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※宅配会員さんには7/19(月)に8月の注文書を発送予定です。

新月

上弦

満月

下弦

※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。

17

①回目
配送

②回目
配送
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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
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季節のとっておき
★ えん農園「河内晩柑」（①～③回目p5）

★ 山楽「山の野菜セット」再開！（②④回目p1）

★ かざぐるま「苗木」いろいろ（①回目p1）

★ 八千萬ず「和らびもち」（①回目p１）

★ もうすぐ土用の丑の日！加持養鰻場「四万十優化イオンうなぎ」（③回目p１）

★ 南国にしがわ農園「グァバフルーツピューレ」（④回目p１）

★ さんかく広場「和菓子＆焼き菓子」（③回目p5）

★ 成清海苔特集！（②回目p5）

★ きとうむら特集！（④回目p5）

★ イタリアンパスタソース特集！！（毎週）

★ 「みんなでコロナを乗り越えよう！」キャンペーン5%割引：お茶特集（毎週）

今年の土用の丑の日は

7月28日です。

毎年大好評の加持養鰻場の

うなぎは③回目の注文書

P1に載っています。

みなさまお見逃しなく！

「お中元特集」も配布

しています。
ぜひご覧ください。

●

○



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、白ネギ、ナス、じゃがいも、
きゅうり、ピーマン、かぼちゃ、オクラ、イン
ゲン、青しそ、赤玉ねぎ、玉ねぎ、ゴーヤ、ニ
ラ  などの中から8種類程度

無
・
無

山楽
（土佐町）

山の野菜セット 1セット
（3品目）

536
ナス、ピーマン、シシトウ、タマネギ、クウシ
ンサイ、エダマメなどの中から3種類

無
・
無

きゅうり 3～4本 261 品種：つばさ

ナス 300g 235 品種：黒小町、千両

ピーマン 150g 170 品種：京緑

ミニトマト 200g 261 品種：妙紅、フルティカ、チャコ

じゃがいも 400g 235 品種：メークイン

じゃがいもB品 800g 261 品種：出島

玉ねぎ 600g 288 品種：ソニック、アトン

赤玉ねぎ 1玉 170～196 品種：サラダ

カボチャ 1個 59/100g 品種：栗えびす

ミニカボチャ 1個 392～654 品種：ほっこり姫

赤しそ 1束 261 品種：自家種

モロヘイヤ 120g 170 品種：自家種

ニンニク 2～3玉 327 品種：自家種

オクラ 100g 170 品種：アーリーファイブ

ゴーヤー 1本 196 品種：あばし、白苦瓜

ヒユナ 100g 157 品種：自家種　お浸しや胡麻和え、ナムルなどに。

バジル 30g 157

人参 350g 235

人参ジュース用 700g 353

玉ねぎ 900g 392

玉ねぎ（小玉ちゃん） 400g 261

ニンニク 2～3玉 353

ニンニク（大） 1玉 235

囲い生姜 150g 271

囲い生姜お徳用 400g 650

生姜 100g 226
有機
JAS

ニラ 100g 141

ゴーヤ 1本 184

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）

品種：平戸

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

有
機
J
A
S

品種：アロマレッド、綾誉、ちはま

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

品種：七宝早生

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。

複数の生産者からの出荷のため、品種は選
べません。

夢産地
とさやま
開発公社
（高知市）

無
・
無

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。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ 備考 表示

大葉 15枚 131

60g 131

100g 196

ミニトマト 150g 196

や農園
（高知市）

じゃがいも
（キタアカリ）

500g 261 品種：キタアカリ

山楽
（土佐町）

281
ニンニク2玉分（バラを含む）。トウガラシ1～2
本。

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。

くまもと有
機

春ごぼう 300ｇ 312
品種：水田牛蒡
熊本県産

有
機
J
A
S

ま
た
は
無
・
無

えん農園
（愛媛県） 河内

かわち
晩柑
ばんかん 約1㎏ 52/100ｇ

河内晩柑は初夏から夏にかけて収穫できる黄色くて
大きな柑橘です。見た目や大きさはグレープフルー
ツに似ていますが、グレープフルーツのような苦味
は少なく、さっぱりとした甘みのある品種です。
愛媛県愛南町産。

