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※宅配会員さんには8/23(月)に9月の注文書を発送予定です。

※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。
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季節のとっておき
★ 再開！天竺舎「梅干し＆らっきょう漬け＆粉類」（①④回目p5）

★ 初登場！麹処 ゑana（えあな）「クラッカー＆グラノーラ」（④回目p5）

★ 八千萬ず「和らびもち」（①回目p１）

★ アリサン特集！（⑤回目p5）

★ 「みんなでコロナを乗り越えよう！」キャンペーン5%割引：

～砂糖なしで脱水を防ぐ飲み物特集～（毎週）

ご注意ください！

8/7(土)～15(日)

は配送・事務所お休み

です。

お盆期間に必要なものは、

8月①回目分でご注文くだ

さい。

●

○

休業（配送・事務所お休みです）

【 8月の企画 】

8月22日（日）13：30～16：00

場所：オーテピア

「プラスチック汚染！私たちにできることは？」

お話：服部雄一郎さん（香美市在住）
※詳しくはチラシをご覧ください。



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円程度）
クール便で発送す
る場合があります。
(+215円）

ネギ、ナス、じゃがいも、きゅうり、ピーマ
ン、坊ちゃんかぼちゃ、玉ねぎ、ゴーヤ、ニラ
、人参、甘長トウガラシ、ミニトマト、ニンニ
ク、ぶしゅかん、サツマイモ 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

ナス 300g 235 品種：黒小町、千両

ピーマン 150g 170 品種：京緑

モロヘイヤ 120g 170 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

ニンニク 2～3玉 327 品種：自家種

バジル 30g 157

きゅうり 3～5本 261 品種：つばさ、上高地

赤玉ねぎ 1玉 170～196 品種：サラダ

カボチャ 1個または半分 59/100g 品種：栗えびす

ヒユナ 100g 157 品種：自家種　お浸しや胡麻和え、ナムルなどに。

じゃがいもB品 700g 261 品種：出島

人参 350g 235

人参ジュース用 700g 353

玉ねぎ 800g 392

玉ねぎ（小玉ちゃん） 400g 261

ニンニク（バラ） 60g 235 品種：平戸

囲い生姜 150g 271

囲い生姜お徳用 400g 650

赤じゃがいも 400g 288 品種：グランドペチカ、アンデス

生姜 100g 226

ゴーヤ 1本 169

ニンニク 100g 282

ニラ 100g 141

じゃがいも 500g 212

ナス 500g 169

りゅうきゅう 400g 169

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：アロマレッド、綾誉、ちはま

品種：ターザン

有
機
J
A
S

井
上
正
雄

（
南
国
市
）

わ
た
な
べ
農
園

（
香
美
市
）

無
・
無

複数の生産者からの出荷のため、品種は選
べません。 無

・
無

有機
JAS

夢産地
とさやま
開発公社
（高知市）

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。

※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。
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容量  会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備考 表示

ゴーヤ 1本 131～196

オクラ 8～10本 131

丸ナス 3本 196

長ナス 2本 196

甘長シシトウ 150g 196
辛味はほとんどなく、ほんのり甘味があり、種が少
ないのが特徴です。

ピーマン 250g 196

こどもピーマン 200g 196
ピーマンが嫌いな子供でも食べられるよう、独特の
苦味と香りを抑えたピーマン。

や農園
（高知市）

ミニトマト 150g 261 品種：アイコ

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

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

ブルーベリー 100g 327

白イチジク 200g 261

マクワウリ 1個 46/100g
メロンの仲間で、さっぱりさわやかな風味が特徴的
です。

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。

無
・
無

かざぐるま
（高知市）

果物（県外）

無
・
無

品　　　名

無
・
無

野菜（県外）

ニンニク＆トウガラシ

果物（高知県内）

かざぐるま
（高知市）

①③④回目

掲載

③④⑤回目

配送

④
回
目
掲
載

⑤
回
目
配
送
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 原材料または成分

純国産 北海道はち
みつレモンのど飴

68g 234
水飴（甘藷（国産））、てん菜糖（てん菜（北海道産・遺伝子組み
換えでない））、はちみつ（北海道産）、レモンパウダー（レモン
（国産））

有機白ワインビネ
ガー

250ml 582 有機ぶどう（イタリア産）

ベビー全身シャン
プー 泡ポンプ

300ml 848

ベビー全身シャン
プー 詰替用

300ml 565

ベビーハンドソープ
泡ポンプ

80ml 472

ベビーハンドソープ
詰替用

300ml 472

ベビーうるおいUV
クリーム

40g 784

全成分：水、プロパンジオール、酸化チタン、スクワラン、マカデ
ミアナッツ油、グリセリン、ホホバ種子油、ステアリン酸K、ステ
アリン酸、パルミチン酸、ベヘン酸、シリカ、ベヘニルアルコー
ル、カミツレ花エキス、ローズマリー葉エキス、トコフェロール、
ヒノキチオール

