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Prema Shanti
プレマシャン ティ  卸 カタログ



天然の素材をつかっていること。

自然とひとに負荷の少ない方法でつくられている材料を使用していること。

伝統的な製法を守ってつくられていること。

真っ正直につくられていること。

唯一無二の商品であること。

作り手の想いが感じられる商品であること。

家族や大切な人たちに、食べて貰いたい商品であること。

第三者が関与する人工放射能測定で弊社基準を満たしたもの。

どうしてもお伝えしたいこと

私たちは便利さに慣らされて生活をしてきました。その便利さと引き替えに、

失ってきたものは何だったのでしょうか。

便利な電気の陰には暴走を内包する原発と有害電磁波が、いつでも

欲しいだけ手に入る食べものの陰には不誠実と素性不明の原料が、そして

めいっぱいの化学物質が、消費者指向もしくは消費者主体の陰には

生産者の失望と投げやりが溢れています。

私たちは全てに支えられて生きています。その全てとは、自然だけでも、または関与する人間だけでもなく、

あらゆることが精妙なバランスの上に在り、支え合ってお互いの価値を引き出し合っているのです。この

神秘を直視したとき、あふれでる感情は感謝と、そしてその儚さではないでしょうか。命とはそういう存在

なのです。無数の奇跡がそこにちりばめられて、そしてそれは移ろっていきます。

私はずっと、その事実をお客様に流通を通じてお伝えしたかったのです。お伝えしてこの大きな世界の

何が変わるかといえば、たぶん何も変わりません。それでもなお、私たちはあらゆるものに支えられて

生きているという、この壮大な事実を時々思い出してくださるお客様が一人でも二人でも増えることで、

この世界はもっとやさしく、素敵な場所になっていくと確信しています。

さくらは、その華やかさと無常さの象徴です。

日本人の心をやさしくし続けてきた花に、その思いを込めました。

ぜひ、手にとってそれを感じてみて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレマ株式会社　代表取締役　中川信男

選定基準

Prema ShantiPrema Shanti
プレマシャンティⓇ

プレマシャンティⓇとはサンスクリット語で
『天与の愛と、内なる平安』を意味する、

私たちが創り出したことばです。

ほんものの生産者と消費者が繋がる食卓

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

次世代に引き継ぎたい、日本の味を届けます。

土に根を張り、地面を踏みしめ、自然の流れとともに生きてきた日本人。その伝統を次世代に残したい
という思いから、昔からの製法や農法を守り真っ当にものづくりされている方々にご協力いただき、
｢本来の日本食の良さ｣と｢四季移りゆく美しき国、日本の素晴らしさ｣を心と身体の内側から感じ
られる商品をお届けします。

「もっと嬉しい」をカタチにしたシルバーライン

マークの説明

…シルバーライン商品…有機JAS取得商品

インスタントや冷凍食品も、食品添加物や化学調味料が無ければもっと嬉しい。水戻しなどの下処理の手間を省いた食材が
あればもっと嬉しい。もう少しお手頃に手に入れられたらもっと嬉しい。シルバーラインの主役は、「調理するひと」や「食
べるひと」。あと一品、あともう少しと云うときに、味と質に気を配った商品が手元にあれば気持ちにゆとりが生まれませんか。
桜ラベルの上下に入った銀色のラインが目印です。

世界に誇る日本の伝統の味を集めたゴールドライン
たべものの味は、甘味（あまみ）、酸味（さんみ）、塩味（しおみ）、苦味（にがみ）、旨味（うまみ）の５つの味によってか
たち造られています。なかでも旨味は、たべものの美味しさを決定づける日本発の味覚です。乾しいたけや本醸造のみそやしょ
うゆ、お酢など、世界に誇る日本の｢UMAMI｣を長きにわたって支え続けてきた立役者たちを取り揃えました。

プレマシャンティシリーズ ̶ お取り扱いの前にお知りおきください ̶
プレマシャンティシリーズの多くは、自然の素材と昔ながらの製法で作られた食品です。基本的に、ご発注から納品まで
のリードタイムを要するケースが多いことをあらかじめご理解いただきますようお願い致します。また、ご発注のタイミ
ングによっては、今期分が完売してしまった場合、天候の影響で今期発売自体が難しい場合など、さまざまなケースが想
定されます。※長期にわたり欠品が予想される場合には、キャンセルさせていただくこともございます。
本来、食品は自然のものであり、欠品などもあるべきかたちと考え取り組んでおりますので、お取り扱いの際にはこの点
十分にご理解いただきますよう、お願い致します。
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乾物・ソイミート・海産品