オルター・ト
レード・ジャ
パン

バナナ  約500g 398

バランゴンバナナは、フィリピンのネグロス島で飢
餓とたたかいながら子どもたちに人間らしい生活を
残したいと頑張る人びとと、「いのち・暮らし・自
然を守る」ことをテーマに、生産者と消費者、南と
北の共生をめざす日本の人びとの出会いから生まれ
ました。
バランゴンバナナを味わうことは、フィリピンの生
産者たちの暮らしを応援し、共生の地球環境づくり
へとつながっています。今は、ネグロス島だけでな
くフィリピン各地で栽培されています。南の生産者
と日本の消費者を「顔の見える関係」で結ぶバラン
ゴンバナナ民衆交易の輪は、さらに広がっていま
す。
原産地：フィリピン
※輸入時の植物検疫の結果、青酸ガス燻蒸を受けること
があります。

モミジ 1本 392 3本限定

白イチジク 1本 915 1本限定

梅 1本 1046 2本限定

かざぐるまさんの苗木

かざぐるま
（高知市）

無
・
無

品　　　名

無
・
無

かざぐるま
（高知市）

野菜（県外）

ニンニク＆トウガラシ

みょうが

果物（県外）

無
・
無

翌々週

配送品

③
回
目
掲
載

④
回
目
配
送

①
②
③
回
目
掲
載

②
③
④
回
目
配
送
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 原材料

有機玄米使用ポン菓
子・海鮮だし味

29g
（約20枚）

317

うるち玄米（北海道産）、乾燥オキアミ（オキアミ（国産））、醤
油（本醸造）、砂糖（てんさい）、だし（鰹節、真昆布（北海道
産））、有機白ごま、乾燥片口いわし（片口いわし（国産））、食
塩、乾燥あおさのり、乾燥青のり（一部に小麦・大豆・ごまを含
む）

有機玄米使用ポン菓
子・焼とうもろこし
味

32g
（約20枚）

317
うるち玄米（北海道産）、乾燥とうもろこし（とうもろこし（北海
道産））、甜菜シロップ、とうもろこしフレーク（とうもろこし
（北海道産））、醤油（本醸造）（大豆を含む）、食塩

有機玄米使用ポン菓
子・プレーン

29g
（約20枚）

277 うるち玄米（北海道産）

国産有機栽培
梅酢しょうが

50g 291
有機しょうが（国産）、有機しそ葉（国産）、漬け原材料
［有機梅酢、有機米酢、食塩］

北海道産
ほたての水煮

65g
（固形量
40g）

279 ほたて(北海道産)、食塩

有機オートミール 250g 374 有機オート麦(フランス産)