全成分：水､マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、グリセリン､水
酸化K、パーム核油、ヤシ油、ローズマリー葉エキス､クエン酸、ト
コフェロール

全成分：水、マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、グリセリン、
水酸化K、パーム核油、ヤシ油、ローズマリー葉エキス、クエン
酸、トコフェロー

8月の新共同購入品

「ベビーハンドソープ

泡ポンプ／詰替用」

「有機白ワインビネガー」

ミトク

赤ちゃんの皮脂にも含まれるパルミトオレイン酸を多く含むマカデミアナッツ油を配合した、肌

なじみのよい無香料・無着色のシリーズ。

パックスベビーは、大人と同じように皮脂の分泌が整う思春期前のお子様にもおすすめです。

また皮脂が少なく肌が乾燥しやすい方や敏感な肌の方にもご使用いただけます。

「ベビーうるおいUVクリーム」「ベビー全身シャンプー

泡ポンプ／詰替用」

公園やお外での手

洗いに便利な携帯

用植物性せっけん

です。

ノースカラーズは、安心安全な

国産原料の普及と、食料自給率

の向上を目指しています。

北海道産のはちみつを使用し、

原材料はすべて国産原料・無添

加にこだわっています。

「純国産 北海道はちみつレモンのど飴」

ノースカラーズ

SPF17、PA+、

UV効果だけで

なく、肌荒れ、

乾燥も防ぎます。

有機ぶどうの白ワインを使用

フルーティーな香り

料理の彩りを引き立てる

■木樽の中でゆっくりと熟成

■ドレッシングやマリネなど

に

頭髪も身体もこれ1

本で全部洗えます。

赤ちゃんを抱っこし

ながら、片手でも押

しやすい泡ポンプ式。

キメ細かい泡で、お

肌をやさしく包むよ

うに洗えます。
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 原材料

ソフトあたりめ（さ
んま魚醤入り）

22g 411
いか（北海道産）、砂糖、食塩、さんま魚醤、かつおだし、しいた
けだし

ほたて焼き貝ひも 40g 411
ボイルほたて貝ひも（北海道製造）、砂糖、食塩、昆布だし、かつ
おだし、しいたけだし、さんま魚醤

やわらか豆たこ 33g 411
たこ（北海道産）、砂糖、食塩、昆布醤油、昆布だし、かつおだ
し、しいたけだし、（一部に小麦・大豆を含む）

秋鮭フライ（骨取
り・皮無し）

３切 685
秋鮭（北海道産）、衣（小麦粉、パン粉）、食塩、胡椒、（一部に
さけ、小麦を含む）

8月の新共同購入品

「ほたて焼き貝ひも」

化学調味料、人工着色料、合成保存料は一切使用していません。

「ソフトあたりめ（さんま魚醤入り）」 「やわらか豆たこ」

秋鮭を切身加工後、卵は使わず、

無添加の小麦粉・パン粉をまぶし

て大きめのフライ用にしました。

冷凍のまま油で揚げるだけの簡単

調理！

骨取りなので、お子様も安心して

食べられます。

薄めの下味になっておりますので、

お好みでソースやタルタルソース

をかけて、パンに挟んだりお弁当

にもおすすめです！

「秋鮭フライ（骨取り・皮無し）」

三陸水産

北海道近海で漁獲された新鮮なスル

メイカを旨みを逃がさぬように皮を

つけたままさんま魚醤を隠し味に使

い、焼きたてのままソフトに裂きま

した。

使用している食材は全て国産です。

北海道近海で漁獲された新鮮な蛸

を美味しさが増すように熱湯で

じっくりと茹で、昆布、かつお、

しいたけのこだわりのだしで調味

をし、一つ一つ手焼きで軟らかく

仕上げました。

噛めば噛むほど美味しい！

北海道沿岸で漁獲された新鮮な帆

立貝の貝ひもの旨みを引き立たせ

るように、昆布、かつお、しいた

けのこだわりのだしで味付けしま

した。

③
回
目
掲
載

④
回
目
配
送
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品　名 容量 会員価格 ① ② ③ ④ ⑤ 備　考