お茶・飲料

漬物・つくだに・ふりかけ

ごま・ごま加工品・ドライフルーツ

醤油

油

みそ・塩

酢

つゆ・だし

ドレッシング

甘味料

香辛料

米・雑穀
米・雑穀・豆類

粉類・麺類

お手軽食品

カレー

スープ･みそ汁

インスタント

食品

乾物・海産品

ソイミート

漬物・梅干

ふりかけ

ごま･ごま加工品

ドライフルーツ

お茶・飲料

本醸造 淡口しょうゆ

本醸造 濃口しょうゆ

のんびり熟成醤油

旨い、醤油こうじ

古式なたね油

伝承なたね油 粗しぼり

ごま油 きよら（太白）

ごま油 なよびか（淡口）

ごま油 こまやか（濃口）

インカインチオイル

有機 亜麻仁油

有機 米みそ

有機 白みそ

有機 麦みそ

有機 あわせみそ

有機 豆みそ（黒大豆）

熟成豆味噌

万能甘麹みそ

低温製法 海水塩

にごり柿酢

純米酢

有機黒酢

赤梅酢

有機 あわせ酢

有機 りんご酢

そのまんま柑橘しぼり　じゃばら100%

日本の旨味 白だし

日本の旨味 そうめんつゆストレート

日本の旨味 万能つゆ

そのまま素材だし～かつお～

そのまま素材だし～あわせ～

萬福精進白だし

ゆず香ポン酢

まるごと野菜ドレッシング（にんじん）

まるごと野菜ドレッシング（たまねぎ）

まるごと野菜ドレッシング（黒ごま）

本仕込 もちごめ飴

もち米あめ

有機 もち米飴

無為自然 麦芽水あめ

本仕込 はと麦飴

ナチュラル・ヤーコンシロップ

ナチュラル・ヤーコンパウダー

有機モルトエキス

甘麹スプレッド ～プレーン～

甘麹スプレッド ～ココアキャロブ～

国産栗クリーム

本わさび

和からし

有機活性 発芽玄米

長崎県産 もちきび

長崎県産 もちあわ

長崎県産 高きび

九州産 胚芽押麦

スペルト小麦粒

カムット小麦粒

そばの実

オートミール

有機 粒はと麦 精白

有機 粒はとむぎ 全粒

無為自然 大豆

無為自然 黒大豆

無為自然 小豆

無為自然 大手亡

有機 玄米もち

有機 玄米よもぎもち

有機 発芽玄米もち

有機玄米黒豆もち

無為自然 乾燥米こうじ

国産 本葛粉

無為自然 有機玄米粉

無為自然 上新粉

無為自然 水挽き白玉粉

無為自然 かたくり粉

直火焙煎 きな粉

 キャロブパウダー

家族のパンケーキ

パン屋がつくった自慢のパン粉

播州 ひやむぎ

播州 そうめん

有機 なまそば

自家挽き なまそば

低温熟成 干しそば（細麺）

手延べさぬきうどん ～半生～

パパッとそうめん

国産小麦のパスタ

国産小麦のマカロニ

有機 玄米がゆ

有機 玄米小豆がゆ

有機 玄米ごはん

有機 玄米小豆ごはん

発芽玄米おにぎり（わかめ）

有機発芽玄米おにぎり（プレーン）

有機発芽玄米おにぎり（小豆）

有機玄米クリーム（プレーン）

30種彩々バランス粥

穀物とトマトのミネストローネ

玄米とかぼちゃのポタージュ

京風 五目煮豆

小豆かぼちゃ

京風 ひじきと大豆の煮物

パパッと大豆

パパッと黒豆

パパッとあずき

鳥ごぼうごはんの素

ちらし寿司の素

たけのこご飯の素

そのまま、煎り黒豆

楽ちん、家ごはん　有機回鍋肉のもと

楽ちん、家ごはん　有機青椒牛肉絲のもと

イタリアンちりめん

甘辛 茎わかめ

甘辛 細切りこんぶ

生のりディップ

辛うま､和風ピリカラ糀

パスタが美味しい! ベジトマトソース（テンペ入）

我が家のカレーのもと（甘口）

我が家のカレーのもと（中辛）

野菜が美味しい! スパイス屋さんの本格カレー 辛口

野菜が美味しい! スパイス屋さんの本格カレー 甘口

熟成みそ汁/ほうれん草

熟成みそ汁/わかめ

熟成みそ汁/ゆず＆わかめ

熟成みそ汁/あおさ

我が家のクリームスープのもと

大地12穀のめぐみポタージュ

宮古島スピルリナと野菜のめぐみスープ

あごだし仕立て 醤油ラーメン

野菜がおいしい みそラーメン

野菜がおいしい しょうゆラーメン

野菜がおいしい しおラーメン

こうや豆腐

有機 凍り豆腐

Happy Beans 畑のお肉～パウダー～

Happy Beans 畑のお肉～つぶつぶ～

熊本産 どんこ 乾しいたけ

大分産 乾しいたけ お徳用

島根 板わかめ

有機 切干し大根

隠岐 巾広あらめ

白とろろ

がごめ昆布

こんぶ屋さんの切りだしこんぶ

こんぶ屋さんの早煮こんぶ

こんぶ屋さんのだし根こんぶ

こんぶ屋さんの手づくりとろろ昆布

こんぶ屋さんの汐吹こんぶ

伊勢志摩産 芽ひじき

伊勢志摩産 長ひじき

伊勢志摩産 きざみあらめ

天然伊勢志摩産 カットわかめ

海藻サラダ

乾燥しらたき

乾燥粒しらたき

無漂白 糸かんてん

本葛きり

国産 ドライトマト

畑のお肉 ソイミート（ミンチ）

有機 しそ漬梅干

有機 三年熟成梅干

無為自然 有機やわらか小梅干し

有機三年熟成 食べきり梅

昔ながらの紅しょうが

味付ザーサイ

葉ザーサイ味付

きざみ高菜漬け

さわやからっきょう

ぬかたくあん

甘酢生姜

わかめふりかけ

黒大豆とごまのしっとりふりかけ

UMAMI・パラパラ

梅干屋さんのしそふりかけ

鉄火味噌

有機 白いりごま

有機 黒いりごま

有機 金いりごま

発芽 いりごま（黒）

発芽 いりごま（金）

発芽 ごまペースト（黒）

発芽 ごまペースト（金）

発芽 洗いごま（黒）

発芽 洗いごま（金）

有機 全粒ゴマペースト（白）

有機 全粒ゴマペースト（黒）

有機 全粒金ゴマペースト

ごま和えのもと

ごま･さらら~かつお風味~

Bamboo･有機ごま塩

Bamboo・ごま塩～しそ入～

トルファン・グリーンレーズン

有機 なめらか甘酒（玄米）

有機 なめらか甘酒（白米）

有機 三年番茶 お徳用

有機 三年番茶 ティーバッグ

有機 ルイボスティ ミラクル・ルイボス

果実まるごと ぶどうジュース～ナイアガラ～

果実まるごと ぶどうジュース～キャンベル～

麹のさわやかドリンク～ヨーグルト風味乳酸飲料～

二十二種　大地の恵み茶

琥珀の贅沢　とろり完熟梅蜜

ヤーコン茶

有機 まろやか烏龍茶

SLOW DRIP　カフェインレス コーヒー

油・調味料・甘味料・香辛料・スパイス

豆類

もち

乾燥米こうじ

粉類

麺類

レトルトごはん

・おかゆ
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乾物・ソイミート・海産品

お茶・飲料

漬物・つくだに・ふりかけ

ごま・ごま加工品・ドライフルーツ

醤油

油

みそ・塩

酢

つゆ・だし

ドレッシング

甘味料

香辛料

米・雑穀
米・雑穀・豆類

粉類・麺類

お手軽食品

カレー

スープ･みそ汁

インスタント

食品

乾物・海産品

ソイミート

漬物・梅干

ふりかけ

ごま･ごま加工品

ドライフルーツ

お茶・飲料

本醸造 淡口しょうゆ

本醸造 濃口しょうゆ

のんびり熟成醤油

旨い、醤油こうじ

古式なたね油

伝承なたね油 粗しぼり

ごま油 きよら（太白）

ごま油 なよびか（淡口）

ごま油 こまやか（濃口）

インカインチオイル

有機 亜麻仁油

有機 米みそ

有機 白みそ

有機 麦みそ

有機 あわせみそ

有機 豆みそ（黒大豆）

熟成豆味噌

万能甘麹みそ

低温製法 海水塩

にごり柿酢

純米酢

有機黒酢

赤梅酢

有機 あわせ酢

有機 りんご酢

そのまんま柑橘しぼり　じゃばら100%

日本の旨味 白だし

日本の旨味 そうめんつゆストレート

日本の旨味 万能つゆ

そのまま素材だし～かつお～

そのまま素材だし～あわせ～

萬福精進白だし

ゆず香ポン酢

まるごと野菜ドレッシング（にんじん）

まるごと野菜ドレッシング（たまねぎ）

まるごと野菜ドレッシング（黒ごま）

本仕込 もちごめ飴

もち米あめ

有機 もち米飴

無為自然 麦芽水あめ

本仕込 はと麦飴

ナチュラル・ヤーコンシロップ

ナチュラル・ヤーコンパウダー

有機モルトエキス

甘麹スプレッド ～プレーン～

甘麹スプレッド ～ココアキャロブ～

国産栗クリーム

本わさび

和からし

有機活性 発芽玄米

長崎県産 もちきび

長崎県産 もちあわ

長崎県産 高きび

九州産 胚芽押麦

スペルト小麦粒

カムット小麦粒

そばの実

オートミール

有機 粒はと麦 精白

有機 粒はとむぎ 全粒

無為自然 大豆

無為自然 黒大豆

無為自然 小豆

無為自然 大手亡

有機 玄米もち

有機 玄米よもぎもち

有機 発芽玄米もち

有機玄米黒豆もち

無為自然 乾燥米こうじ

国産 本葛粉

無為自然 有機玄米粉

無為自然 上新粉

無為自然 水挽き白玉粉

無為自然 かたくり粉

直火焙煎 きな粉

 キャロブパウダー

家族のパンケーキ

パン屋がつくった自慢のパン粉

播州 ひやむぎ

播州 そうめん

有機 なまそば

自家挽き なまそば

低温熟成 干しそば（細麺）

手延べさぬきうどん ～半生～

パパッとそうめん

国産小麦のパスタ

国産小麦のマカロニ

有機 玄米がゆ

有機 玄米小豆がゆ

有機 玄米ごはん

有機 玄米小豆ごはん

発芽玄米おにぎり（わかめ）

有機発芽玄米おにぎり（プレーン）

有機発芽玄米おにぎり（小豆）

有機玄米クリーム（プレーン）

30種彩々バランス粥

穀物とトマトのミネストローネ

玄米とかぼちゃのポタージュ

京風 五目煮豆

小豆かぼちゃ

京風 ひじきと大豆の煮物

パパッと大豆

パパッと黒豆

パパッとあずき

鳥ごぼうごはんの素

ちらし寿司の素

たけのこご飯の素

そのまま、煎り黒豆

楽ちん、家ごはん　有機回鍋肉のもと

楽ちん、家ごはん　有機青椒牛肉絲のもと

イタリアンちりめん

甘辛 茎わかめ

甘辛 細切りこんぶ

生のりディップ

辛うま､和風ピリカラ糀

パスタが美味しい! ベジトマトソース（テンペ入）

我が家のカレーのもと（甘口）

我が家のカレーのもと（中辛）

野菜が美味しい! スパイス屋さんの本格カレー 辛口

野菜が美味しい! スパイス屋さんの本格カレー 甘口

熟成みそ汁/ほうれん草

熟成みそ汁/わかめ

熟成みそ汁/ゆず＆わかめ

熟成みそ汁/あおさ

我が家のクリームスープのもと

大地12穀のめぐみポタージュ

宮古島スピルリナと野菜のめぐみスープ

あごだし仕立て 醤油ラーメン

野菜がおいしい みそラーメン

野菜がおいしい しょうゆラーメン

野菜がおいしい しおラーメン

こうや豆腐

有機 凍り豆腐

Happy Beans 畑のお肉～パウダー～

Happy Beans 畑のお肉～つぶつぶ～

熊本産 どんこ 乾しいたけ

大分産 乾しいたけ お徳用

島根 板わかめ

有機 切干し大根

隠岐 巾広あらめ

白とろろ

がごめ昆布

こんぶ屋さんの切りだしこんぶ

こんぶ屋さんの早煮こんぶ

こんぶ屋さんのだし根こんぶ

こんぶ屋さんの手づくりとろろ昆布

こんぶ屋さんの汐吹こんぶ

伊勢志摩産 芽ひじき

伊勢志摩産 長ひじき

伊勢志摩産 きざみあらめ

天然伊勢志摩産 カットわかめ

海藻サラダ

乾燥しらたき

乾燥粒しらたき

無漂白 糸かんてん

本葛きり

国産 ドライトマト

畑のお肉 ソイミート（ミンチ）

有機 しそ漬梅干

有機 三年熟成梅干

無為自然 有機やわらか小梅干し

有機三年熟成 食べきり梅

昔ながらの紅しょうが

味付ザーサイ

葉ザーサイ味付

きざみ高菜漬け

さわやからっきょう

ぬかたくあん

甘酢生姜

わかめふりかけ

黒大豆とごまのしっとりふりかけ

UMAMI・パラパラ

梅干屋さんのしそふりかけ

鉄火味噌

有機 白いりごま

有機 黒いりごま

有機 金いりごま

発芽 いりごま（黒）

発芽 いりごま（金）

発芽 ごまペースト（黒）

発芽 ごまペースト（金）

発芽 洗いごま（黒）

発芽 洗いごま（金）

有機 全粒ゴマペースト（白）

有機 全粒ゴマペースト（黒）

有機 全粒金ゴマペースト

ごま和えのもと

ごま･さらら~かつお風味~

Bamboo･有機ごま塩

Bamboo・ごま塩～しそ入～

トルファン・グリーンレーズン

有機 なめらか甘酒（玄米）

有機 なめらか甘酒（白米）

有機 三年番茶 お徳用

有機 三年番茶 ティーバッグ

有機 ルイボスティ ミラクル・ルイボス

果実まるごと ぶどうジュース～ナイアガラ～

果実まるごと ぶどうジュース～キャンベル～

麹のさわやかドリンク～ヨーグルト風味乳酸飲料～

二十二種　大地の恵み茶

琥珀の贅沢　とろり完熟梅蜜

ヤーコン茶

有機 まろやか烏龍茶

SLOW DRIP　カフェインレス コーヒー

油・調味料・甘味料・香辛料・スパイス

豆類

もち

乾燥米こうじ

粉類

麺類

レトルトごはん

・おかゆ

惣菜
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冷凍食品

期間・数量限定商品

和のひと雫　じゃばら

和のひと雫　赤しそ

辛口柿の種

つぶあられ（えび風味）

玄米柿の種

深川巻

味あわせ

素焼きせんべい

落花生つぶせん

京あられ しろたまり

京あられ 本たまり

黒ごませんべい

白ごませんべい

ひじきせんべい

大丸せんべい

五穀せんべい

ベジびすけっと（かぼちゃ）

ベジびすけっと（にんじん）

ベジびすけっと（さつまいも）

素朴／マルチグレイン

素朴／パワーフルーツ

素朴／ブラウンライス

素朴／フレッシュシトラス

おこめクッキー（さつまいも）

おこめクッキー（にんじん）

くまさんクッキー～かぼちゃ味～

のりものクッキー～キャロブ味～

カリカリ、ココナッツ

ごまクッキー

れーずんクッキー

あーもんどクッキー

京の伝統 きんかんのどあめ

京の伝統 生姜のどあめ

京の伝統 黒豆煮汁のどあめ

京の伝統 かりんのどあめ

キャベツメンチカツ

豆乳クリームコロッケ

れんこんコロコロボール

おさつコロコロボール

九州大地のカレーベース（甘口）

九州大地のカレーベース（中辛）

九州大地のカレーベース（辛口）

九州大地のカレー きのこ（中辛）

九州大地のカレー ころころ豆（甘口）

九州大地のカレー タイ風（甘口）

もっちもち酵素玄米～小豆入り～

高野豆腐の揚げ煮

高野豆腐カツ

焼き鳥風串焼き

穀物と野菜の白身魚“風”フライ

穀物と野菜のハンバーグ風

34

35
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36

36
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37

37

37

37

37

37

37

37

38

38

38
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40

40

40

40
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46

46

46

46

46

46

47

47

47

47
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47

47

せんべい

・あられ

クッキー・

ビスケット

あめ

惣菜

アイス

お菓子

調味料

もち

乾物・海産品

梅干

麺類

お茶・飲料

惣菜

お菓子

穀物と野菜のミンチ風コロッケ

天然酵母のハンバーガーバンズ

ひよこ豆テンペ

大豆まるごとテンペ

無為自然　大豆まるごとテンペ

穀醸／チョコレート

穀醸／抹茶

穀醸／プレーン

 穀醸／ミックス

米粉のひとくちドーナッツ～プレーン～

米粉のひとくちドーナッツ～チョコレート～

米粉のひとくちドーナッツ～抹茶～

米粉のひとくちドーナッツ～ミックス～

極・中川信緒の「手前みそ」

杵つき発芽玄米もち

杵つきもち

熊本産 春摘みどんこ 乾しいたけ

出愛いの梅干

出愛いのしそ梅干

有機 手延べうどん

有機 手延べそうめん

手延べ半生そうめん

有機 秋摘み爽やか茶

長崎カラマンダリン 贅沢にしぼったプレミアムストレートジュース

【大地の滋味・天の恵み】黒豆煮豆

【大地の滋味・天の恵み】黒豆しぼり

お菓子



冷凍食品

期間・数量限定商品

和のひと雫　じゃばら

和のひと雫　赤しそ

辛口柿の種

つぶあられ（えび風味）

玄米柿の種

深川巻

味あわせ

素焼きせんべい

落花生つぶせん

京あられ しろたまり

京あられ 本たまり

黒ごませんべい

白ごませんべい

ひじきせんべい

大丸せんべい

五穀せんべい

ベジびすけっと（かぼちゃ）

ベジびすけっと（にんじん）

ベジびすけっと（さつまいも）

素朴／マルチグレイン

素朴／パワーフルーツ

素朴／ブラウンライス

素朴／フレッシュシトラス

おこめクッキー（さつまいも）

おこめクッキー（にんじん）

くまさんクッキー～かぼちゃ味～

のりものクッキー～キャロブ味～

カリカリ、ココナッツ

ごまクッキー

れーずんクッキー

あーもんどクッキー

京の伝統 きんかんのどあめ

京の伝統 生姜のどあめ

京の伝統 黒豆煮汁のどあめ

京の伝統 かりんのどあめ

キャベツメンチカツ

豆乳クリームコロッケ

れんこんコロコロボール

おさつコロコロボール

九州大地のカレーベース（甘口）

九州大地のカレーベース（中辛）

九州大地のカレーベース（辛口）

九州大地のカレー きのこ（中辛）

九州大地のカレー ころころ豆（甘口）

九州大地のカレー タイ風（甘口）

もっちもち酵素玄米～小豆入り～

高野豆腐の揚げ煮

高野豆腐カツ

焼き鳥風串焼き

穀物と野菜の白身魚“風”フライ

穀物と野菜のハンバーグ風
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せんべい

・あられ

クッキー・

ビスケット

あめ

惣菜

アイス

お菓子

調味料

もち

乾物・海産品

梅干

麺類

お茶・飲料

惣菜

お菓子

穀物と野菜のミンチ風コロッケ

天然酵母のハンバーガーバンズ

ひよこ豆テンペ

大豆まるごとテンペ

無為自然　大豆まるごとテンペ

穀醸／チョコレート

穀醸／抹茶

穀醸／プレーン

 穀醸／ミックス

米粉のひとくちドーナッツ～プレーン～

米粉のひとくちドーナッツ～チョコレート～

米粉のひとくちドーナッツ～抹茶～

米粉のひとくちドーナッツ～ミックス～

極・中川信緒の「手前みそ」

杵つき発芽玄米もち

杵つきもち

熊本産 春摘みどんこ 乾しいたけ

出愛いの梅干

出愛いのしそ梅干

有機 手延べうどん

有機 手延べそうめん

手延べ半生そうめん

有機 秋摘み爽やか茶

長崎カラマンダリン 贅沢にしぼったプレミアムストレートジュース

【大地の滋味・天の恵み】黒豆煮豆

【大地の滋味・天の恵み】黒豆しぼり

お菓子



1

醤油

油

油・調味料・甘味料
香辛料・スパイス
Oil, Miso, Syoyu, Seasonings

じっくり寝かせた濃厚な旨みの本醸造濃口しょうゆ。濃
厚な色目はめんつゆや照り焼きなど、しょうゆの旨みを
加えたいお料理には最適です。化学合成された肥料や
農薬を使用せず育てた小麦と大豆を原材料に自然に
委ねて醸しました。

本醸造　濃口しょうゆ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123394443
¥346 00100133品 番100ml

ケース入数：12　賞味期間：720日　JAN：4562123394467
¥859 00100135品 番500ml

大豆（国内産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

やさしい甘みを感じる本醸造淡口しょうゆ。お吸い物や
素材の色合いを生かしたいお料理に。化学合成された
肥料や農薬を使用せず育てた小麦と大豆を原材料に
自然に委ねて醸しました。

本醸造　淡口しょうゆ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123394450
¥346 00100134品 番100ml

ケース入数：12　賞味期間：540日　JAN：4562123394474
¥859 00100136品 番500ml

大豆（国内産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

良質な国産なたねを天日干しし、とうみを使って風圧選
別。薪の炎でじっくり焙煎。脱臭・脱色せず、重力に委ね
て静置沈殿した後、上澄みだけを瓶詰めしました。ピー
ナッツのような甘みが引立っています。

伝承なたね油 粗しぼり

ケース入数：54　賞味期間：2年　JAN：4562123398755
¥1,370 00100527品 番138g

ケース入数：24　賞味期間：2年　JAN：4562123398762
¥2,400 00100528品 番460g

国産菜種

薪火焙煎・湯洗いなしの圧搾一番しぼり。お日様の力と
大地の力、自然に委ねた昔からの製法を守り続けた古
式・手絞りなたね油です。美しい黄色はお日様と大地の
色合いです。

古式　なたね油

ケース入数：54　賞味期間：2年　JAN：4562123398779
¥1,056 00100529品 番138g

ケース入数：24　賞味期間：2年　JAN：4562123394382
¥1,985 00100127品 番460g

国産菜種

オメガ3脂肪酸含有。南米で古くから食されてきたイン
カインチナッツを低温圧搾したバージンオイルです。天
然の抗酸化成分ビタミンEが豊富で、炒め物などの加
熱調理にも。

インカインチオイル

ケース入数：24　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123394610
¥1,650 00100150品 番180g

ケース入数：12　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123394627
¥3,680 00100151品 番460g

サチャインチ種子油

輝く毎日のために。カナダアルバータ州の肥沃な大地での
びのびと育った有機フラックスシードを低温で圧搾、現地で
瓶詰めしたフレッシュな味わいの亜麻仁（フラックス）油で
す。オメガ3含有。NON-GMO、トランスファットフリー。古代か
ら世界中で重用されてきたハーブの風味豊かな味わいを。

有機 亜麻仁油

ケース入数：24　賞味期間：14ヶ月　JAN：4562123399868
¥2,430 00100639品 番185g

ケース入数：24　賞味期間：14ヶ月　JAN：4562123399875
¥3,456 00100640品 番275g

食用フラックスオイル、食用サンフラワーオイル（天然ビタミンE）

年月が醸しだす、コクとうまみ。醤油もろみを長期間
じっくり熟成させた天然醸造醤油です。化学肥料や化
学合成農薬を使わない土壌で育てた大豆と小麦を使
用しています。

のんびり熟成醤油

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123397253
¥468 00100382品 番100ml

大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

本醸造醤油に米麹をあわせて発酵させた万能調味料。
野菜やお肉、お魚の漬け床に、調味料とあわせてドレッシ
ングやディップソースにも。化学合成された農薬や肥料
を使わない健康な土地で育てた大豆、小麦、米を使用。

旨い、醤油こうじ

ケース入数：24　賞味期間：360日　JAN：4562123398199
¥528 00100470品 番100g

醤油（大豆、小麦、食塩）、米こうじ、酒精

純粋無垢な香りと風味。生に近いごまを圧搾、クセのな
いさらっとした味とごま本来の澄んだ香りは、素材の味
を引き立てたい料理に最適です。ドレッシングやマリネ
に、パスタにも。

低温圧搾ごま油　きよら

ケース入数：30　賞味期間：1年半　JAN：4562123394412
¥975 00100130品 番300g

食用ごま油

軽い香りと上品でやさしい風味。柔らかなごま風味が
素材と調和し、料理の味を深めます。炒め物やスープな
どのお料理の仕上げに。しなやかで上品な香りと風味
が特徴です。

低温圧搾ごま油　なよびか ～淡口～

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123394429
¥873 00100131品 番300g

食用ごま油

力強いごまの香りと深いコク。炒りを深くし、ごま油特有
のコクを引き出した豊かな味わいは、炒め物だけでな
く、中華料理全般や韓国料理の仕上げにも最適です。
深い色目と芳醇な香り。

低温圧搾ごま油　こまやか ～濃口～

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123394436
¥873 00100132品 番300g

食用ごま油
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醤油

油

油・調味料・甘味料
香辛料・スパイス
Oil, Miso, Syoyu, Seasonings

じっくり寝かせた濃厚な旨みの本醸造濃口しょうゆ。濃
厚な色目はめんつゆや照り焼きなど、しょうゆの旨みを
加えたいお料理には最適です。化学合成された肥料や
農薬を使用せず育てた小麦と大豆を原材料に自然に
委ねて醸しました。

本醸造　濃口しょうゆ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123394443
¥346 00100133品 番100ml

ケース入数：12　賞味期間：720日　JAN：4562123394467
¥859 00100135品 番500ml

大豆（国内産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

やさしい甘みを感じる本醸造淡口しょうゆ。お吸い物や
素材の色合いを生かしたいお料理に。化学合成された
肥料や農薬を使用せず育てた小麦と大豆を原材料に
自然に委ねて醸しました。

本醸造　淡口しょうゆ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123394450
¥346 00100134品 番100ml

ケース入数：12　賞味期間：540日　JAN：4562123394474
¥859 00100136品 番500ml

大豆（国内産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

良質な国産なたねを天日干しし、とうみを使って風圧選
別。薪の炎でじっくり焙煎。脱臭・脱色せず、重力に委ね
て静置沈殿した後、上澄みだけを瓶詰めしました。ピー
ナッツのような甘みが引立っています。

伝承なたね油 粗しぼり

ケース入数：54　賞味期間：2年　JAN：4562123398755
¥1,370 00100527品 番138g

ケース入数：24　賞味期間：2年　JAN：4562123398762
¥2,400 00100528品 番460g

国産菜種

薪火焙煎・湯洗いなしの圧搾一番しぼり。お日様の力と
大地の力、自然に委ねた昔からの製法を守り続けた古
式・手絞りなたね油です。美しい黄色はお日様と大地の
色合いです。

古式　なたね油

ケース入数：54　賞味期間：2年　JAN：4562123398779
¥1,056 00100529品 番138g

ケース入数：24　賞味期間：2年　JAN：4562123394382
¥1,985 00100127品 番460g

国産菜種

オメガ3脂肪酸含有。南米で古くから食されてきたイン
カインチナッツを低温圧搾したバージンオイルです。天
然の抗酸化成分ビタミンEが豊富で、炒め物などの加
熱調理にも。

インカインチオイル

ケース入数：24　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123394610
¥1,650 00100150品 番180g

ケース入数：12　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123394627
¥3,680 00100151品 番460g

サチャインチ種子油

輝く毎日のために。カナダアルバータ州の肥沃な大地での
びのびと育った有機フラックスシードを低温で圧搾、現地で
瓶詰めしたフレッシュな味わいの亜麻仁（フラックス）油で
す。オメガ3含有。NON-GMO、トランスファットフリー。古代か
ら世界中で重用されてきたハーブの風味豊かな味わいを。