7月の新共同購入品

「焼とうもろこし味」

「北海道産 ほたての水煮」

兼由

北海道産有機栽培米「ゆめぴりか」の玄米を使用。なにかと濃い味が多い現代

食に抗し、素材本位のやさしい味。油脂や化学調味料は使用していません。

■1袋約20枚入り。

■お湯を注げばお粥にも。

「海鮮だし味」 「プレーン」

北海道噴火湾で獲れたベビーほ

たてを柔らかく煮込みました。

ほたての旨みがしっかりとあり、

そのまま食べることができるの

で、サラダやパスタなどの料理

に和えるだけでも美味しく食べ

られます。

「 有機オートミール」

エルサンク・ジャポン

国産の有機栽培された生姜を漬け

込み、有機赤しそ及び有機梅酢と

有機米酢で風味豊かに漬け上げた

しょうが漬けです。赤しそと梅酢

の風味がしょうがによく合い、ち

らし寿司やお好み焼きなど幅広く

お使いいただけます。

「国産有機栽培梅酢しょうが」

マルアイ

プ
レ
ー
ン

有機JAS認証品のオートミー

ル！植物性ミルクをかけて食べ

るほか、スープやヨーグルトに

トッピングしたり、クッキーに

したりと、お食事からおやつま

でさまざまな用途に大活躍！粉

砕されているので、お粥など煮

込む場合に火が通りやすいのも

◎。
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ナポリ
340g

595円

玉ねぎの甘味とオレガ

ノの爽やかな香りでお

子様にもやさしいソー

スです。

原材料：有機トマト、有

機玉ねぎ、食塩、有機

香辛料（にんにく、オレ

ガノ）、有機食用オリー

ブ油

むそう商事 オーガニックパスタソース 3種

有機栽培されたトマトを贅沢に使用。伝統的なイタリア家庭のパスタソース。

トマト＆バジル
300g

611円
バジルの風味を効かせて。

原材料：有機トマト、有機た

まねぎ、有機食用オリーブ

油、有機にんじん、有機バ

ジル、有機セロリ、食塩

トマト＆香味野菜
350g

630円

トマトと野菜の旨みとコク。

原材料：有機トマト・ズッキーニ・なす・に

んじん・玉ねぎ・食用オリーブ油・セロリ

（イタリア産）、有機砂糖（コスタリカ産）、

食塩、有機バジル（イタリア産）

フレッシュな果実感と

自然な甘み

原材料：有機オリー

ブ（ギリシャ産）、食

塩、有機レモン果汁

（イタリア産）

グリーン
315g

904円

アラビアータ
340g

595円

バジル
340g

595円

パセリや香辛料を加え

たピリ辛味で大人の

ソースです。

原材料：有機トマト、有

機食用オリーブ油、有

機赤ピーマン、食塩、有

機香辛料（にんにく、パ

セリ、唐辛子）

野菜の旨みが閉じ込め

られ、バジルの香りが

豊かなソースです。

原材料：有機トマト、有

機玉ねぎ、有機人参、

有機食用オリーブ油、

有機香辛料（バジル、セ

ロリ）、食塩

創健社 ジロロモーニ 有機パスタソース ４種

有機栽培夏採れトマトベースの温めるだけでおいしいパスタソースです。

アラビアータ
300g

611円

トマト＆ズッキーニ
300g

611円

トマト＆ナス
300g

611円
アンチョビと有機唐辛子をピ

リッと効かせた。

原材料：有機トマト、有機食

用オリーブ油、有機にんにく、

アンチョビペースト、有機パセ

リ、食塩、有機唐辛子

香ばしく焼いた有機ナスを加

えました。

原材料：有機トマト、有機なす、

有機食用オリーブ油、有機た

まねぎ、有機にんじん、有機

セロリ、食塩

香ばしく焼いた有機ズッキー

ニを加えました。

原材料：有機トマト、有機ズッ

キーニ、有機食用オリーブ油、

有機たまねぎ、有機にんじん、

有機セロリ、食塩、

有機ブラックペッパー

アルチェネロ

有機パスタソース

からめるだけで本格パスタ

オーガニック オリーブ粒 2種

ギリシャ産有機オリーブ100％使用 手摘みで丁寧に収穫

ブラック・カラマタ産
315g

955円

柔らかくフルーティー

で濃厚な味わい

原材料：有機オリー

ブ（ギリシャ産）、食

塩、有機ワインビネ

ガー（ギリシャ産）
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ 備　考

うなぎ蒲焼き １尾
（約160g）