梅干し 450g 461
2019年漬け分です。再開セールとして50g増量！
原材料：梅、塩、紫蘇

らっきょう漬け 250ml 275
2019年漬け分です。再開セールとして50ml増量！
原材料：らっきょう、洗双糖、米酢、塩

玄米粉 250g 275 天ぷらの衣やお菓子、団子にどうぞ。原材料：玄米

赤黒ミックス粉 250g 327
もち米粉と同じように使えます。色つきの団子（大福）ができます。
原材料：赤米、黒米

中力小麦粉（70％） 600g 386
全粒粉ではなく、ふすま30％を除いた使いやすい70％程度の小麦粉です。
原材料：小麦（地元 葉山種）

強力小麦粉（70％） 600g 386
パン、餃子などに。全粒粉ではなく、ふすま30％を除いた使いやすい7０％
程度の小麦粉です。原材料：小麦

酒粕クラッカー
プレーン

30g 250
ペースト状の酒粕をたっぷり加えており、乳製品不使用なのにまるでチーズ
のような奥深いコクが広がります。
原材料：小麦粉（北海道産）、酒粕、菜種油、おから、豆乳、天日塩

酒粕クラッカー
プチプチ玄米

30g 250

玄米の粒が残る酒粕を生かすことで”プチプチ”と弾けるような食感を生ん
でいます。
原材料：小麦粉（北海道産）、酒粕、菜種油、おから、豆乳、玄米（国産・
農薬不使用）、天日塩

酒粕クラッカー 紅茶 30g 250
原材料：小麦粉（北海道産）、酒粕、菜種油、おから、豆乳、紅茶（国産・
農薬不使用）、天日塩

酒粕クラッカー きび糖 30g 250
原材料：小麦粉（北海道産）、酒粕、菜種油、おから、豆乳、きび糖、天日
塩

グラノーラ プレーン 30g 280

素材の味と食感を楽しむグラノーラです。後味に麹の香りがほのかにするグ
ラノーラです。
原材料：オーガニックオートミール、豆乳、小麦粉（北海道産）、酒粕、
オーガニッククルミ、オーガニックライフレーク、菜種油、きび糖、ブラウ
ンシュガー、天日塩

グラノーラ 紅茶 30g 280

紅茶は農薬不使用のものを粉にして入れています。
原材料：オーガニックオートミール、豆乳、小麦粉（北海道産）、酒粕、
オーガニッククルミ、オーガニックライフレーク、菜種油、きび糖、ブラウ
ンシュガー、紅茶（国産・農薬不使用）、天日塩

和らびもち
四万十珈琲

わらび餅
140g
きな粉

5g

490

四万十市産の珈琲を使用。 焙煎器の製造から始まり、高知県大月町産の土
佐備長炭でじっくり焙煎したコーヒー。
原材料：【わらび餅】本蕨粉（国内製造）、四万十珈琲、米水飴、甜菜糖
（北海道）、米粉、塩【きな粉】大豆（遺伝子組み換えでない）

和らびもち
沢渡ほうじ茶

わらび餅
140g
きな粉

5g

490

全国水質ランキング1位の仁淀川で育った高知のブランド茶葉「沢渡茶」を
使用。 ほうじ茶特有の芳醇な香ばしさが広がります。
原材料：【わらび餅】本蕨粉（国内製造）、米水飴、甜菜糖、米粉、煎茶
（高知県産）、天日塩【きな粉】大豆（遺伝子組み換えでない）

和らびもち
馬路柚子

わらび餅
140g
きな粉

5g

490

立ち上がりのよい柚子の香りを上品な甘さが追いかける。柚子皮の食感とと
もに幸福を感じて。
原材料：【わらび餅】本蕨粉（国内製造）、馬路柚子皮、馬路柚子果汁、米
水飴、甜菜糖（北海道）、米粉、天日塩【きな粉】大豆（遺伝子組み換えで
ない）

和らびもち
四万十地栗（小豆入
り）

わらび餅
140g
きな粉

5g

490

四万十町で育った甘みのある地栗を甘露煮にし国産大納言小豆をプラスしま
した。
原材料：【わらび餅】本蕨粉（国内製造）、四万十栗、小豆、米水飴、甜菜
糖（北海道）、米粉、天日塩【きな粉】大豆（遺伝子組み換えでない）

梅干し＆らっきょう漬け＆粉類　天竺舎

天竺舎は、高知県西部・津野町葉山地区で、自然農法で作った農産物を自らの手で加工しています。

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。
※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。黄な粉が個包装で添付されてます。