有機 亜麻仁油

ケース入数：24　賞味期間：14ヶ月　JAN：4562123399868
¥2,430 00100639品 番185g

ケース入数：24　賞味期間：14ヶ月　JAN：4562123399875
¥3,456 00100640品 番275g

食用フラックスオイル、食用サンフラワーオイル（天然ビタミンE）

年月が醸しだす、コクとうまみ。醤油もろみを長期間
じっくり熟成させた天然醸造醤油です。化学肥料や化
学合成農薬を使わない土壌で育てた大豆と小麦を使
用しています。

のんびり熟成醤油

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123397253
¥468 00100382品 番100ml

大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、小麦（国内産）、食塩

本醸造醤油に米麹をあわせて発酵させた万能調味料。
野菜やお肉、お魚の漬け床に、調味料とあわせてドレッシ
ングやディップソースにも。化学合成された農薬や肥料
を使わない健康な土地で育てた大豆、小麦、米を使用。

旨い、醤油こうじ

ケース入数：24　賞味期間：360日　JAN：4562123398199
¥528 00100470品 番100g

醤油（大豆、小麦、食塩）、米こうじ、酒精

純粋無垢な香りと風味。生に近いごまを圧搾、クセのな
いさらっとした味とごま本来の澄んだ香りは、素材の味
を引き立てたい料理に最適です。ドレッシングやマリネ
に、パスタにも。

低温圧搾ごま油　きよら

ケース入数：30　賞味期間：1年半　JAN：4562123394412
¥975 00100130品 番300g

食用ごま油

軽い香りと上品でやさしい風味。柔らかなごま風味が
素材と調和し、料理の味を深めます。炒め物やスープな
どのお料理の仕上げに。しなやかで上品な香りと風味
が特徴です。

低温圧搾ごま油　なよびか ～淡口～

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123394429
¥873 00100131品 番300g

食用ごま油

力強いごまの香りと深いコク。炒りを深くし、ごま油特有
のコクを引き出した豊かな味わいは、炒め物だけでな
く、中華料理全般や韓国料理の仕上げにも最適です。
深い色目と芳醇な香り。

低温圧搾ごま油　こまやか ～濃口～

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123394436
¥873 00100132品 番300g

食用ごま油
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ほのかな甘みとまろやかなうま味。非直火式低温製法
で、じっくりと結晶化させた海の恵みを感じるお塩で
す。とげのない優しい旨みが素材を引き立たせます。

低温製法　海水塩

ケース入数：100　JAN：4562123393323
¥490 00100015品 番100g

ケース入数：50　JAN：4562123393330
¥740 00100016品 番200g

海水（石川県）

完熟した柿の実が持つ糖分だけで発酵・熟成させた本
格醸造。適度な濾過でほんのりとした甘みと絞りたての
うま味を残したにごり柿酢です。料理だけでなく、薄め
てドリンクにも。

にごり柿酢

ケース入数：24　賞味期間：1年　JAN：4562123395358
¥668 00100202品 番130ml

柿（奈良県）、梅（奈良県、和歌山県、三重県）

化学合成された農業資材を一切使わず、自然栽培され
た米で仕込んだ本醸造米酢です。寒の時期に杜氏が仕
込んだ酒を、昔ながらの静置発酵で醸造しました。煮物
に、ドレッシングに。

純米酢

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123395914
¥728 00100316品 番360ml

米（国産）

梅のエキスたっぷり。青梅と赤しそ、塩のみを使った昔
ながらの梅仕事で生まれた赤梅酢は、紅色が美しい
自然からの贈り物です。塩の代わりにも、また酢の代
わりにも。

赤梅酢

ケース入数：24　賞味期間：180日　JAN：4562123394559
¥389 00100165品 番200ml

ケース入数：12　賞味期間：180日　JAN：4562123393880
¥629 00100071品 番500ml

梅（国産）、赤しそ（国産）、食塩

コクのある独特な風味。宮崎県綾町産の有機玄米と黒
麹、綾の名水を使い、屋外静置カメ仕込みの伝統的手
法で仕込んだ黒酢です。そのまま薄めてドリンクに、料
理のコクだしに。

有機黒酢

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123394900
¥1,200 00100190品 番200ｍl

有機米

お寿司に、マリネに、酢の物に。酸味まろやかな本醸造
有機純米酢に、有機砂糖と天然海塩、昆布だしを加え
たあわせ酢です。シンプルなおいしさが、素材の味を引
き立てます。

有機　あわせ酢

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123395938
¥945 00100318品 番300ml

有機米酢、有機砂糖、食塩、昆布だし

みそ・
塩

昔ながらの木樽に仕込み、四季の移ろいと自然のリズ
ムに任せて約1年間。蔵付麹と国産有機原料のみを
使って仕込んだ日本伝統の味です。濃厚な米の旨み。
※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機米みそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393224
¥740 00100005品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393217
¥1,400 00100004品 番750g

有機大豆（国産）、有機米（国産）、食塩 （天日干し岩塩100％）

深い甘みと冴えた色合い。大豆と米麹を1:2の割合で仕
込み、麹を糖化させた独特の旨みの白味噌です。塩分
は他の米味噌より低く約6%。酢みそや白和え、ディップ
ソースに。

有機白みそ

ケース入数：12　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393231
¥1,100 00100006品 番400g

有機米（国産）、有機大豆（国産）、食塩（海の精）

昔ながらの木樽に仕込み、四季の移ろいと自然のリズムに
任せて約1年間。蔵付麹と国産有機大豆、希少な国産有機
栽培大麦を使って仕込んだあっさりとした風味の麦みそで
す。※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機麦みそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393255
¥620 00100008品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393248
¥1,230 00100007品 番750g

有機大麦、有機大豆、塩

昔ながらの木樽仕込みで別々に熟成させた米みそと豆み
そを、お互いのうま味が生きる配合でブレンド。じっくりと

「天然醸造」で生まれたおみそは、滋味深い日本伝統の味
です。※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機あわせみそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393279
¥620 00100010品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393262
¥1,230 00100009品 番750g

有機大豆、有機米、有機大麦、塩

濃厚な豆の美味しさ。麹づけした豆と塩をあわせ、昔な
がらの木樽に仕込んでじっくり一年。「天然醸造」で生ま
れた滋味深い日本伝統の味です。非加熱、生充填。

有機豆みそ（黒大豆）

ケース入数：12　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393286
¥1,120 00100011品 番400g

有機大豆、塩（岩塩）

昔ながらの製法のまま、国産大豆と天日塩をあわせて桶
に仕込み、四季とともにじっくり熟成したコクと旨味の赤
味噌です。ふた夏こした生のままの味噌を桶から掘り出し
詰めました。味噌汁はもちろん、田楽味噌やおでんにも。

熟成豆味噌

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123399134
¥774 00100564品 番500g

丸大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、天日塩

原料厳選。長期熟成させた三河地方の赤みそと濃度の
高い甘酒をあわせ、ごま油で風味づけした贅沢な万能
甘みそです。豆腐田楽や蒸し野菜にそのまま添えて。
マーボー豆腐や回鍋肉の調理にも。さっぱりした甘み
とコクが食材の旨味をひきたてます。

万能甘麹みそ

ケース入数：25　賞味期間：180日　JAN：4562123398816
¥630 00100533品 番260g

甘酒（白米・米糀）、豆みそ（大豆・食塩）、本みりん、ねり胡麻、胡麻油

酢

爽やかなりんごの香りのまろやかな果実酢です。有機り
んご果汁のみを原料に、静置発酵法で仕込みました。ド
レッシングやピクルス、マリネ、煮物にと様々なお料理
に、飲む果実酢としてもお楽しみください。

有機りんご酢

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123398328
¥650 00100484品 番300ｍl

有機りんご果汁

酸っぱさのなかに、ほんのりとした苦味が残るじゃばら
の果汁だけを集めて瓶に詰めました。邪を払う、希少な
果実の100% 果汁です。

そのまんま柑橘しぼり　じゃばら100%

ケース入数：20　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123399462
¥900 00100597品 番100ｍl

じゃばら

休止中

休止中
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ほのかな甘みとまろやかなうま味。非直火式低温製法
で、じっくりと結晶化させた海の恵みを感じるお塩で
す。とげのない優しい旨みが素材を引き立たせます。

低温製法　海水塩

ケース入数：100　JAN：4562123393323
¥490 00100015品 番100g

ケース入数：50　JAN：4562123393330
¥740 00100016品 番200g

海水（石川県）

完熟した柿の実が持つ糖分だけで発酵・熟成させた本
格醸造。適度な濾過でほんのりとした甘みと絞りたての
うま味を残したにごり柿酢です。料理だけでなく、薄め
てドリンクにも。

にごり柿酢

ケース入数：24　賞味期間：1年　JAN：4562123395358
¥668 00100202品 番130ml

柿（奈良県）、梅（奈良県、和歌山県、三重県）

化学合成された農業資材を一切使わず、自然栽培され
た米で仕込んだ本醸造米酢です。寒の時期に杜氏が仕
込んだ酒を、昔ながらの静置発酵で醸造しました。煮物
に、ドレッシングに。

純米酢

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123395914
¥728 00100316品 番360ml

米（国産）

梅のエキスたっぷり。青梅と赤しそ、塩のみを使った昔
ながらの梅仕事で生まれた赤梅酢は、紅色が美しい
自然からの贈り物です。塩の代わりにも、また酢の代
わりにも。

赤梅酢

ケース入数：24　賞味期間：180日　JAN：4562123394559
¥389 00100165品 番200ml

ケース入数：12　賞味期間：180日　JAN：4562123393880
¥629 00100071品 番500ml

梅（国産）、赤しそ（国産）、食塩

コクのある独特な風味。宮崎県綾町産の有機玄米と黒
麹、綾の名水を使い、屋外静置カメ仕込みの伝統的手
法で仕込んだ黒酢です。そのまま薄めてドリンクに、料
理のコクだしに。

有機黒酢

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123394900
¥1,200 00100190品 番200ｍl

有機米

お寿司に、マリネに、酢の物に。酸味まろやかな本醸造
有機純米酢に、有機砂糖と天然海塩、昆布だしを加え
たあわせ酢です。シンプルなおいしさが、素材の味を引
き立てます。

有機　あわせ酢

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123395938
¥945 00100318品 番300ml

有機米酢、有機砂糖、食塩、昆布だし

みそ・
塩

昔ながらの木樽に仕込み、四季の移ろいと自然のリズ
ムに任せて約1年間。蔵付麹と国産有機原料のみを
使って仕込んだ日本伝統の味です。濃厚な米の旨み。
※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機米みそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393224
¥740 00100005品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393217
¥1,400 00100004品 番750g

有機大豆（国産）、有機米（国産）、食塩 （天日干し岩塩100％）

深い甘みと冴えた色合い。大豆と米麹を1:2の割合で仕
込み、麹を糖化させた独特の旨みの白味噌です。塩分
は他の米味噌より低く約6%。酢みそや白和え、ディップ
ソースに。

有機白みそ

ケース入数：12　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393231
¥1,100 00100006品 番400g

有機米（国産）、有機大豆（国産）、食塩（海の精）

昔ながらの木樽に仕込み、四季の移ろいと自然のリズムに
任せて約1年間。蔵付麹と国産有機大豆、希少な国産有機
栽培大麦を使って仕込んだあっさりとした風味の麦みそで
す。※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機麦みそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393255
¥620 00100008品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393248
¥1,230 00100007品 番750g

有機大麦、有機大豆、塩

昔ながらの木樽仕込みで別々に熟成させた米みそと豆み
そを、お互いのうま味が生きる配合でブレンド。じっくりと

「天然醸造」で生まれたおみそは、滋味深い日本伝統の味
です。※750gは非加熱・生充填、345gは充填後加熱処理済。

有機あわせみそ

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393279
¥620 00100010品 番345g

ケース入数：6　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393262
¥1,230 00100009品 番750g

有機大豆、有機米、有機大麦、塩

濃厚な豆の美味しさ。麹づけした豆と塩をあわせ、昔な
がらの木樽に仕込んでじっくり一年。「天然醸造」で生ま
れた滋味深い日本伝統の味です。非加熱、生充填。

有機豆みそ（黒大豆）

ケース入数：12　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393286
¥1,120 00100011品 番400g

有機大豆、塩（岩塩）

昔ながらの製法のまま、国産大豆と天日塩をあわせて桶
に仕込み、四季とともにじっくり熟成したコクと旨味の赤
味噌です。ふた夏こした生のままの味噌を桶から掘り出し
詰めました。味噌汁はもちろん、田楽味噌やおでんにも。

熟成豆味噌

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123399134
¥774 00100564品 番500g

丸大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、天日塩

原料厳選。長期熟成させた三河地方の赤みそと濃度の
高い甘酒をあわせ、ごま油で風味づけした贅沢な万能
甘みそです。豆腐田楽や蒸し野菜にそのまま添えて。
マーボー豆腐や回鍋肉の調理にも。さっぱりした甘み
とコクが食材の旨味をひきたてます。

万能甘麹みそ

ケース入数：25　賞味期間：180日　JAN：4562123398816
¥630 00100533品 番260g

甘酒（白米・米糀）、豆みそ（大豆・食塩）、本みりん、ねり胡麻、胡麻油

酢

爽やかなりんごの香りのまろやかな果実酢です。有機り
んご果汁のみを原料に、静置発酵法で仕込みました。ド
レッシングやピクルス、マリネ、煮物にと様々なお料理
に、飲む果実酢としてもお楽しみください。

有機りんご酢

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123398328
¥650 00100484品 番300ｍl

有機りんご果汁

酸っぱさのなかに、ほんのりとした苦味が残るじゃばら
の果汁だけを集めて瓶に詰めました。邪を払う、希少な
果実の100% 果汁です。

そのまんま柑橘しぼり　じゃばら100%

ケース入数：20　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123399462
¥900 00100597品 番100ｍl

じゃばら
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黒ごまのコクと甘み。サラダだけでなく冷奴や冷しゃぶ
などの淡泊な味わいの食材にもぴったり。濃厚でも後
味スッキリのちょっと甘めの仕上がりです。化学調味料
や酵母エキスなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　黒ごま

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394214
¥718 00100110品 番200ml

食用植物油脂、ビートグラニュー糖、醸造酢、しょうゆ、ねりごま、すりご
ま、食塩、卵黄、香辛料（原材料の一部に小麦を含む）

ドレッ
シング

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。海の幸で
だしをとり、伝統製法で醸造されたしょうゆとしろたま
り、みりんを加えた万能つゆです。めんつゆ、てんつゆ、
煮物の味付けにも。

日本の旨味　万能つゆ

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395372
¥669 00100204品 番400ml

しょうゆ（本醸造）、本みりん、かつおかれぶし削り、砂糖（粗糖）、小麦醸
造調味料、さば削りぶし、昆布、あじ削りぶし

素材の旨味を感じるおだしが、お手軽に。世界に誇る
UMAMIのもと、かつおをふんだんに使い、しいたけとこ
んぶをあわせただしパックです。化学調味料、保存料無
添加。うまみ調味料不使用。

そのまま素材だし～かつお～

ケース入数：60　賞味期間：360日　JAN：4562123398786
¥508 00100530品 番80g（8g×10）

かつおの節、しいたけ、昆布

素材の旨味を感じるおだしが、お手軽に。世界に誇る
UMAMIのもと、かつおをベースに削り節をフレンドし、
しいたけとこんぶをあわせただしパックです。化学調味
料、保存料無添加。うまみ調味料不使用。

そのまま素材だし～あわせ～

ケース入数：60　賞味期間：360日　JAN：4562123398793
¥508 00100531品 番80g（8g×10）

かつおのふし、いわしのふし、さばのふし、しいたけ、こんぶ

キリッと締まった切れ味の良い和のブイヨン、植物素材
100%の風味豊かな精進白だしです。真昆布と原木乾し
いたけをベースに、足助仕込三河しろたまりと三州三
河みりん、海の精を合わせました。砂糖不使用。

萬福精進白だし

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398052
¥1,080 00100456品 番400ml