2,353
原材料：うなぎ、蒲焼のタレ（再仕込みしょうゆ、甜菜糖、発酵調味
料、麦芽糖水飴、てんさい糖、うなぎの骨エキス）
※タレの付属はありません。

うなぎ白焼き １尾
（約150g）

2,175 原材料：うなぎ

うなぎのタレ（山椒付） 15cc 52 原材料：タレ（再仕込みしょうゆ、発酵調味料、粗糖）、山椒

うなぎの肝（ボイル済み） 約60g 333
ボイル済みなので、軽く煮て肝吸いに、さっと炒めても美味しくいた
だけます。
原材料：うなぎの肝

グァバフルーツピューレ 200g 988
原材料：有機グァバ（高知県南国市産）
　※冷凍でお届けします。

和らびもち 煎り黄な粉 140g 490

黄な粉は四万十町産大豆を中心に国産のものだけを使用。黄な粉を練
り込みさらに別袋の黄な粉をトッピング！
原材料：本蕨粉（国内産：九州、長野）、黄な粉、米水飴、甜菜糖、
塩、孟宗竹オイル、(黄な粉個包装)

和らびもち 黒胡麻 140g 490

高知県春野町産を中心に国産のものだけを使用。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)

和らびもち 沢渡煎茶 140g 490

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)

四万十川河口でとれたしらす（うなぎの稚魚）のみを養鰻池に過密に入れず、
十分運動させ、1年以上の年月をかけて、生育しています。
自然の風味があり、固めの皮と引き締まった厚い身をもち、天然のうなぎと比べて差異のないものとなっています。
蒲焼はもちろん、白焼きをわさび醤油でいただくのもいいですね。

土佐の茶菓子　「和らびもち」　八千萬ず

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。

グァバフルーツピューレ　南国にしがわ農園

高知県南国市にある有機JAS認定農園「南国にしがわ農園」で太陽の恵みをいっぱいに受けながら、農薬や化学肥料を使用
せず”自然農法”で栽培されています。国産の有機グァバは、国内でも大変希少でほとんど流通していない幻のフルーツ。
また、レモンのおよそ7倍のビタミンC含有量とも言われる、かくれた美容フルーツでもあります。
樹上完熟したグァバの芳醇な香りと鮮やかなピンク色をそのままに、水も砂糖も一切加えずに、グァバそのものの風味をい
かしてつくっています。トロピカルフルーツならではの、ほどよい甘みと酸味のバランス、すっきりとした後味をお楽しみ
ください。

高知いいものいろいろ！

四万十川優化イオンうなぎ 加持養鰻場
かもち

今年は7月28日です。

やちよろ
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容量 会員価格

100g 466

500ml 2,450

100ml 745

250ml 1,385

100ml 692

300ml 777

50g 782

180ml 177

180ml 214

1.8L 436

260g 1,813

30g 279

1個 192

8個 1,760

47g 279
270g 1,044

ゆず 47g 279
ごま 47g 279
しょうが 47g 279

180g 275

30g×5 895

100g 555

3kg 1,199

5kg 1,797

1膳 986

品　名 備　　　　　　　　考

木頭柚子しぼり
地域の契約農家が農薬･化学肥料･動物性肥料を使用せず、自然循環農法により栽培した木頭
柚子を、ていねいに手搾りした柚子果汁です。原材料：柚子果汁(木頭産）

「きとうむら」は、全国的にも高い品質で名を知られている木頭柚子や、剣山系の山から湧き出る水、そして、お菓
子、パン、調味料などの食品加工と卸・販売事業を行っております。国産・無添加を原則とし、美味しいだけでなく安
全・安心をテー マに、原材料だけでなく環境にも配慮した製品作りに心がけています。また、設立の理念である雇用促
進を行う上で、地域の人々の協力の元、手作りにこだわり、木頭地域の自然と文化が感じ取れる商品の開発を行ってい
ま す。

阿波和三盆糖
阿波の国の和三盆糖づくりは、安永五年、今から二百年あまりも前に始まりました。当時の
手作りをそのまま守り、二百年前の製法で自然の味を今もつくりだしています。原材料：砂
糖きび、砂糖