酒粕クラッカー＆グラノーラ　麹処 ゑana（とがの茶坊 琳）

高知県佐川町を拠点とする「麹処 ゑana（とがの茶坊 琳）」。地元のおいしいお茶と、それに合う手作りの茶請けなどの製造販売をして
います。こだわりの材料は、農薬不使用の玄米と添加物のない麹で造られた酒粕、栄養豊富なおから、黒潮町の天日塩など。卵や乳製品は
一切使っていませんが、酒粕を入れることでコクと風味が生まれます。酒粕は焼くことでアルコール分が飛ぶので、お子さんやお酒が苦手
な方も安心してお召し上がりいただけます。

高知いいものいろいろ！

再開します！！

やちよろ

①
④
回
目
掲
載

③
⑤
回
目
配
送

えあな

④
回
目
掲
載

⑤
回
目
配
送

新しい生産者です！
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品　名 容量 会員価格 原材料・備考

アガベシロップ 330g 993
リュウゼツ蘭から作られた甘味料です。酸味や癖がないので、砂糖の代わりに幅広く使用で
きます。血糖上昇の穏やかな甘味料として注目が集まっています。
原材料：アガベ

ベジブロス（国産野菜だし） 80g 777

あらゆる料理に使える万能だしです。化学調味料、タンパク加水分解物、酵母エキス不使
用、動物性食材ゼロ、野菜の旨味だけで作りました。あらゆる料理に使える野菜の万能だし
です。原材料：オリゴ糖、食塩（沖縄の塩）, 野菜エキス, （にんじん, 　玉ねぎ, 　白菜, 　セ
ロリ, 　舞茸）

ハラペーニョペッパーソース 148ml 744 ピザ、マリネ、スープetc何にでも！結構スパイシー。原材料：ハラペーニョ、りんご酢、酢、食塩

バニラエキストラクト 59ml 1554 バニラエッセンスです。原材料：アルコール、バニラビーンズ抽出液

ベーキングパウダー 113g 289
アルミニウム無添加、コーンスターチは非遺伝子組み換え。
原材料：第一リン酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、コーンスターチ

有機コーンスターチ 100g 278
遺伝子組み換えしていない有機とうもろこしから作ったでん粉。酸化防止剤不使用。
原材料：とうもろこし

玄米ビーフン
味噌スープ付き

60g 300
台湾でオーガニック認定を受けた玄米で作られた玄米ビーフン。スープとかやく付き。沸騰
したお湯に麺とスープを入れ数分調理して出来上がり。ノンフライ麺。原材料：（麺）玄米
（スープ）味噌、塩（かやく）わかめ、人参、キャベツ、豆腐

玄米ビーフン
きのこスープ付き

60g 300
原材料：（麺）有機玄米　（スープ）しいたけパウダー、食塩、白胡麻　（かやく）しいた
け、人参、キャベツ、バジル

ビタモンレモネード 750ml 1,110
炭酸水、レモン果汁、砂糖。シチリア島産の有機レモン果汁と、ミャンマー唯一の有機砂糖
と、すばらしい環境で知られるフランスのMilly Sur Thrainの清らかな井戸水を使用した爽
やかな炭酸水。香料・保存料等不使用です。原材料：炭酸水、レモン果汁、砂糖

スパークリング
ライムエイド

330ml 442

スパークリング
パッションフルーツエイ
ド

330ml 442

麻辣醤（マーラージャン） 170g 522
唐辛子と違って、“しびれ”のある辛味で、本格麻婆ができます。辣油の代用としても勝手
がよく、酢や醤油にも相性がいいです。原材料：唐辛子、植物油脂（大豆）花椒、スターア
ニス、フェンネル、食塩、陳皮、砂糖

芝麻香椿拌醤
(チーマーチャンチンジャン)

170g 522
香椿の香りの大豆ミート＆胡麻ベースの醤。ご飯に載せたり、麺と絡めたり、炒めものに。
一匙で台湾気分。本格坦々麺にもどうぞ。原材料：大豆油、大豆たんぱく、砂糖、マッシュ
ルーム、黒豆、香椿、食塩、ごま、リコリス

の～ぷらストロー細め 1本 452
環境にやさしいプラスチックフリーのストロー、アイスコーヒーやレモネードに適したサイ
ズの細めサイズ。食品衛生面でも安全な304グレードのステンレス製。ローズゴールド色で
おしゃれ。素材：ステンレス、サイズ：長さ21.5cm×直径0.6cm

の～ぷらストロー細めブラシ 1本 170
ストローに専用のクリーニングブラシ。専用のブラシの素材は、ブラシ自体はナイロン製、
それ以外の部分はステンレス製です。

ベーキング用ペーパー
カップ無漂白

60枚 509
塩素や石油、重金属などの成分を一切使用せず身体にも優しいオールナチュラル素材で作ら
れています。マフィン型に敷いてお使いください。電子レンジ・オーブン・蒸し器対応　耐
熱温度220℃　サイズ：直径上部6.5cmx下部5cmx高さ3cm