小麦醸造調味料、食塩、本みりん、椎茸、切干大根、昆布、醸造酢、焼酎

杜氏の主が酒から仕込んだお酢に、本醸造醤油、剣崎
なんば、能登の「低温製法　海水塩」などで味をつけ
た、ゆずの香りが豊かなお酢屋さんのてづくりポン酢
です。

ゆず香ポン酢

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398809
¥598 00100532品 番150ml

米酢、ゆず、本醸造醤油、醗酵調味料、砂糖、天然塩、昆布、唐辛子（原
料の一部に小麦を含む）

ピュレ状のにんじんを生のままたっぷり凝縮。ソースの
ように素材を引き立てる名脇役です。野菜本来のおい
しさを生かした万能調味料です。化学調味料や酵母エ
キスなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　にんじん

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394191
¥718 00100108品 番200ml

人参ピューレー、なたね油、清酒、みりん、ビートグラニュー糖、玉ねぎ
ピューレー、醸造酢、りんご濃縮果汁、食塩、香辛料

ピュレ状の玉ねぎを生のままたっぷり凝縮。ソースのよ
うに素材を引き立てる名脇役です。野菜本来のおいし
さを生かした万能調味料です。化学調味料や酵母エキ
スなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　たまねぎ

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394207
¥718 00100109品 番200ml

なたね油、しょうゆ、玉ねぎピューレー、醸造酢、玉ねぎ、ビートグラ
ニュー糖、でん粉、みりん、りんご濃縮果汁、かつおぶしエキス、食塩、
香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。繊細なだ
しと伝統製法で醸造された調味料で味付けた色目の
薄い白だしです。煮物の味付けやお吸い物、茶碗蒸し
に。洋風・中華風の料理の味付けにも。

日本の旨味　白だし

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395389
¥1,090 00100205品 番400ml

小麦、鰹節、食塩、本みりん、砂糖（粗糖）、焼酎、しいたけ、昆布（原材料
の一部に大豆、小麦を含む）

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。うま味の
濃いだしに本醸造調味料で味をつけた、淡い色合いの
ストレートつゆです。冷や奴や煮物にも。繊細な日本の
料理文化を伝える味わい。

日本の旨味　そうめんつゆストレート

ケース入数：12　賞味期間：常温6カ月　JAN：4562123395396
¥599 00100206品 番400ml

小麦醸造調味料、しょうゆ（本醸造）、かつおかれぶし削り、本みりん、砂
糖（粗糖）、さば削りぶし、食塩、昆布、しいたけ（原材料の一部に大豆、
小麦を含む）

つゆ・
だし

佐賀県産もちごめを麦芽の酵素で糖化し、直火で煮詰
めました。澄み切った琥珀色が美しい、滋味深い甘み
のもちごめ飴です。

本仕込　もちごめ飴

賞味期間：1年　JAN：4562123395433
¥498 00100210品 番200g（チューブタイプ）

賞味期間：1年　JAN：4562123395440
¥1,050 00100211品 番500g（お徳用）

もち米（国産）、麦芽（国産）

国産餅米と大麦麦芽だけを原料に使用し、昔ながらの
手法を独特の技術で継承して作った甘味料です。珈琲
や紅茶などの甘みとして、また、あらゆる料理の味付け
や隠し味に使えます。

もち米あめ

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123394917
¥600 00100191品 番300g

国内産もち米、大麦麦芽

甘味料
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黒ごまのコクと甘み。サラダだけでなく冷奴や冷しゃぶ
などの淡泊な味わいの食材にもぴったり。濃厚でも後
味スッキリのちょっと甘めの仕上がりです。化学調味料
や酵母エキスなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　黒ごま

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394214
¥718 00100110品 番200ml

食用植物油脂、ビートグラニュー糖、醸造酢、しょうゆ、ねりごま、すりご
ま、食塩、卵黄、香辛料（原材料の一部に小麦を含む）

ドレッ
シング

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。海の幸で
だしをとり、伝統製法で醸造されたしょうゆとしろたま
り、みりんを加えた万能つゆです。めんつゆ、てんつゆ、
煮物の味付けにも。

日本の旨味　万能つゆ

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395372
¥669 00100204品 番400ml

しょうゆ（本醸造）、本みりん、かつおかれぶし削り、砂糖（粗糖）、小麦醸
造調味料、さば削りぶし、昆布、あじ削りぶし

素材の旨味を感じるおだしが、お手軽に。世界に誇る
UMAMIのもと、かつおをふんだんに使い、しいたけとこ
んぶをあわせただしパックです。化学調味料、保存料無
添加。うまみ調味料不使用。

そのまま素材だし～かつお～

ケース入数：60　賞味期間：360日　JAN：4562123398786
¥508 00100530品 番80g（8g×10）

かつおの節、しいたけ、昆布

素材の旨味を感じるおだしが、お手軽に。世界に誇る
UMAMIのもと、かつおをベースに削り節をフレンドし、
しいたけとこんぶをあわせただしパックです。化学調味
料、保存料無添加。うまみ調味料不使用。

そのまま素材だし～あわせ～

ケース入数：60　賞味期間：360日　JAN：4562123398793
¥508 00100531品 番80g（8g×10）

かつおのふし、いわしのふし、さばのふし、しいたけ、こんぶ

キリッと締まった切れ味の良い和のブイヨン、植物素材
100%の風味豊かな精進白だしです。真昆布と原木乾し
いたけをベースに、足助仕込三河しろたまりと三州三
河みりん、海の精を合わせました。砂糖不使用。

萬福精進白だし

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398052
¥1,080 00100456品 番400ml

小麦醸造調味料、食塩、本みりん、椎茸、切干大根、昆布、醸造酢、焼酎

杜氏の主が酒から仕込んだお酢に、本醸造醤油、剣崎
なんば、能登の「低温製法　海水塩」などで味をつけ
た、ゆずの香りが豊かなお酢屋さんのてづくりポン酢
です。

ゆず香ポン酢

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398809
¥598 00100532品 番150ml

米酢、ゆず、本醸造醤油、醗酵調味料、砂糖、天然塩、昆布、唐辛子（原
料の一部に小麦を含む）

ピュレ状のにんじんを生のままたっぷり凝縮。ソースの
ように素材を引き立てる名脇役です。野菜本来のおい
しさを生かした万能調味料です。化学調味料や酵母エ
キスなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　にんじん

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394191
¥718 00100108品 番200ml

人参ピューレー、なたね油、清酒、みりん、ビートグラニュー糖、玉ねぎ
ピューレー、醸造酢、りんご濃縮果汁、食塩、香辛料

ピュレ状の玉ねぎを生のままたっぷり凝縮。ソースのよ
うに素材を引き立てる名脇役です。野菜本来のおいし
さを生かした万能調味料です。化学調味料や酵母エキ
スなどの旨み調味料不使用。

まるごと野菜ドレッシング　たまねぎ

ケース入数：12　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123394207
¥718 00100109品 番200ml

なたね油、しょうゆ、玉ねぎピューレー、醸造酢、玉ねぎ、ビートグラ
ニュー糖、でん粉、みりん、りんご濃縮果汁、かつおぶしエキス、食塩、
香辛料、（原材料の一部に小麦を含む）

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。繊細なだ
しと伝統製法で醸造された調味料で味付けた色目の
薄い白だしです。煮物の味付けやお吸い物、茶碗蒸し
に。洋風・中華風の料理の味付けにも。

日本の旨味　白だし

ケース入数：12　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395389
¥1,090 00100205品 番400ml

小麦、鰹節、食塩、本みりん、砂糖（粗糖）、焼酎、しいたけ、昆布（原材料
の一部に大豆、小麦を含む）

世界に誇る和食の｢UMAMI｣をたっぷり凝縮。うま味の
濃いだしに本醸造調味料で味をつけた、淡い色合いの
ストレートつゆです。冷や奴や煮物にも。繊細な日本の
料理文化を伝える味わい。

日本の旨味　そうめんつゆストレート

ケース入数：12　賞味期間：常温6カ月　JAN：4562123395396
¥599 00100206品 番400ml

小麦醸造調味料、しょうゆ（本醸造）、かつおかれぶし削り、本みりん、砂
糖（粗糖）、さば削りぶし、食塩、昆布、しいたけ（原材料の一部に大豆、
小麦を含む）

つゆ・
だし

佐賀県産もちごめを麦芽の酵素で糖化し、直火で煮詰
めました。澄み切った琥珀色が美しい、滋味深い甘み
のもちごめ飴です。

本仕込　もちごめ飴

賞味期間：1年　JAN：4562123395433
¥498 00100210品 番200g（チューブタイプ）

賞味期間：1年　JAN：4562123395440
¥1,050 00100211品 番500g（お徳用）

もち米（国産）、麦芽（国産）

国産餅米と大麦麦芽だけを原料に使用し、昔ながらの
手法を独特の技術で継承して作った甘味料です。珈琲
や紅茶などの甘みとして、また、あらゆる料理の味付け
や隠し味に使えます。

もち米あめ

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123394917
¥600 00100191品 番300g

国内産もち米、大麦麦芽

甘味料
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農薬や化学肥料を用いずに国内で栽培したヤーコン
を、栄養素を壊すことなく低温乾燥したパウダーです。
GIが気になる方に。Rawスイーツの甘味料や和風料理
の旨味調味料としてお使いください。

ナチュラル・ヤーコンパウダー

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399165
¥1,296 00100568品 番50g

ヤーコン（信州青木村産）

有機国産もち米と有機麦芽だけを原料に使用し、昔な
がらの手法でじっくり造られたもち米飴です。カラダに
やさしい甘みで、料理に使うと素材の旨みを引き立て
ます。

有機 もち米飴

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123392180
¥880 00100712品 番300g

有機もち米、有機麦芽

国内産本わさびを主原料とし、化学合成された保存料
や着色料、増粘剤等は使用せず、自然な味に近づける
よう加工しました。ツーンとした辛みと独特のグリーン
ノートが食欲を刺激します。

本わさび

ケース入数：100　賞味期間：180日　JAN：4562123392579
¥386 00100743品 番40g

本わさび、ぶどう糖、菜種油（遺伝子組み換えでない）、醸造酢、食物繊
維（エンドウ豆）、食塩、香辛料抽出物

カナダ産オリエンタル辛子の種子を主原料とし、化学
合成された保存料や着色料、増粘剤等は使用せず、自
然な味に近づけるよう加工しました。和からし独特の辛
みが食欲を刺激します。

和からし

ケース入数：100　賞味期間：180日　JAN：4562123392586
¥386 00100744品 番40g

からし、ぶどう糖、醸造酢、菜種油（遺伝子組み換えでない）、食物繊維
（エンドウ豆）、香辛料抽出物

有機麦芽100％使用し、国内製造されたモルトエキス。伝統
的な米飴製造の技術を用い平釡でじっくり煮詰めていま
す。香ばしい風味、麦芽独特の味が際立っており、パン類、
ビスケット・クッキー・菓子類など様 ご々利用いただけます。

有機モルトエキス

ケース入数：12　賞味期間：2年　JAN：4562123392197
¥930 00100713品 番300g

有機麦芽

穏やかで優しい甘さ。じゃがいもでんぷんを麦芽で糖
化した麦芽水あめです。化学肥料や農薬・除草剤に頼
らず、土からじっくりと育てた北海道産じゃがいもを
100%使用。

無為自然　麦芽水あめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395501
¥670 00100217品 番160g

麦芽水飴（国産麦芽・国産じゃがいも）

まろやかな甘み。文政5年から一子相伝の伝統の技で
仕込んだはと麦飴は、すっきりと澄んだ中にも濃い琥
珀色から連想される濃厚で力強い味わいです。九州産
はと麦・麦芽を使用。

本仕込　はと麦飴

賞味期間：1年　JAN：4562123489286
¥2,142 00100212品 番180g

はとむぎ（国産）、麦芽（国産）

農薬や化学肥料を用いずに国内で栽培したヤーコンを
煮詰めた、天然のシロップです。GI値が気になる方へ。
ヤーコンは、南米アンデス地方で、古代インカ時代より
美と健康のために珍重されてきたキク科の植物です。

ナチュラル・ヤーコンシロップ

ケース入数：60　賞味期間：2年　JAN：4562123390179
¥1,080 00100620品 番150g

ヤーコン（信州青木村産）

からし
わさび

玄米とひえをベースにした穀物100%のソフトなクリー
ムスプレッドです。甘い!でもお砂糖不使用。動物性不
使用・添加物不使用の簡単クリームのベースとして工
夫ができるライススプレッドです

甘麹スプレッド ～プレーン～

ケース入数：24　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123392135
¥748 00100683品 番200g

玄米（千葉県産）、米糀（国産米100%使用）、ひえ

希少な九州産の栗を惜しみなく使ったなめらかな舌触
りと粘りのあるモンブラン風の栗クリームです。乳化剤
や香料、着色料を使用せず、自然な栗の風味・風合いを
生かしてジャムのように仕上げました。

国産栗クリーム

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123399967
¥924 00100649品 番120g

栗、砂糖

玄米とひえをベースにした穀物100%のソフトなクリー
ムスプレッドです。キャロブとココアを加え、チョコレー
ト風の味わいに仕上げました。甘い!でもお砂糖不使用。
動物性不使用・添加物不使用のライススプレッドです。

甘麹スプレッド ～ココアキャロブ～

ケース入数：24　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123392142
¥807 00100684品 番200g

玄米（千葉県産）、米糀（国産米100%使用）、ひえ（国産）、ココアパウ
ダー、キャロブパウダー

スプレッド
・クリーム
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農薬や化学肥料を用いずに国内で栽培したヤーコン
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有機モルトエキス
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化した麦芽水あめです。化学肥料や農薬・除草剤に頼
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わさび

玄米とひえをベースにした穀物100%のソフトなクリー
ムスプレッドです。甘い!でもお砂糖不使用。動物性不
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生かしてジャムのように仕上げました。
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米・雑穀・豆類
Grain, Beans

米・雑穀

眠っていたお米の力を活性化。有機玄米を発芽させ、
甘みと旨味だけでなく、食べやすさもアップしました。
玄米なのに白米と同じように炊ける手軽な発芽玄米で
す。ノンボイル製法。

有機 活性 発芽玄米

ケース入数：10　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123394641
¥789 00100153品 番500g

有機玄米（国内産）

ケース入数：5　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123394375
¥2,689 00100126品 番2kg

炊くと黄身のような鮮やかな色合いに。こくがありも
ちもちとしてご飯に混ぜたり団子にと用途の広い雑
穀です。

長崎県産 もちきび

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394221
¥595 00100111品 番200g

もちきび（長崎県）

チーズミレットとも呼ばれ、炊くとトロッと食感はチーズ
のよう。塩味に炊いてチーズのようにグラタンやピザ等
に使えます。ほんのりとした甘味があります。

長崎県産 もちあわ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394238
¥675 00100112品 番200g

もちあわ（長崎県）

炊くと挽肉の様な見た目でプチプチとした楽しい食感。
甘味と独特のほんのりとした苦みが特徴です。ご飯に
混ぜたり、雑穀ハンバーグやベジミートソースにと様々
にご利用ください。

長崎県産 高きび

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394245
¥565 00100113品 番200g

 高きび（長崎県産）

大麦の胚芽を残して外皮を剥き、ご飯と一緒にも炊け
る押麦にしました。炊くとプリッとした食感と歯応えが
あり優しいとろみが特徴。リゾットやホワイトソースにと
色々に使えます。

九州産 胚芽押麦

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394252
¥419 00100114品 番200g

胚芽押麦（九州産）

豆類

大地の息吹を感じる濃い味わい。生きた土が持つ｢作
物を育てる力｣を生かして育てた大豆です。有機栽培原
材料使用。四季の変化にあわせて土からじっくりと育て
た力強い味。

無為自然　大豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394153
¥420 00100104品 番200g

大豆（秋田県）

豆本来の深い甘みと滋味深さ。北海道の大地が育てた
豆本来の味わい豊かな黒豆です。化学肥料や農薬を使
わず、土が持つ｢作物を育てる力｣を最大限に生かし育
ちました。

無為自然　黒大豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394160
¥430 00100105品 番200g

