて完了です。入れた状態で、クローゼットやタンスなどに保管してください。

脱酸素剤で、酸素量が減り、２割ほど袋がしぼみます。

自然素材の防虫剤

密閉袋に脱酸素剤、乾燥剤を入れて防虫 虫バイバイ

4月22日は「地球のことを考えて行動する日」、アースデイ。
持続可能な社会を目指して、様々なイベントやアクションが世界各地で行われます。

八坂石けん製品も全て10%割引です。人気の手作り石鹸は①回目

のみの取り扱いです。お見逃しなく！
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保存版掲載P 変更点 変更前 変更後
品名 海の精 有機玄米味噌 海の精 国産特栽 玄米味噌

原材料 有機大豆（秋田・青森産）、有機米（埼玉産） 特別栽培大豆・玄米（国産）

品名 本葛入り豆寒天ゼリーとろふるあずき 本くず粉入り寒天ゼリー・とろふるあずき

原材料 アメリカ産有機小豆 北海道産小豆

品名 本葛入り豆寒天ゼリーとろふるくろまめ 本くず粉入り寒天ゼリー・とろふる黒豆

変更後の
成分

品名
アクアUVクリーム水の彩

（SPF2３/PA＋＋）
ファミリーUVクリーム水の彩

（SPF20/PA＋、ブルーライト78.8％カット）

変更後の
成分

未掲載 品名 カフェインレスコーヒー カフェインレスおまかせ

品名 パックス衣類のリンス 衣類のリンス 消臭プラス・カモミール

メーカー 太陽油脂 石けん百貨

容量 ボトル600㎖/詰替550㎖ ボトル500㎖/詰替1000㎖

成分
クエン酸、天然ガム、エチルアルコール、緑茶
エキス、ヒノキチオール、天然香料

クエン酸、ミョウバン、クエン酸カリウム、天然
精油（エッセンシャルオイル）

メーカー中止

取扱い終了

かき氷シロップ いちご・ぶどう、ナチュールアクアクリーム水の彩チューブ（50g）、天海のしずくオーガニックハンドクリー
ム、のりんとう、きびなごフィレ、卵取鶏の肉製品（下郷農協）、ピザ・ポテマヨ＆ベーコン

※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。
※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。

ハヤシルウ（日食）

本くず粉入り寒天ゼリー・とろふる黒豆

カフェインレスおまかせ

ナチュールアクアクリーム水の彩

衣類のリンス

ファミリーUVクリーム水の彩

水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、マルチトール、リゾレシチン、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸
Na、水溶性プロテオグリカン、加水分解シルク、オウゴン根エキス、ローズマリー葉エキス、ヒバマタエキス、カ
ワラヨモギ花エキス、アロエベラ葉エキス、黒砂糖エキス、カンゾウ根エキス、グリチルリチン酸2K、アラントイ
ン、ビフィズス菌培養溶解質、海塩、水酸化K、カルボマー、トコフェロール

水、ミリスチン酸イソセチル、BG、ステアロイルオキシステアリン酸オクチルドデシル、酸化チタン、ペンチレン
グリコール、ベヘニルアルコール、ステアリン酸ポリグリセリル-4、グリセリン、カカオ脂、シリカ、パルミチン
酸スクロース、ヒドロキシプロピルデンプンリン酸、酸化セリウム、フェノキシエタノール、ステアリン酸、ゲン
チアナ根エキス、加水分解コラーゲン、タンニン酸、カンゾウ根エキス、ラッカセイ種皮エキス、ビフィズス菌培
養溶解質、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス

P50

P56

P26

未掲載

品　名

本くず粉入り寒天ゼリー・とろふるあずき

海の精 国産特栽 玄米味噌

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。

《地球ながもち屋》

天然アパタイト高配合のホワイトニング歯磨き粉、KENT&サレド歯ブラシ

会員価格：チラシ価格（税込）の２％引き

《本コミ》

あすなろ書房「子どもたちに贈りたい知識の絵本」 会員価格：チラシ価格（税込）

《PRISTINE》

リネンコットンパジャマ・カーディガン、オーガニックコットンの下着・雑貨etc

会員価格：チラシ価格（税込）

《ライブコットン》

会員価格：シルク5本指ボーダーソックス（かかと付き）、楽らくワンタッチ

パジャマ、天然繊維のおススメ小物6選③④⑤、QuantoBasta&

ライブコットン食の安全こだわり商品はチラシ価格（税込）、

上記以外はチラシ価格（税込）の２％引き

《山繊》

シルク千亀利織毛布、抗ウイルス加工ボックスシーツ、国産天然木のすし飯台・おひつ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）

《ハート》

手作りシルク肌ふとん、オーガニックわたふとん・カバー・枕・タオルetc

会員価格：チラシ価格（税込）