ベーキング用クッキン
グペーパー無漂白

33cm
×

19.8m
1,074

塩素や石油、重金属などの成分を一切使用せず身体にも優しいオールナチュラル素材で作ら
れています。食材がくっつきにくく、快適にクッキングできます。焦げないように気をつけ
て使えば、洗って数回使えます。汚れにくいのでクッキーなどの焼き菓子なら数回の再利用
も可能です。電子レンジ・オーブン・蒸し器対応　耐熱温度220℃

中華調味料で本格中華はいかが？

炭酸飲料

No Plastic Japan（通称：の～ぷら） のステンレス製ストロー

IF YOU CARE（スウェーデン）の無漂白ペーパーカップ＆クッキングペーパー

おしゃれな瓶に入ったオーガニックライム果汁のスパークリング飲料。朝のお目覚めの時や
スポーツの後などにスッキリした味わいをお召し上がりいただけます。
ライムエイド原材料：炭酸水、ライムジュース、砂糖
パッションフルーツエイド原材料：炭酸水、パッションフルーツジュース、砂糖、マンゴー
ジュース、ライムジュース

アリサン特集（次回１月ごろ企画予定です）

玄米ビーフンスープ付き

シロップ、野菜の万能だし、ペッパーソース

手作りお菓子に！ナチュラルなエッセンス（化学香料の添加や、薬品を使っての抽出をしていません）

ベーキングパウダーetc.

輸入食材を取り扱い、カフェやイベントスペースのあるショップも経営するア

リサン有限会社。扱う品はオーガニック、無添加、フェアトレード、地球環境

や生産者を守ることなどにこだわっています。また下記掲載品以外にも、乾燥

豆、パスタ、ナッツなども注文書に載せていますので、ぜひご注文ください。
※輸入品のため入荷遅れや品切れになる可能性もあります。申し訳ありませんがご了承くださいませ。

⑤回目注文書掲載 9月①回目配送

《7》



保存版掲載P 変更点 変更前 変更後
P21 名称 向井　青のり粉 向井　すじ青のり

P37 名称 しそわかめふりかけ・根昆布入 しそわかめふりかけ

P37 名称 贅沢おかか昆布ふりかけ おかかこんぶふりかけ

名称 根昆布入りしそひじきふりかけ 梅しそひじきふりかけ

原材料追加 （なし） 乾燥梅肉

メーカー中止

取扱い終了
※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
向井　すじ青のり

いか一夜干し（田中鮮魚）、宮崎県産白豚肉スペアリブ・こま切れ・ミンチ・牛豚合挽ミンチ（下郷農協）、さめ燻製、こうるめ
いわし、ぶり燻製、かつおジャーキー（DOG'S LIFE）

リサイクル粉石けんレモン香料（八坂石鹸）

おかかこんぶふりかけ

しそわかめふりかけ

梅しそひじきふりかけ未掲載

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。

《ライフプロポーションセンター》

鳥志商店の無添加即席ラーメン、飲む酢、だし、麦茶etc

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き

《Quanto Basta》

会員価格：チラシ価格（税込）、

ただし「エッセンシャルひのきミスト」は

「ひのきエアーミスト」税込価格2,090円にリニューアル
（※成分に変更はありません）

《ECOお掃除カタログ》

キッチンお掃除特集

会員価格：チラシ価格（税込）、

ただし超電水クリーンシュシュ本体・詰替用、アレルGプラスミスト

は通常会員価格

《山繊》

リネンの寝具、シルク＆コットン靴下、人間の足の形状を考えて作った5本指靴下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》

オーガニックガーゼブランケット、有機高密度防ダニカバー、オーガニックマスクetc

会員価格：チラシ価格（税込）

ただし、P2 注文番号８ 「麻枕カバー・色柄任せ レギュラー」は

金額表示の誤りのため 税込3,000円 → 税込3,300円に訂正

《彩生舎》

ファンデーション、薬用入浴剤、エッセンシャルオイルetc

会員価格：チラシ価格（税込）の2％引き、

ただし水の彩シリーズは価格表参照

〖水の彩価格表〗

・ナチュールアクアクリーム水の彩

120gチューブ 2,110円

・ 〃 200gカップ 3,481円

・水の彩ローズ・デ・アルガン 2,848円

・水の彩S 150gポンプ 4,009円

・びわのせい望 3,692円

・リキッドクレンジングソープ 1,899円

・ファミリーUVクリーム 1,477円