黒大豆（北海道）

パン小麦の原種といわれる古代穀物「スペルト小麦」。
挽きたての粉を製パン・製菓に、炊いた粒をスープや
サラダに。古代の味をそのまま食卓に。

スペルト小麦粒

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397734
¥598 00100430品 番500g

小麦

パスタ用小麦、デュラム小麦の原種といわれる古代穀
物「カムット小麦」。挽きたての粉を製菓に、粒のまま炊
いてスープやサラダに。使い道はさまざまです。

カムット小麦粒

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397741
¥598 00100431品 番500g

小麦

国産玄そばの皮をむき、脱皮しました。だしで炊いて雑
炊に、そのまま炊き上げ餃子やハンバーグの具に。タン
パク質と脂質を多く含むので、プチプチした歯触りの独
特の美味しさ。

そばの実

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397758
¥550 00100432品 番250g

そば

水溶性食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な胚芽も
含んだ全粒穀物。蒸したオーツ麦をローラーで押し麦
状に加工した調理しやすい全粒麦です。製菓に、スープ
やおかゆに。

オートミール

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397765
¥548 00100433品 番300g

オーツ麦

日本名水百選のひとつ｢菊池水源｣で有名な熊本県菊
池市の豊かな自然の中で、愛情こめて栽培された有機
栽培はと麦を食べやすく精白しました。ヨクイニンたっ
ぷりの女性の味方です。

有機 粒はと麦 精白

賞味期間：180日　JAN：4562123399547
¥1,130 00100605品 番200g

有機はと麦

日本名水百選のひとつ｢菊池水源｣で有名な熊本県菊池市
の豊かな自然の中で、愛情こめて栽培された有機栽培はと
麦です。有機栽培だから表皮も安心してお召し上がりいただ
けます。全粒独特のコクのある味わいをお楽しみください。

有機 粒はとむぎ 全粒

賞味期間：180日　JAN：4562123399554
¥1,130 00100606品 番200g

有機はと麦
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甘味と独特のほんのりとした苦みが特徴です。ご飯に
混ぜたり、雑穀ハンバーグやベジミートソースにと様々
にご利用ください。

長崎県産 高きび

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394245
¥565 00100113品 番200g

 高きび（長崎県産）

大麦の胚芽を残して外皮を剥き、ご飯と一緒にも炊け
る押麦にしました。炊くとプリッとした食感と歯応えが
あり優しいとろみが特徴。リゾットやホワイトソースにと
色々に使えます。

九州産 胚芽押麦

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394252
¥419 00100114品 番200g

胚芽押麦（九州産）

豆類

大地の息吹を感じる濃い味わい。生きた土が持つ｢作
物を育てる力｣を生かして育てた大豆です。有機栽培原
材料使用。四季の変化にあわせて土からじっくりと育て
た力強い味。

無為自然　大豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394153
¥420 00100104品 番200g

大豆（秋田県）

豆本来の深い甘みと滋味深さ。北海道の大地が育てた
豆本来の味わい豊かな黒豆です。化学肥料や農薬を使
わず、土が持つ｢作物を育てる力｣を最大限に生かし育
ちました。

無為自然　黒大豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394160
¥430 00100105品 番200g

黒大豆（北海道）

パン小麦の原種といわれる古代穀物「スペルト小麦」。
挽きたての粉を製パン・製菓に、炊いた粒をスープや
サラダに。古代の味をそのまま食卓に。

スペルト小麦粒

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397734
¥598 00100430品 番500g

小麦

パスタ用小麦、デュラム小麦の原種といわれる古代穀
物「カムット小麦」。挽きたての粉を製菓に、粒のまま炊
いてスープやサラダに。使い道はさまざまです。

カムット小麦粒

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397741
¥598 00100431品 番500g

小麦

国産玄そばの皮をむき、脱皮しました。だしで炊いて雑
炊に、そのまま炊き上げ餃子やハンバーグの具に。タン
パク質と脂質を多く含むので、プチプチした歯触りの独
特の美味しさ。

そばの実

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397758
¥550 00100432品 番250g

そば

水溶性食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な胚芽も
含んだ全粒穀物。蒸したオーツ麦をローラーで押し麦
状に加工した調理しやすい全粒麦です。製菓に、スープ
やおかゆに。

オートミール

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397765
¥548 00100433品 番300g

オーツ麦

日本名水百選のひとつ｢菊池水源｣で有名な熊本県菊
池市の豊かな自然の中で、愛情こめて栽培された有機
栽培はと麦を食べやすく精白しました。ヨクイニンたっ
ぷりの女性の味方です。

有機 粒はと麦 精白

賞味期間：180日　JAN：4562123399547
¥1,130 00100605品 番200g

有機はと麦

日本名水百選のひとつ｢菊池水源｣で有名な熊本県菊池市
の豊かな自然の中で、愛情こめて栽培された有機栽培はと
麦です。有機栽培だから表皮も安心してお召し上がりいただ
けます。全粒独特のコクのある味わいをお楽しみください。

有機 粒はとむぎ 全粒

賞味期間：180日　JAN：4562123399554
¥1,130 00100606品 番200g

有機はと麦
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もち米の美味しさ際立つ玄米もち。発芽加工した国産
有機もち玄米を100％使い、杵と臼で丁寧につきまし
た。発芽玄米の滋味深い味わいに粘りとコシが加わっ
た風味豊かなおもちです。

有機発芽玄米もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394122
¥548 00100101品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）

国産有機もち玄米を100％使い、杵と臼で丁寧につき
あげたなめらかでコシの強い玄米と有機黒豆の甘み
が調和した粘りとコシのあるおもちです。焼き上げる
と、黒豆がナッツのような風味と食感に変わります。

有機玄米黒豆もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398588
¥548 00100510品 番300g

有機水稲もち米（国産）、有機黒豆、食塩

もち

濃いうま味と小豆の甘み。北海道の大地と恵みをたっ
ぷりと受け、土からじっくりと育った甘みとうま味が凝縮
された小豆です。化学肥料や農薬に頼らず、自然のリズ
ムで育ちました。

無為自然　小豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394177
¥510 00100106品 番200g

小豆（北海道）

ホクホクとした優しい味わい。北海道の大地と恵みを
たっぷりと受け、自然のリズムで育った大手亡です。化
学肥料や農薬に頼らず、土からじっくりと育てた力強い
味わいです。

無為自然　大手亡

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394184
¥520 00100107品 番200g

大手亡（北海道）

玄米の甘みとコクを濃縮。杵と臼で丁寧についた粘り
とコシのあるおもちです。真空パックでつきたての風味
が楽しめます。

有機玄米もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394115
¥516 00100100品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）

玄米の甘みとよもぎの濃い滋味。国産有機もち玄米を
100％使い、杵と臼で丁寧につきあげた粘りとコシのあ
るおもちです。真空パックでつきたての風味が楽しめま
す。

有機玄米よもぎもち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394139
¥538 00100102品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）、よもぎ（国産）

乾燥
米こうじ

手づくり甘酒や塩麹、みそ仕込みに。自然の生態系をそ
のままに、化学肥料や化学合成された農薬、除草剤を
一切使用せず、天地のリズムに任せて育ったうるち米
で仕込んだ米麹です。

無為自然　乾燥米こうじ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123396164
¥1,250 00100336品 番500g

うるち米（国産）
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もち米の美味しさ際立つ玄米もち。発芽加工した国産
有機もち玄米を100％使い、杵と臼で丁寧につきまし
た。発芽玄米の滋味深い味わいに粘りとコシが加わっ
た風味豊かなおもちです。

有機発芽玄米もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394122
¥548 00100101品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）

国産有機もち玄米を100％使い、杵と臼で丁寧につき
あげたなめらかでコシの強い玄米と有機黒豆の甘み
が調和した粘りとコシのあるおもちです。焼き上げる
と、黒豆がナッツのような風味と食感に変わります。

有機玄米黒豆もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398588
¥548 00100510品 番300g

有機水稲もち米（国産）、有機黒豆、食塩

もち

濃いうま味と小豆の甘み。北海道の大地と恵みをたっ
ぷりと受け、土からじっくりと育った甘みとうま味が凝縮
された小豆です。化学肥料や農薬に頼らず、自然のリズ
ムで育ちました。

無為自然　小豆

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394177
¥510 00100106品 番200g

小豆（北海道）

ホクホクとした優しい味わい。北海道の大地と恵みを
たっぷりと受け、自然のリズムで育った大手亡です。化
学肥料や農薬に頼らず、土からじっくりと育てた力強い
味わいです。

無為自然　大手亡

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123394184
¥520 00100107品 番200g

大手亡（北海道）

玄米の甘みとコクを濃縮。杵と臼で丁寧についた粘り
とコシのあるおもちです。真空パックでつきたての風味
が楽しめます。

有機玄米もち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394115
¥516 00100100品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）

玄米の甘みとよもぎの濃い滋味。国産有機もち玄米を
100％使い、杵と臼で丁寧につきあげた粘りとコシのあ
るおもちです。真空パックでつきたての風味が楽しめま
す。

有機玄米よもぎもち

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123394139
¥538 00100102品 番300g

有機水稲もち玄米（国産）、よもぎ（国産）

乾燥
米こうじ

手づくり甘酒や塩麹、みそ仕込みに。自然の生態系をそ
のままに、化学肥料や化学合成された農薬、除草剤を
一切使用せず、天地のリズムに任せて育ったうるち米
で仕込んだ米麹です。

無為自然　乾燥米こうじ

ケース入数：15　賞味期間：360日　JAN：4562123396164
¥1,250 00100336品 番500g

うるち米（国産）
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粉類・麺類
Flower, Noodles

粉類

優れた粘りとコシ。450年の伝統を持つ製法そのまま
に、吉野の厳しい寒さの中、純度の高い湧水をふんだ
んに使ってさらした本葛粉です。繊細で滑らかな日本
の伝統食品です。

国産　本葛粉

ケース入数：80　賞味期間：2年　JAN：4562123393767
¥968 00100158品 番100g

葛澱粉

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123393774
¥1,675 00100060品 番200g

玄米の栄養素がそのまま手軽に。化学肥料や化学合成さ
れた農薬、除草剤は一切使用せず、天地のリズムにあわ
せて育った玄米を、油を使用せず丁寧に焙煎し粉にしま
した。玄米を炊く手間を省いた使いやすい微粉末です。香
ばしい香りと風味がお料理のバリエーションを広げます。

無為自然　有機玄米粉

ケース入数：30　賞味期間：180日　JAN：4562123395563
¥530 00100223品 番200g

有機うるち玄米（国産）

米の甘みを感じる上新粉。自然の生態系をそのままに、
化学肥料や化学合成された農薬、除草剤を一切使用せ
ず、天地のリズムに任せて育ったうるち米を滑らかな粉
に挽きました。

無為自然　上新粉

ケース入数：20　賞味期間：180日　JAN：4562123395860
¥498 00100311品 番200g

うるち米（国産）

きめ細かく滑らか。化学合成された農薬や肥料、除草剤
を一切使わず育てたもち米を昔ながらの「水挽き（みず
ひき）製法」で挽いた白玉粉です。米の甘みが残った
もっちりとした白玉に。

無為自然　水挽き白玉粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395877
¥489 00100312品 番120g

もち米（国産）

コシがあるのにふんわりやわらか。化学合成された農
薬・肥料、除草剤は一切使用せず、自然のままに育った
秋穫りじゃがいもだけを使い、良質の水にさらして自然
沈殿させた昔ながらのかたくり粉です。

無為自然　かたくり粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395884
¥340 00100313品 番200g

馬鈴薯でんぷん（国産・遺伝子組み換えでない）

柔らかな喉ごしと豊かなコシ。栽培期間中化学肥料や
農薬を使用せず、天地のリズムにあわせて育った国産
小麦を使い、麺の名産地である播州地方でつくったひ
やむぎです。

播州ひやむぎ

ケース入数：200　賞味期間：520日　JAN：4562123394344
¥419 00100123品 番250g

小麦粉（国産）、食塩

小麦の旨みと爽やかな喉ごし。栽培期間中化学肥料や
農薬を使用せず、天地のリズムにあわせて育った国産
小麦を使い、麺の名産地である播州地方でつくったそ
うめんです。

播州そうめん

ケース入数：350　賞味期間：720日　JAN：4562123394351
¥419 00100124品 番250g

小麦粉（国産）、食塩

麺類

香ばしい大豆の風味と濃い甘み。化学肥料や化学合成
された農薬、除草剤は一切使用せず、天地のリズムに
あわせて育った大豆を直火焙煎で丁寧に炒りあげ滑ら
かな粉に挽きました。

直火焙煎　きな粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395891
¥389 00100314品 番100g

有機大豆（国産・遺伝子組み換えでない）

国内産小麦粉、米と糀を発酵させたオリジナル天然酵
母、食塩（シママース）、粗糖だけで焼いた食パンを粉
にしました。卵、乳製品不使用。カラッとサクサク揚がり
ます。霧吹きすると生パン粉のようなソフトな食感に。

パン屋がつくった自慢のパン粉

ケース入数：50　賞味期間：180日　JAN：4562123398823
¥380 00100534品 番150g

小麦粉（北海道産）、酵母（米由来）、食塩、粗糖

有機小麦粉と有機米粉をあわせ、甜菜糖で甘みをつけ
しました。もちもちふんわりした食感。お家で簡単に作
れる毎日でも飽きない素朴な味わいです。乳化剤、香
料不使用。アルミフリーベーキングパウダー使用。

家族のパンケーキ

ケース入数：20　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123394689
¥588 00100157品 番200g

有機薄力粉（国産）、有機米粉（国産）、全糖（甜菜糖）、食塩、ベーキング
パウダー

有機栽培されたキャロブのさやを煎って粉末にしまし
た。カカオに似た風味。粉自体にやさしい甘みがありま
す。チョコレートやココアの代替に。カフェインフリー。

キャロブパウダー

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397772
¥440 00100434品 番300g

イナゴ豆
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粉類・麺類
Flower, Noodles

粉類

優れた粘りとコシ。450年の伝統を持つ製法そのまま
に、吉野の厳しい寒さの中、純度の高い湧水をふんだ
んに使ってさらした本葛粉です。繊細で滑らかな日本
の伝統食品です。

国産　本葛粉

ケース入数：80　賞味期間：2年　JAN：4562123393767
¥968 00100158品 番100g

葛澱粉

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123393774
¥1,675 00100060品 番200g

玄米の栄養素がそのまま手軽に。化学肥料や化学合成さ
れた農薬、除草剤は一切使用せず、天地のリズムにあわ
せて育った玄米を、油を使用せず丁寧に焙煎し粉にしま
した。玄米を炊く手間を省いた使いやすい微粉末です。香
ばしい香りと風味がお料理のバリエーションを広げます。

無為自然　有機玄米粉

ケース入数：30　賞味期間：180日　JAN：4562123395563
¥530 00100223品 番200g

有機うるち玄米（国産）

米の甘みを感じる上新粉。自然の生態系をそのままに、
化学肥料や化学合成された農薬、除草剤を一切使用せ
ず、天地のリズムに任せて育ったうるち米を滑らかな粉
に挽きました。

無為自然　上新粉

ケース入数：20　賞味期間：180日　JAN：4562123395860
¥498 00100311品 番200g

うるち米（国産）

きめ細かく滑らか。化学合成された農薬や肥料、除草剤
を一切使わず育てたもち米を昔ながらの「水挽き（みず
ひき）製法」で挽いた白玉粉です。米の甘みが残った
もっちりとした白玉に。

無為自然　水挽き白玉粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395877
¥489 00100312品 番120g

もち米（国産）

コシがあるのにふんわりやわらか。化学合成された農
薬・肥料、除草剤は一切使用せず、自然のままに育った
秋穫りじゃがいもだけを使い、良質の水にさらして自然
沈殿させた昔ながらのかたくり粉です。

無為自然　かたくり粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395884
¥340 00100313品 番200g

馬鈴薯でんぷん（国産・遺伝子組み換えでない）

柔らかな喉ごしと豊かなコシ。栽培期間中化学肥料や
農薬を使用せず、天地のリズムにあわせて育った国産
小麦を使い、麺の名産地である播州地方でつくったひ
やむぎです。

播州ひやむぎ

ケース入数：200　賞味期間：520日　JAN：4562123394344
¥419 00100123品 番250g

小麦粉（国産）、食塩

小麦の旨みと爽やかな喉ごし。栽培期間中化学肥料や
農薬を使用せず、天地のリズムにあわせて育った国産
小麦を使い、麺の名産地である播州地方でつくったそ
うめんです。