木頭柚子しょうゆ

お取り寄せ日本一に選ばれたこともある逸品の柚子ポン酢。柚子絞りと、国産原料で仕込ん
だひしほ醤油をそば専門店の伝統的な本返しで合わせたまろやかな本格柚子ポン酢しょうゆ
です。原材料：醤油(本醸造／国産大豆(非遺伝子組換)国産小麦：金沢ヤマト味噌醤油)、柚子
(木頭)、本かつお節(九州）、さば節(国産）、みりん(愛知)、粗製糖(種子島)、塩(モンゴル)、
純米酒(徳島）

昆ちゃん柚子ポン
砂糖・化学調味料・動物性原料不使用のポン酢です。鍋料理にもおすすめ。
原材料：醤油(本醸造／国産丸大豆(遺伝子組換でない)、国産小麦)、柚子果汁、塩、国産昆
布、国産生姜

ゆず湯
柚子の皮を乾燥粉砕したもの。使い終わった柚子湯は、袋のままお風呂や床などのお掃除に
お使いいただけます。原材料：契約栽培柚子(木頭村農薬化学肥料不使用栽培）

山の湧水

釜炒り茶

ゆずジンジャー

木頭柚子ドリンク

木頭ショコラ
（クラッシックショコラ）

おららの炭

五稜箸 木頭朱杉

おららの炭小屋の炭の売上げは、里山保護や四国の山間僻地での新しい体験型環境教育事業
に活かされます。木炭はバーベキューに、竹炭は湿気取りや 消臭剤としてお部屋や冷蔵
庫、トイレお風呂などでも大活躍♪
竹炭原材料：竹／木炭原材料：カシ、ケヤキ、サクラ、ナラ、クヌギ、シデなど

「木頭朱杉（きとうあかすぎ）」は木頭杉の中でも「赤み」と呼ばれる心材（木の中心に近
い部分）を厳選し、「木頭朱杉」としてブランド化。自然のまま、無塗装、無薬品。徳島県
那賀町木頭の木頭杉でできた、「ひと」にも「環境」にもやさしいお箸です。原材料：杉

柚ジュレ（寒天ゼリー）

おららの竹炭

プティショコラ

柚子マンジェ

お
か
ら
ク
ッ
キ
ー

プレーン

木頭の山仕事の男たちが極上の水と讃えた水です。
災害時の保存水としてもご利用できる長期保存紙パック使用。
ph7.7±0.3、硬度21～40。弱アルカリ天然水。賞味期限5年

自然の中で栽培された山茶を手摘みし、鉄釜で炒り、手で揉み、むしろの上で天日干しする
という手間のかかる製法は、昔のまま。お茶漬けや茶飯などにも良いです。原材料：お茶

柚子皮を細かく粉砕したものを加えたツブツブ食感。国産寒天のピュアな味わいと、北海道
産ビートグラニュー糖（甜菜糖）の自然な甘さで後味すっきり。おなかに優しいナチュラル
ジュレです。原材料：ビートグラニュー糖（北海道）、柚子（徳島県木頭）、寒天（国産無
漂白寒天）

木頭地域の山から湧き出る湧水と、奄美大島の粗糖のこくのある甘さがミックスされ、ピ
リッとした大人の味に仕上げました。原材料：生姜汁（国産）、粗糖（奄美大島産）、柚子
果汁（木頭地域契約栽培・農薬不使用）、天然水（きとうむら山の湧水）

一玉ずつていねいに手しぼりした柚子果汁と、ミネラル豊富な奄美大島の粗糖、木頭の山の
湧水で作った清涼飲料水です。原材料：粗糖（奄美大島産）、ゆず果汁（木頭地域契約栽
培・農薬不使用）、天然水（きとうむら山の湧水）