播州そうめん

ケース入数：350　賞味期間：720日　JAN：4562123394351
¥419 00100124品 番250g

小麦粉（国産）、食塩

麺類

香ばしい大豆の風味と濃い甘み。化学肥料や化学合成
された農薬、除草剤は一切使用せず、天地のリズムに
あわせて育った大豆を直火焙煎で丁寧に炒りあげ滑ら
かな粉に挽きました。

直火焙煎　きな粉

ケース入数：30　賞味期間：360日　JAN：4562123395891
¥389 00100314品 番100g

有機大豆（国産・遺伝子組み換えでない）

国内産小麦粉、米と糀を発酵させたオリジナル天然酵
母、食塩（シママース）、粗糖だけで焼いた食パンを粉
にしました。卵、乳製品不使用。カラッとサクサク揚がり
ます。霧吹きすると生パン粉のようなソフトな食感に。

パン屋がつくった自慢のパン粉

ケース入数：50　賞味期間：180日　JAN：4562123398823
¥380 00100534品 番150g

小麦粉（北海道産）、酵母（米由来）、食塩、粗糖

有機小麦粉と有機米粉をあわせ、甜菜糖で甘みをつけ
しました。もちもちふんわりした食感。お家で簡単に作
れる毎日でも飽きない素朴な味わいです。乳化剤、香
料不使用。アルミフリーベーキングパウダー使用。

家族のパンケーキ

ケース入数：20　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123394689
¥588 00100157品 番200g

有機薄力粉（国産）、有機米粉（国産）、全糖（甜菜糖）、食塩、ベーキング
パウダー

有機栽培されたキャロブのさやを煎って粉末にしまし
た。カカオに似た風味。粉自体にやさしい甘みがありま
す。チョコレートやココアの代替に。カフェインフリー。

キャロブパウダー

ケース入数：12　賞味期間：常温6ヶ月　JAN：4562123397772
¥440 00100434品 番300g

イナゴ豆
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お手軽食品
Ramen Noodles, Quick Meals

そば湯も飲める本格なまそば。自家製粉の挽き立て有
機そば粉を使用。つるっとすすると鼻腔を抜けるそば
の豊かな香りとなめらかなのど越し。酒精・酢酸などの
保存料は不使用。

有機 なまそば

ケース入数：36　賞味期間：180日　JAN：4977309034998
¥499 00100094品 番200g

有機そば、有機小麦粉、食塩（有機そば：中国など、有機小麦粉：トル
コ、北米、食塩：オーストラリア）

ゆで時間90秒のスピード調理！国産そばの実を自家製
粉しこね上げた香りも風味も豊かな細麺タイプの生そ
ばです。つけ麺、汁そばだけでなく、生野菜と一緒にサ
ラダにも。

自家挽き なまそば

ケース入数：36　賞味期間：180日　JAN：4977309034936
¥398 00100096品 番160g

そば（国産）、小麦粉（国産）、食塩（オーストラリア）

豊かなそばの香りと、柔らかな喉ごし。自家製粉の挽き
立てそば粉を使用したそばを、48時間かけて冷風熟成
した干しそばです。繊細な細麺で、そばの香りが一層豊
かに。

低温熟成 干しそば（細麺）

ケース入数：48　賞味期間：365日　JAN：4977309034950
¥369 00100097品 番180g

小麦粉（国産）、そば（国産）、食塩（オーストラリア）

なめらかなのど越しと強いコシ。讃岐の手延べ技法を
生かした半生麺です。良質の国産小麦とにがりが程よく
残った天日塩、ごま油で仕上げ、小麦の甘い香りと旨み
を残した手延べ麺です。

手延べさぬきうどん～半生～

ケース入数：12×2　賞味期間：90日　JAN：4562123395471
¥398 00100214品 番180g

小麦粉（国産）、食塩、食用植物油（ごま油）

国産小麦の手延べそうめんを、特殊冷風乾燥。お湯を
かけて3分で、コシのあるそうめんがお手軽にできあが
ります。鍋料理のしめにそのまま入れて、インスタント
スープとあわせて、キャンプのお供に。

パパッとそうめん

ケース入数：12　賞味期間：3か月　JAN：4562123398427
¥807 00100494品 番55g×3

小麦粉（国産）、食塩、食用油

とろりと柔らか。有機栽培された玄米を、直火、圧力釡
で時間をかけて炊き上げた優しい味わいのおかゆで
す。かくし味に加えたお塩が玄米の甘さとうま味をひき
たてています。

有機玄米がゆ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393347
¥265 00100017品 番200g

有機玄米（国内産）、食塩（海の精）

小豆の甘みと玄米の滋味。有機栽培された玄米と小豆
を、直火、圧力釡で時間をかけて炊き上げた優しい味
わいの小豆がゆです。直火ならではのとろりとした食感
です。

有機玄米小豆がゆ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393354
¥265 00100018品 番200g

有機玄米（国内産）、有機小豆（国内産）、食塩（海の精）

温めるだけで、もっちりとした炊きたてのような食感。
有機栽培された玄米を、火のちからを借りて、圧力鍋で
じっくりと炊き上げました。玄米の甘味が引き立ってい
ます。

有機玄米ごはん

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393361
¥310 00100019品 番160g

有機玄米（国内産）

温めるだけで、もっちりとした炊きたてのような食感。
有機栽培された玄米と小豆をあわせ、圧力鍋でじっくり
と炊き上げました。直火のガス火が引き出した素材の
味わいです。

有機玄米小豆ごはん

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393378
¥310 00100020品 番160g

有機玄米（国内産）、有機小豆（国内産）

もっちりと炊きあがった有機発芽玄米にわかめを混ぜ
たら、ほどよい塩味のおにぎりに。オフィスや学校、家庭
に常備し、お弁当の代わりにも。1個90gの満足サイズ
です。

発芽玄米おにぎり（わかめ）

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123393385
¥441 00100021品 番180g

有機玄米（国内産）、わかめ、食塩（海の精）

レトルト
ごはん・
おかゆ北海道産の小麦粉100%。国産小麦だけでつくった爽

やかな風味のパスタです。むちむちとはじけるような弾
力と適度な粘りは、デュラム小麦では再現できない小
麦独特の風合いです。

国産小麦のパスタ

ケース入数：20　賞味期間：3年　JAN：4562123392593
¥599 00100745品 番500g

小麦粉（北海道産）

北海道産の小麦粉100%。国産小麦だけでつくった爽
やかな風味のエルボマカロニです。むちむちとはじけ
るような弾力と適度な粘りは、デュラム小麦では再現で
きない小麦独特の風合いです。

国産小麦のマカロニ

ケース入数：30　賞味期間：3年　JAN：4562123392609
¥345 00100746品 番200g

小麦粉（北海道産）
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お手軽食品
Ramen Noodles, Quick Meals
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惣菜

30種の食材をブレンドし、コトコトと直火で仕上げまし
た。玄米と滋味豊かな雑穀類、古代米などきのこや豆、
海藻、野菜、松の実などのナッツや胡麻が入った味わい
豊かなバランス粥です。

30種彩々バランス粥

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398151
¥330 00100466品 番220g

有機発芽玄米、とうもろこし、しめじ、えのき､食塩（海の精）､黒米、赤
米、緑米、はと麦、丸麦、きび、あわ、押し麦、ひえ、黒豆、小豆、大豆､松
の実、クコの実､ごま、ごぼう、切干大根、人参、蓮根、舞茸、椎茸、昆布、
アマランサス、えごま、ひじき、わかめ

4種の角切り野菜に金時豆と4種の穀物を加えて煮込
み、あっさりとしたトマト味に仕立てたミネストローネ
風スープ。食欲のないときに、忙しい朝や夜食にも。動
物性素材不使用。

穀物とトマトのミネストローネ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398137
¥330 00100464品 番160g

トマトピューレ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、セロリ、にんにく、金時豆、有
機玄米、オリーブオイル、押し麦、食塩、きび、あわ、香辛料

玄米とかぼちゃ、3種の香味野菜を煮込み、かぼちゃの
甘さが優しくなめらかな口当たりのポタージュに。塩を
加えただけのシンプルな穀物と野菜の味わい。動物性
素材不使用。

玄米とかぼちゃのポタージュ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398144
¥330 00100465品 番180g

野菜（かぼちゃ、玉ねぎ、人参、セロリ）、有機玄米、食塩（全て国産）

有機栽培された玄米を発芽させ、直火の圧力釡でじっ
くりと炊き上げおにぎりにしました。1個ずつ切り離して
食べられるので、旅行先でも、オフィスや学校でも、手
軽に美味しいおにぎりが味わえます。

有機発芽玄米おにぎり（プレーン）

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398595
¥441 00100511品 番180g

有機玄米（国産）、食塩

有機栽培された玄米を発芽させ、直火でじっくりと炊き
上げおにぎりにしました。甘みのある小豆が、味わいのア
クセントです。1個ずつ切り離して食べられるので、オフィ
スや学校でも、手軽に美味しいおにぎりが味わえます。

有機発芽玄米おにぎり（小豆）

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398601
¥441 00100512品 番180g

有機玄米（国産）、有機小豆、食塩

直火の圧力釡でじっくり炊いた国産有機玄米を丁寧に
裏ごしし、クリーム状に仕上げました。絹のように滑らか
な舌触りと、穀物独特の優しい甘さが特徴です。体重が
気になるときに、暴飲暴食をした翌日に。離乳食にも。

有機玄米クリーム（プレーン）

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398618
¥290 00100513品 番200g

有機玄米（国産）、食塩

動物性素材不使用。国産大豆とごぼう、人参、切り干し
大根、干し椎茸、昆布を煮込んで旨みを引き出し、本醸
造醤油と本みりんで仕上げた煮汁まで美味しい五目豆
です。

京風 五目煮豆

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398113
¥340 00100462品 番130g

大豆（国産、遺伝子組み換えでない）、ごぼう、人参、醤油、みりん、椎茸、
切り干し大根、ごま油、昆布 （原材料の一部に大豆、小麦を含む）

動物性食材不使用。かぼちゃと小豆の自然な甘さを生
かした薄味仕立ての小豆かぼちゃです。素材そのもの
のおいしさが豊かに広がるまろやかな味わい。

小豆かぼちゃ

ケース入数：10　賞味期間：1年　JAN：4562123398120
¥380 00100463品 番200g

小豆、かぼちゃ、食塩

素材がいいから、出来ました！九州産芽ひじきと有機大
豆の旨味を引き出し、醤油で味を整えました。醤油辛く
ないシンプルな京風の煮物です。

京風 ひじきと大豆の煮物

ケース入数：50　賞味期間：1年　JAN：4562123398656
¥298 00100517品 番100g

大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、醤油、ひじき、人参、ごま油（材料
の一部に、大豆・小麦を含む）

ふっくらと調理した大豆を、を煮汁なしで袋詰め。有機
大豆の甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。
袋をあけてそのまま使える手間いらずのドライパック
風大豆水煮です。

パパッと大豆

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398267
¥324 00100477品 番130g

有機大豆（国産、遺伝子組換えでない）

ふっくらと調理した黒大豆を煮汁なしで袋詰め。黒大豆
の甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。袋を
あけてそのまま使える手間いらずのドライパック風黒
大豆水煮です。

パパッと黒豆

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398274
¥324 00100478品 番130g

黒大豆（国産、遺伝子組換えでない）

ふっくらと調理した大粒あずきを煮汁なしで袋詰め。あ
ずきの甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。
袋をあけてそのまま使える手間いらずのドライパック
風あずき水煮です。

パパッとあずき

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398281
¥324 00100479品 番130g

小豆

行楽シーズンに、ぱぱっと手軽に。といだ米と一緒に炊
飯器で炊き上げるだけのご飯の素です。本醸造調味料
を使用し、ひと釡ずつ丁寧に仕込んだ本格派。

鶏ごぼうごはんの素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396928
¥780 00100349品 番170g

鶏肉（国産）、ごぼう（国産）、本醸造丸大豆醤油、椎茸だし、砂糖（種子
島粗糖）、発酵調味料（味の母）、天日塩、麦芽水飴、椎茸、本醸造米酢、
かつおだし

ご飯がメインディッシュに早変わり？おかずに困ったと
きには、炊飯器に入れて一緒に炊きあげるだけの、しゃ
きしゃきたけのこたっぷり炊き込みご飯はいかがでしょ
う。

たけのこご飯の素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396942
¥470 00100351品 番170g

たけのこ（国産）、椎茸（国産）、椎茸だし、砂糖（種子島粗糖）、人参（国
産）、昆布（北海道日高産）、本醸造丸大豆醤油、発酵調味料（味の母）、
かつおだし、本醸造米酢

炊きあがったご飯に混ぜるだけ！たっぷりの具材を、直
火で一釡ずつ丁寧に、だしをしっかりきかせて炊きあ
げ、やわらかな酸味で仕上げました。化学調味料、酵母
エキス不使用。

ちらし寿司の素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396935
¥725 00100350品 番200g

たけのこ水煮（たけのこ）、れんこん、ニンジン、干ししいたけ、きざみ昆
布（長昆布、純米酢（米））、りんご酢（りんご果汁（りんご））、きび糖（さと
うきび）、米発酵調味料（米、米こうじ、天日塩【メキシコ・オーストラリ
ア】）、カツオだし（カツオ節、天日塩）、再結晶塩（天日塩【オーストラリ
ア】、塩化マグネシウム含有物［にがり］【オーストラリア】、海水）、醤油

（大豆、小麦、天日塩【メキシコ】）
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惣菜

30種の食材をブレンドし、コトコトと直火で仕上げまし
た。玄米と滋味豊かな雑穀類、古代米などきのこや豆、
海藻、野菜、松の実などのナッツや胡麻が入った味わい
豊かなバランス粥です。

30種彩々バランス粥

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398151
¥330 00100466品 番220g

有機発芽玄米、とうもろこし、しめじ、えのき､食塩（海の精）､黒米、赤
米、緑米、はと麦、丸麦、きび、あわ、押し麦、ひえ、黒豆、小豆、大豆､松
の実、クコの実､ごま、ごぼう、切干大根、人参、蓮根、舞茸、椎茸、昆布、
アマランサス、えごま、ひじき、わかめ

4種の角切り野菜に金時豆と4種の穀物を加えて煮込
み、あっさりとしたトマト味に仕立てたミネストローネ
風スープ。食欲のないときに、忙しい朝や夜食にも。動
物性素材不使用。

穀物とトマトのミネストローネ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398137
¥330 00100464品 番160g

トマトピューレ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、セロリ、にんにく、金時豆、有
機玄米、オリーブオイル、押し麦、食塩、きび、あわ、香辛料

玄米とかぼちゃ、3種の香味野菜を煮込み、かぼちゃの
甘さが優しくなめらかな口当たりのポタージュに。塩を
加えただけのシンプルな穀物と野菜の味わい。動物性
素材不使用。

玄米とかぼちゃのポタージュ

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398144
¥330 00100465品 番180g

野菜（かぼちゃ、玉ねぎ、人参、セロリ）、有機玄米、食塩（全て国産）

有機栽培された玄米を発芽させ、直火の圧力釡でじっ
くりと炊き上げおにぎりにしました。1個ずつ切り離して
食べられるので、旅行先でも、オフィスや学校でも、手
軽に美味しいおにぎりが味わえます。

有機発芽玄米おにぎり（プレーン）

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398595
¥441 00100511品 番180g

有機玄米（国産）、食塩

有機栽培された玄米を発芽させ、直火でじっくりと炊き
上げおにぎりにしました。甘みのある小豆が、味わいのア
クセントです。1個ずつ切り離して食べられるので、オフィ
スや学校でも、手軽に美味しいおにぎりが味わえます。

有機発芽玄米おにぎり（小豆）

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398601
¥441 00100512品 番180g

有機玄米（国産）、有機小豆、食塩

直火の圧力釡でじっくり炊いた国産有機玄米を丁寧に
裏ごしし、クリーム状に仕上げました。絹のように滑らか
な舌触りと、穀物独特の優しい甘さが特徴です。体重が
気になるときに、暴飲暴食をした翌日に。離乳食にも。

有機玄米クリーム（プレーン）

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398618
¥290 00100513品 番200g

有機玄米（国産）、食塩

動物性素材不使用。国産大豆とごぼう、人参、切り干し
大根、干し椎茸、昆布を煮込んで旨みを引き出し、本醸
造醤油と本みりんで仕上げた煮汁まで美味しい五目豆
です。

京風 五目煮豆

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123398113
¥340 00100462品 番130g

大豆（国産、遺伝子組み換えでない）、ごぼう、人参、醤油、みりん、椎茸、
切り干し大根、ごま油、昆布 （原材料の一部に大豆、小麦を含む）

動物性食材不使用。かぼちゃと小豆の自然な甘さを生
かした薄味仕立ての小豆かぼちゃです。素材そのもの
のおいしさが豊かに広がるまろやかな味わい。

小豆かぼちゃ

ケース入数：10　賞味期間：1年　JAN：4562123398120
¥380 00100463品 番200g

小豆、かぼちゃ、食塩

素材がいいから、出来ました！九州産芽ひじきと有機大
豆の旨味を引き出し、醤油で味を整えました。醤油辛く
ないシンプルな京風の煮物です。

京風 ひじきと大豆の煮物

ケース入数：50　賞味期間：1年　JAN：4562123398656
¥298 00100517品 番100g

大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、醤油、ひじき、人参、ごま油（材料
の一部に、大豆・小麦を含む）

ふっくらと調理した大豆を、を煮汁なしで袋詰め。有機
大豆の甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。
袋をあけてそのまま使える手間いらずのドライパック
風大豆水煮です。

パパッと大豆

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398267
¥324 00100477品 番130g

有機大豆（国産、遺伝子組換えでない）

ふっくらと調理した黒大豆を煮汁なしで袋詰め。黒大豆
の甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。袋を
あけてそのまま使える手間いらずのドライパック風黒
大豆水煮です。

パパッと黒豆

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398274
¥324 00100478品 番130g

黒大豆（国産、遺伝子組換えでない）

ふっくらと調理した大粒あずきを煮汁なしで袋詰め。あ
ずきの甘味とコクが豊か。スープや煮物、サラダにも。
袋をあけてそのまま使える手間いらずのドライパック
風あずき水煮です。

パパッとあずき

ケース入数：30　賞味期間：15ヶ月　JAN：4562123398281
¥324 00100479品 番130g

小豆

行楽シーズンに、ぱぱっと手軽に。といだ米と一緒に炊
飯器で炊き上げるだけのご飯の素です。本醸造調味料
を使用し、ひと釡ずつ丁寧に仕込んだ本格派。

鶏ごぼうごはんの素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396928
¥780 00100349品 番170g

鶏肉（国産）、ごぼう（国産）、本醸造丸大豆醤油、椎茸だし、砂糖（種子
島粗糖）、発酵調味料（味の母）、天日塩、麦芽水飴、椎茸、本醸造米酢、
かつおだし

ご飯がメインディッシュに早変わり？おかずに困ったと
きには、炊飯器に入れて一緒に炊きあげるだけの、しゃ
きしゃきたけのこたっぷり炊き込みご飯はいかがでしょ
う。

たけのこご飯の素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396942
¥470 00100351品 番170g

たけのこ（国産）、椎茸（国産）、椎茸だし、砂糖（種子島粗糖）、人参（国
産）、昆布（北海道日高産）、本醸造丸大豆醤油、発酵調味料（味の母）、
かつおだし、本醸造米酢

炊きあがったご飯に混ぜるだけ！たっぷりの具材を、直
火で一釡ずつ丁寧に、だしをしっかりきかせて炊きあ
げ、やわらかな酸味で仕上げました。化学調味料、酵母
エキス不使用。

ちらし寿司の素（2合炊）

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123396935
¥725 00100350品 番200g

たけのこ水煮（たけのこ）、れんこん、ニンジン、干ししいたけ、きざみ昆
布（長昆布、純米酢（米））、りんご酢（りんご果汁（りんご））、きび糖（さと
うきび）、米発酵調味料（米、米こうじ、天日塩【メキシコ・オーストラリ
ア】）、カツオだし（カツオ節、天日塩）、再結晶塩（天日塩【オーストラリ
ア】、塩化マグネシウム含有物［にがり］【オーストラリア】、海水）、醤油

（大豆、小麦、天日塩【メキシコ】）

休止中 休止中
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国内で有機栽培された黒豆を、香ばしく煎りあげまし
た。口に含むと食欲を刺激する香りが広がります。カ
リッとした食感と黒豆特有の甘みとコクは、食べだした
ら止まらない美味しさです。

そのまま、煎り黒豆

ケース入数：30　賞味期間：180日　JAN：4562123399141
¥412 00100565品 番100g

有機黒大豆（国産）

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に仕
上げたちりめんです。素材が持つ旨みを、職人の絶妙な
火加減、さじ加減でひきだしました。化学調味料、保存
料、着色料だけでなく、風味調味料も不使用。 

イタリアンちりめん

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123399950
¥580 00100648品 番35g

ちりめん（瀬戸内海）、オリーブオイル、リンゴ酢、松の実、バジル

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊
き上げたまったりとした食感と味わいの生のりディップ
です。素材が持つ旨みを、職人の絶妙な火加減、さじ加
減でひきだしました。化学調味料、保存料、着色料だけ
でなく、風味調味料も不使用。 

生のりディップ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397024
¥500 00100359品 番85g

生のり（千葉県木更津産）、本醸造醤油（国産丸大豆）、麦芽水飴（甘
藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、かつ
おだし

糀の甘みと本醸造醤油のコクに、青唐辛子のピリッとし
た辛みがアクセントの和風ピリカラ糀です。そのままご
飯のお供に、豆腐や鍋のアクセントに、また生野菜など
のディッピングソースに。

辛うま､和風ピリカラ糀

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123399943
¥374 00100647品 番85g

醤油（大豆・遺伝子組み換えでない、小麦）、米糀、砂糖、青唐辛子（山形
県産）

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊
き上げた食感柔らかな茎わかめです。素材が持つ個性
的な風味を、職人の絶妙な火加減、さじ加減で調和さ
せた逸品です。化学調味料、保存料、着色料だけでな
く、風味調味料も不使用。

甘辛 茎わかめ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397017
¥410 00100358品 番60g

茎わかめ（神奈川県横須賀市沖産）、本醸造醤油（国内産）、麦芽水飴
（甘藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、か

つおだし

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊き
上げた旨みの濃い細切り昆布です。素材が持つ旨みを、職
人の絶妙な火加減、さじ加減でひきだした逸品です。化学
調味料、保存料、着色料だけでなく、風味調味料も不使用。 

甘辛 細切りこんぶ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397000
¥410 00100357品 番60g

昆布（神奈川県横須賀市沖産）、本醸造醤油（国内産）、麦芽水飴（甘
藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、かつ
おだし

有機調味料を厳選し、スッキリとした自然の味わいに仕上
げた有機回鍋肉のもとです。米みそをベースに、砂糖で甘
みを加え、しょうゆや国産オイスターソースでコク付けを
しました。保存料無添加。化学調味料、酵母エキス不使用。

楽ちん、家ごはん　有機回鍋肉のもと

ケース入数：50　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123391695
¥284 00100681品 番100g

有機米味噌（大豆を含む）、有機砂糖、有機コーンスターチ、有機米発
酵調味料、食塩、オイスターエキス、有機にんにく、ごま油、唐辛子、有
機醤油（大豆・小麦を含む）

有機調味料を厳選し、スッキリとした自然の味わいに仕上
げた有機青椒肉絲のもとです。しょうゆをベースに、砂糖
や果汁で甘みを加え、国産オイスターソースでコク付けを
しました。保存料無添加。化学調味料、酵母エキス不使用。

楽ちん、家ごはん　有機青椒牛肉絲のもと

ケース入数：50　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123391718
¥284 00100682品 番100g

有機醤油（大豆、小麦を含む）、有機砂糖、有機にんにく、有機コーンス
ターチ、有機米醗酵調味料、食塩、有機ぶどう果汁、有機しょうが、オイ
スターエキス

カレー

野菜やフルーツのペーストと25種類以上のスパイスを
ブレンド、酵母エキスは使用せず、工夫が生きる自然な
美味しさに仕上げました。とっておきの「隠し味」で、我
が家だけの味に。

我が家のカレーのもと（甘口）

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123397642
¥539 00100421品 番135g

植物性油脂（パーム油、有機べに花油）、米粉、砂糖（粗製糖)、カレー
粉、食塩、馬鈴薯澱粉、玉ねぎ、パイナップル果汁、野菜ペースト(玉葱、
人参、セロリ、長ネギ、トマト、マッシュルーム、椎茸)、粉末トマト、ニン
ニク、りんご果汁、しょうが、フルーツペースト（砂糖、マンゴー、パイ
ナップル、パパイヤ）、有機ココアパウダー

ピリッと中辛。野菜やフルーツのペーストと25種類以上
のスパイスをブレンド、酵母エキスは使用せず、工夫が
生きる自然な美味しさに仕上げました。とっておきの

「隠し味」で、我が家だけの味に。

我が家のカレーのもと（中辛）

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123397659
¥539 00100422品 番135g

植物性油脂（パーム油、有機べに花油）、米粉、砂糖（粗製糖)、カレー
粉、食塩、馬鈴薯澱粉、玉ねぎ、粉末トマト、パイナップル果汁、野菜
ペースト(玉葱、人参、セロリ、長ネギ、トマト、マッシュルーム、椎茸)、ニ
ンニク、りんご果汁、しょうが、フルーツペースト（砂糖、マンゴー、パイ
ナップル、パパイヤ）、有機ココアパウダー

スパイスの専門家が配合から考えた本格カレーを、手
軽に頂けるレトルト加工したレトルトカレーの決定版
です。スパイスと野菜の配合を工夫して、植物性100%
を実現しました。

野菜が美味しい! 
スパイス屋さんの本格カレー 辛口

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392272
¥380 00100721品 番200g

野菜（玉ねぎ、人参、じゃがいも、れんこん）、小麦粉、リンゴピューレ、ト
マトケチャップ、ウスターソース、醤油、はちみつ、香辛料、インゲン豆、
植物油脂（菜種）、カレｰ粉、食塩、（原材料の一部に大豆を含む）

スパイスの専門家が配合から考えた本格カレーを、手
軽に頂けるレトルト加工したレトルトカレーの決定版
です。スパイスと野菜の配合を工夫して、植物性100%
を実現しました。スパイシーな刺激をマイルドにおさえ
た、食べやすい甘口カレーです。

野菜が美味しい! 
スパイス屋さんの本格カレー 甘口

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392289
¥380 00100722品 番200g

野菜（玉ねぎ、かぼちゃ、とうもろこし）、小麦粉、リンゴピューレ、トマト
ケチャップ、ウスタｰソｰス、醤油、はちみつ、香辛料、カレｰ粉、植物油脂

（菜種）、食塩、（原材料の一部に大豆を含む）

テンペの旨味が、トマトの旨味と相まって、化学調味料や
酵母エキスを含むうまみ調味料も一切使わずに、とても
おいしいトマトソースが誕生しました。天性の味覚を
持った日本人だから、わかる本物の｢うまみ｣があります。

パスタが美味しい!
ベジトマトソース テンペ入

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392296
¥350 00100723品 番180g

ホールトマト、トマトピューレ、大豆テンペ、玉ねぎ、ソテーオニオン、植
物油脂（菜種）、りんご、はちみつ、食塩、にんにく、しょうが、ブラック
ペッパー
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国内で有機栽培された黒豆を、香ばしく煎りあげまし
た。口に含むと食欲を刺激する香りが広がります。カ
リッとした食感と黒豆特有の甘みとコクは、食べだした
ら止まらない美味しさです。

そのまま、煎り黒豆

ケース入数：30　賞味期間：180日　JAN：4562123399141
¥412 00100565品 番100g

有機黒大豆（国産）

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に仕
上げたちりめんです。素材が持つ旨みを、職人の絶妙な
火加減、さじ加減でひきだしました。化学調味料、保存
料、着色料だけでなく、風味調味料も不使用。 

イタリアンちりめん

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123399950
¥580 00100648品 番35g

ちりめん（瀬戸内海）、オリーブオイル、リンゴ酢、松の実、バジル

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊
き上げたまったりとした食感と味わいの生のりディップ
です。素材が持つ旨みを、職人の絶妙な火加減、さじ加
減でひきだしました。化学調味料、保存料、着色料だけ
でなく、風味調味料も不使用。 

生のりディップ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397024
¥500 00100359品 番85g

生のり（千葉県木更津産）、本醸造醤油（国産丸大豆）、麦芽水飴（甘
藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、かつ
おだし

糀の甘みと本醸造醤油のコクに、青唐辛子のピリッとし
た辛みがアクセントの和風ピリカラ糀です。そのままご
飯のお供に、豆腐や鍋のアクセントに、また生野菜など
のディッピングソースに。

辛うま､和風ピリカラ糀

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123399943
¥374 00100647品 番85g

醤油（大豆・遺伝子組み換えでない、小麦）、米糀、砂糖、青唐辛子（山形
県産）

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊
き上げた食感柔らかな茎わかめです。素材が持つ個性
的な風味を、職人の絶妙な火加減、さじ加減で調和さ
せた逸品です。化学調味料、保存料、着色料だけでな
く、風味調味料も不使用。

甘辛 茎わかめ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397017
¥410 00100358品 番60g

茎わかめ（神奈川県横須賀市沖産）、本醸造醤油（国内産）、麦芽水飴
（甘藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、か

つおだし

昔ながらのガス直火の鍋を使い、ひと釡ずつ丁寧に炊き
上げた旨みの濃い細切り昆布です。素材が持つ旨みを、職
人の絶妙な火加減、さじ加減でひきだした逸品です。化学
調味料、保存料、着色料だけでなく、風味調味料も不使用。 

甘辛 細切りこんぶ

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123397000
¥410 00100357品 番60g

昆布（神奈川県横須賀市沖産）、本醸造醤油（国内産）、麦芽水飴（甘
藷）、砂糖（種子島粗糖）、発酵調味料（国産米発酵醸造調味料）、かつ
おだし

有機調味料を厳選し、スッキリとした自然の味わいに仕上
げた有機回鍋肉のもとです。米みそをベースに、砂糖で甘
みを加え、しょうゆや国産オイスターソースでコク付けを
しました。保存料無添加。化学調味料、酵母エキス不使用。

楽ちん、家ごはん　有機回鍋肉のもと

ケース入数：50　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123391695
¥284 00100681品 番100g

有機米味噌（大豆を含む）、有機砂糖、有機コーンスターチ、有機米発
酵調味料、食塩、オイスターエキス、有機にんにく、ごま油、唐辛子、有
機醤油（大豆・小麦を含む）

有機調味料を厳選し、スッキリとした自然の味わいに仕上
げた有機青椒肉絲のもとです。しょうゆをベースに、砂糖
や果汁で甘みを加え、国産オイスターソースでコク付けを
しました。保存料無添加。化学調味料、酵母エキス不使用。

楽ちん、家ごはん　有機青椒牛肉絲のもと

ケース入数：50　賞味期間：1年6ヶ月　JAN：4562123391718
¥284 00100682品 番100g

有機醤油（大豆、小麦を含む）、有機砂糖、有機にんにく、有機コーンス
ターチ、有機米醗酵調味料、食塩、有機ぶどう果汁、有機しょうが、オイ
スターエキス

カレー

野菜やフルーツのペーストと25種類以上のスパイスを
ブレンド、酵母エキスは使用せず、工夫が生きる自然な
美味しさに仕上げました。とっておきの「隠し味」で、我
が家だけの味に。

我が家のカレーのもと（甘口）

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123397642
¥539 00100421品 番135g

植物性油脂（パーム油、有機べに花油）、米粉、砂糖（粗製糖)、カレー
粉、食塩、馬鈴薯澱粉、玉ねぎ、パイナップル果汁、野菜ペースト(玉葱、
人参、セロリ、長ネギ、トマト、マッシュルーム、椎茸)、粉末トマト、ニン
ニク、りんご果汁、しょうが、フルーツペースト（砂糖、マンゴー、パイ
ナップル、パパイヤ）、有機ココアパウダー

ピリッと中辛。野菜やフルーツのペーストと25種類以上
のスパイスをブレンド、酵母エキスは使用せず、工夫が
生きる自然な美味しさに仕上げました。とっておきの

「隠し味」で、我が家だけの味に。

我が家のカレーのもと（中辛）

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123397659
¥539 00100422品 番135g