おからのケーキですが、おからを感じさせない濃厚でしっとりとした口当たりが人気です。
食べきりサイズのプティショコラが仲間入りしました。
原材料：オーガニックチョコレート（フランス産）、ＰＨＦ卵（徳島産）、国産大豆、オー
ガニックココア（ブラジル産）、菜種油。

柚子とバターの風味が優しい手作りケーキ。しっとりした生地をほおばると、フレッシュな
木頭柚子の香りが、お口いっぱいにひろがります。
原材料：小麦（九州産）、鶏卵（徳島産／非遺伝子組換PHF飼料）、バター（北海道産）、
粗製糖（種子島産）、柚子（木頭産）、柚子ジャム（木頭産柚子、北海道産ビートグラ
ニュー糖）

国産小麦、安心卵、国産おからを練りこんで焼き上げた、素朴でちょっと固めのクッキー。
歯とあごに心地よい刺激がくせになります。

共通原材料：小麦（国産）、卵（PHF卵）、大豆（国産大豆／非遺伝子組み換え）、菜種油
（圧搾法一番しぼり）、粗糖（国産）、以下それぞれ：柚子（木頭産）、黒ごま（木頭産含
む国産ごま）、しょうが（国産）

今回は「きとうむら」が独自

に仕入れているおススメ品も

企画しました。
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保存版掲載P 変更点 変更前 変更後

P47 原材料

有機レーズン加工食品（有機レーズン、有機ひまわり
油）、有機胡麻、有機ひまわりの種、有機アーモンド、
有機アガベシロップ、有機玄米パフ、有機玄米水飴、有
機ピーナッツ、有機かぼちゃの種、有機ひまわり油、寒
天

有機レーズン加工品（有機レーズン、有機ひまわり油）、
有機ひまわりの種、有機アーモンド、有機アガベシロッ
プ、有機ピーナッツ、有機かぼちゃの種、有機玄米パフ、
有機玄米水飴、有機ひまわり油、寒天

容量 30ml 20ml

原材料

水、エタノール、コンフリーエキス、ドクダミエキス、
アルテアエキス、アルニカエキス、ボタンエキス、シナ
ノキエキス、グリチルリチン酸2K、カンフル、メン
トール、BG、ラベンダーエキス、トウキンセンカエキ
ス

コンフリーエキス、ドクダミエキス、アルテアエキス、ア
ルニカエキス、ボタンエキス、シナノキエキス、ラベン
ダーエキス、トウキンセンカエキス、d1-カンフル、キサ
ンタンガム、エタノール、1.3-ブチレングリコール、香
料、精製水、グリチルリチン酸ジカリウム

※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。

品　名

P60 ファーブルex

OGフルーツ＆ナッツバー・アーモンド

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

《たねの森》

秋まき種子、おすすめの書籍

会員価格：チラシ価格（税込）

《Peaple Tree》

会員価格：チラシ価格（税込）

《ライブコットン》

快適天然生活2021年－⑥

会員価格：チラシ価格（税込）、

ただし生成綿タオル、シルク・ナイト手袋、くすの木せんこう、

アレッポの石鹸（カットサンプル約30g）、紀州備長炭

はチラシ価格（税込）の２％引き、

菊花せんこう《標準》、蚊取り線香「moneもね」、

菊花の防虫スプレー、ファーブルex（ジェル状）、

アレッポの石鹸（B3、B11、ライト）は通常会員価格

7月は「シャボン玉月間」！

《シャボン玉》

バブルガードいろいろ

会員価格：チラシ価格（税込）

《山繊》

リネンの寝具、リネン＆コットンタオルシリーズ、枕・首用クールジェル

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）

《ライフプロポーションセンター》

国産花火、蚊帳、信楽焼きの蚊やり、除菌スプレーetc

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（税込）

7月は「環境を守るために石け

んを使おう！」という

『シャボン玉月間』です。

シャボン玉 編集発行の「挑戦 無添加

を科学する」も配布します。