植物性油脂（パーム油、有機べに花油）、米粉、砂糖（粗製糖)、カレー
粉、食塩、馬鈴薯澱粉、玉ねぎ、粉末トマト、パイナップル果汁、野菜
ペースト(玉葱、人参、セロリ、長ネギ、トマト、マッシュルーム、椎茸)、ニ
ンニク、りんご果汁、しょうが、フルーツペースト（砂糖、マンゴー、パイ
ナップル、パパイヤ）、有機ココアパウダー

スパイスの専門家が配合から考えた本格カレーを、手
軽に頂けるレトルト加工したレトルトカレーの決定版
です。スパイスと野菜の配合を工夫して、植物性100%
を実現しました。

野菜が美味しい! 
スパイス屋さんの本格カレー 辛口

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392272
¥380 00100721品 番200g

野菜（玉ねぎ、人参、じゃがいも、れんこん）、小麦粉、リンゴピューレ、ト
マトケチャップ、ウスターソース、醤油、はちみつ、香辛料、インゲン豆、
植物油脂（菜種）、カレｰ粉、食塩、（原材料の一部に大豆を含む）

スパイスの専門家が配合から考えた本格カレーを、手
軽に頂けるレトルト加工したレトルトカレーの決定版
です。スパイスと野菜の配合を工夫して、植物性100%
を実現しました。スパイシーな刺激をマイルドにおさえ
た、食べやすい甘口カレーです。

野菜が美味しい! 
スパイス屋さんの本格カレー 甘口

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392289
¥380 00100722品 番200g

野菜（玉ねぎ、かぼちゃ、とうもろこし）、小麦粉、リンゴピューレ、トマト
ケチャップ、ウスタｰソｰス、醤油、はちみつ、香辛料、カレｰ粉、植物油脂

（菜種）、食塩、（原材料の一部に大豆を含む）

テンペの旨味が、トマトの旨味と相まって、化学調味料や
酵母エキスを含むうまみ調味料も一切使わずに、とても
おいしいトマトソースが誕生しました。天性の味覚を
持った日本人だから、わかる本物の｢うまみ｣があります。

パスタが美味しい!
ベジトマトソース テンペ入

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123392296
¥350 00100723品 番180g

ホールトマト、トマトピューレ、大豆テンペ、玉ねぎ、ソテーオニオン、植
物油脂（菜種）、りんご、はちみつ、食塩、にんにく、しょうが、ブラック
ペッパー



21

爽やかなゆずの香りと芳醇なみその香り。木桶で熟成
したみそを具材にあわせて配合した豊かなコク。お湯
を注ぐだけで作りたての味わいが楽しめる本格派で
す。だし不使用。

熟成みそ汁～ゆず&わかめ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396133
¥259 00100333品 番8g

有機調合みそ（国産）、ゆず（国産）、ほうれん草（国産）、長芋（国産）、わ
かめ（国産）、青ネギ（国産）、食塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラ
ガス粉末（国産）

十二種類の穀物を使ったスープです。とうもろこしの自
然な甘みで飲みやすく穀物の持つ栄養も取ることがで
きます。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができます。
ハラル認証取得。

大地12穀のめぐみポタージュ

ケース入数：36　賞味期間：360日　JAN：4562123399295
¥500 00100580品 番45g（15g×3袋）

とうもろこし、米麹末、有機玄米、はと麦、食塩、かぼちゃ、たまねぎ、大
豆粉末、昆布エキス、黒米、赤米、緑米、大麦、もちきび、たかきび、ひ
え、あわ、パセリ、ホワイトペッパー

栄養豊富なスピルリナと野菜を使った、おいしくて栄養価
の高いスープです。とうもろこしの自然な甘みを生かして、
飲みやすく滋養たっぷりに仕上げた、お湯を注ぐだけで
手軽に飲めるインスタントスープです。ハラル認証取得。

宮古島スピルリナと野菜のめぐみスープ

ケース入数：36　賞味期間：360日　JAN：4562123399301
¥500 00100581品 番42g（14g×3袋）

とうもろこし、米麹末、大豆粉末、食塩、たまねぎ、じゃがいも、亜鉛強化
スピルリナ、ほうれん草、大麦若葉、はと麦若葉、鉄強化スピルリナ、モ
ロヘイヤ、ホワイトペッパー、ごぼう

四万十流域で採草されるあおさの芳醇な香りととみそ
のうま味が醸し出す豊かな風味。木桶で熟成したみそ
を使用したお湯を注ぐだけで作りたての味わいが楽し
める本格派のみそ汁です。

熟成みそ汁～あおさ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398298
¥259 00100481品 番8g

有機調合みそ（国産）、青さのり（国産）、長芋（国産）、青ネギ（国産）、ブ
ロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

数種の野菜やワインをブレンドし味わい豊かに仕上げ
ました。舌触り滑らか、後味はすっきり。自然な素材の風
味が、具材の旨味をひきたてます。乳製品不使用、動物
性不使用、酵母エキス不使用。

我が家のクリームスープのもと

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123398182
¥629 00100469品 番135g

植物油（パーム油、有機べに花油）、野菜粉末（とうもろこし、玉葱、人
参、セロリ）、米粉（米・国産）、食塩、大豆粉（国産・遺伝子組み換えでな
い）、砂糖（粗製糖）、白ワイン、昆布粉末、粉末醤油（小麦を含む）、ホワ
イトペッパー

スープ・
みそ汁

具はシンプルにほうれん草。みそのうま味が醸し出す、
芳醇な香りと豊かな風味。木桶で熟成したみそを具材
にあわせて配合し、お湯を注ぐだけで作りたての味わ
いが楽しめる本格派です。

熟成みそ汁～ほうれん草～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396102
¥259 00100330品 番8g

有機調合みそ（国産）、ほうれん草（国産）、長芋（国産）、わかめ（国産）、
油揚げ（大豆（アメリカ、カナダ）、（遺伝子組み換えでない））、青ネギ
（国産）、食塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

具は肉厚のわかめのみ。みその芳醇な香りと豊かな風
味が際立ちます。木桶で熟成したみそを具材にあわせ
て配合し、お湯を注ぐだけで作りたての味わいが楽し
める本格派です。だし不使用。

熟成みそ汁～わかめ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396126
¥259 00100332品 番8g

有機調合みそ（国産）、わかめ（国産）、長芋（国産）、青ネギ（国産）、食
塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

インス
タント
食品

植物性素材100％！本醸造醤油で仕上げた深みのある
醤油味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの強いノ
ンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用のヘル
シーな美味しさです。

野菜がおいしい　しょうゆラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397208
¥228 00100377品 番98g

めん[小麦粉（国産）、食塩,焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付調
味料[しょうゆ、食塩、酵母エキス、なたね油、砂糖、白菜エキス、昆布、ご
ま油]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

植物性素材100％！本醸造醤油で仕上げた深みのある
醤油味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの強いノ
ンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用のヘル
シーな美味しさです。

野菜がおいしい　しおラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397192
¥228 00100376品 番96g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付
調味料[食塩、酵母エキス、なたね油、しょうゆ、白菜エキス、砂糖、昆
布、昆布エキス]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

一度食べたらクセになる！あごのうま味がしっかり効い
たコク深いスープと国産小麦100%の香り高いコシの
強いノンフライめん。化学調味料、かんすい、合成保存
料不使用。

あごだし仕立て　醤油ラーメン

ケース入数：30　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123397222
¥228 00100379品 番119g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付調味
料[醤油,焼きあご、ポークエキス、なたね油、ラード、食塩、いりこ、さば節、い
わし、酵母エキス、オニオンエキス、小麦グルテン酵素分解物、魚醤、チキン
エキス、ごま油、にんにく、しょうが]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

植物性素材100％！米味噌と本醸造醤油で仕上げたコ
ク深い味噌味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの
強いノンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用の
ヘルシーな美味しさです。

野菜がおいしい　みそラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397215
¥228 00100378品 番105g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付
調味料[みそ、食塩、酵母エキス、しょうゆ、なたね油、砂糖、ごま、白菜エ
キス、ごま油、でんぷん、香辛料]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
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爽やかなゆずの香りと芳醇なみその香り。木桶で熟成
したみそを具材にあわせて配合した豊かなコク。お湯
を注ぐだけで作りたての味わいが楽しめる本格派で
す。だし不使用。

熟成みそ汁～ゆず&わかめ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396133
¥259 00100333品 番8g

有機調合みそ（国産）、ゆず（国産）、ほうれん草（国産）、長芋（国産）、わ
かめ（国産）、青ネギ（国産）、食塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラ
ガス粉末（国産）

十二種類の穀物を使ったスープです。とうもろこしの自
然な甘みで飲みやすく穀物の持つ栄養も取ることがで
きます。お湯を注ぐだけで簡単に作ることができます。
ハラル認証取得。

大地12穀のめぐみポタージュ

ケース入数：36　賞味期間：360日　JAN：4562123399295
¥500 00100580品 番45g（15g×3袋）

とうもろこし、米麹末、有機玄米、はと麦、食塩、かぼちゃ、たまねぎ、大
豆粉末、昆布エキス、黒米、赤米、緑米、大麦、もちきび、たかきび、ひ
え、あわ、パセリ、ホワイトペッパー

栄養豊富なスピルリナと野菜を使った、おいしくて栄養価
の高いスープです。とうもろこしの自然な甘みを生かして、
飲みやすく滋養たっぷりに仕上げた、お湯を注ぐだけで
手軽に飲めるインスタントスープです。ハラル認証取得。

宮古島スピルリナと野菜のめぐみスープ

ケース入数：36　賞味期間：360日　JAN：4562123399301
¥500 00100581品 番42g（14g×3袋）

とうもろこし、米麹末、大豆粉末、食塩、たまねぎ、じゃがいも、亜鉛強化
スピルリナ、ほうれん草、大麦若葉、はと麦若葉、鉄強化スピルリナ、モ
ロヘイヤ、ホワイトペッパー、ごぼう

四万十流域で採草されるあおさの芳醇な香りととみそ
のうま味が醸し出す豊かな風味。木桶で熟成したみそ
を使用したお湯を注ぐだけで作りたての味わいが楽し
める本格派のみそ汁です。

熟成みそ汁～あおさ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398298
¥259 00100481品 番8g

有機調合みそ（国産）、青さのり（国産）、長芋（国産）、青ネギ（国産）、ブ
ロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

数種の野菜やワインをブレンドし味わい豊かに仕上げ
ました。舌触り滑らか、後味はすっきり。自然な素材の風
味が、具材の旨味をひきたてます。乳製品不使用、動物
性不使用、酵母エキス不使用。

我が家のクリームスープのもと

ケース入数：40　賞味期間：240日　JAN：4562123398182
¥629 00100469品 番135g

植物油（パーム油、有機べに花油）、野菜粉末（とうもろこし、玉葱、人
参、セロリ）、米粉（米・国産）、食塩、大豆粉（国産・遺伝子組み換えでな
い）、砂糖（粗製糖）、白ワイン、昆布粉末、粉末醤油（小麦を含む）、ホワ
イトペッパー

スープ・
みそ汁

具はシンプルにほうれん草。みそのうま味が醸し出す、
芳醇な香りと豊かな風味。木桶で熟成したみそを具材
にあわせて配合し、お湯を注ぐだけで作りたての味わ
いが楽しめる本格派です。

熟成みそ汁～ほうれん草～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396102
¥259 00100330品 番8g

有機調合みそ（国産）、ほうれん草（国産）、長芋（国産）、わかめ（国産）、
油揚げ（大豆（アメリカ、カナダ）、（遺伝子組み換えでない））、青ネギ
（国産）、食塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

具は肉厚のわかめのみ。みその芳醇な香りと豊かな風
味が際立ちます。木桶で熟成したみそを具材にあわせ
て配合し、お湯を注ぐだけで作りたての味わいが楽し
める本格派です。だし不使用。

熟成みそ汁～わかめ～

賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123396126
¥259 00100332品 番8g

有機調合みそ（国産）、わかめ（国産）、長芋（国産）、青ネギ（国産）、食
塩、ブロッコリー粉末（国産）、アスパラガス粉末（国産）

インス
タント
食品

植物性素材100％！本醸造醤油で仕上げた深みのある
醤油味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの強いノ
ンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用のヘル
シーな美味しさです。

野菜がおいしい　しょうゆラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397208
¥228 00100377品 番98g

めん[小麦粉（国産）、食塩,焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付調
味料[しょうゆ、食塩、酵母エキス、なたね油、砂糖、白菜エキス、昆布、ご
ま油]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

植物性素材100％！本醸造醤油で仕上げた深みのある
醤油味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの強いノ
ンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用のヘル
シーな美味しさです。

野菜がおいしい　しおラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397192
¥228 00100376品 番96g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付
調味料[食塩、酵母エキス、なたね油、しょうゆ、白菜エキス、砂糖、昆
布、昆布エキス]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

一度食べたらクセになる！あごのうま味がしっかり効い
たコク深いスープと国産小麦100%の香り高いコシの
強いノンフライめん。化学調味料、かんすい、合成保存
料不使用。

あごだし仕立て　醤油ラーメン

ケース入数：30　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123397222
¥228 00100379品 番119g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付調味
料[醤油,焼きあご、ポークエキス、なたね油、ラード、食塩、いりこ、さば節、い
わし、酵母エキス、オニオンエキス、小麦グルテン酵素分解物、魚醤、チキン
エキス、ごま油、にんにく、しょうが]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

植物性素材100％！米味噌と本醸造醤油で仕上げたコ
ク深い味噌味スープ。国産小麦100%の香り高いコシの
強いノンフライ、ストレートめん。合成添加物不使用の
ヘルシーな美味しさです。

野菜がおいしい　みそラーメン

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397215
¥228 00100378品 番105g

めん[小麦粉（国産）、食塩、焼成カルシウム、未焼成カルシウム]、添付
調味料[みそ、食塩、酵母エキス、しょうゆ、なたね油、砂糖、ごま、白菜エ
キス、ごま油、でんぷん、香辛料]（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
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わかめだけ、添加物なし。島根県特産の葉肉が薄く柔ら
かいわかめを水洗いし、板状に干しました。日本海の荒
波を耐えて育ったわかめの自然な甘みと磯の香りがご
馳走です。

島根 板わかめ

ケース入数：100　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393866
¥795 00100069品 番25g

わかめ

天日乾燥、自然の旨み。有機栽培された大根を千切りに
し、手作業で天日に干しました。自然の恵みが凝縮され
た濃厚な甘みと、シャキシャキとした歯ごたえが特徴で
す。

有機 切干し大根

ケース入数：50　賞味期間：3ヶ月　JAN：4562123394542
¥342 00100164品 番50g

有機大根（国産）

乾物・
海産品

乾物・ソイミート・海産物
Seaweed, Dried Vegitables/mushrooms

しっかりとした食べ応え。国内産有機大豆を100%使用
し、重曹などの膨張剤は使用せずに作った厚みのある
高野豆腐です。有機大豆の味が凝縮された豊かで濃い
旨み。

こうや豆腐

ケース入数：96（20袋×8合）　賞味期間：6ヶ月　
JAN：4562123395945

¥598 00100319品 番6枚（99g）

有機大豆（遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

噛めばじゅっと、染み出る旨味。生で食べておいしいし
いだけだけを乾燥させた、肉厚で歯ごたえのあるどん
こしいたけです。筑前煮やしいたけ肉詰めなど、しいた
けそのものを食べるお料理にこそご使用ください。

熊本産 どんこしいたけ

ケース入数：30　賞味期間：365日　JAN：4562123398649
¥842 00100516品 番50g

しいたけ（原木）

乾しい た けに 含まれるグアニ ル 酸 は日本 伝 統 の ”
UMAMI”の素。水戻しが早い薄手の乾しいたけを選別
せずに袋詰めしてお手頃に。かたちや大きさは不揃い
ですが、味は一流です。

大分産 乾しいたけ　お徳用

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393439
¥909 00100026品 番100g

乾しいたけ（原木）

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123393446
¥520 00100027品 番50g

あらめは苦いと思っている方に。島根県隠岐ノ島の郷
土食、幅広で柔らかいあらめです。潮の流れが速く綺麗
な海で採れた天然あらめを、丁寧に釡ゆでし乾燥させ
ました。

隠岐　巾広あらめ

ケース入数：150　賞味期間：1年　JAN：4562123393576
¥289 00100040品 番20g

あらめ（島根県産隠岐産）

ふわっと広がる優しい風味。中心の白い部分だけを丁
寧に削り、繊細で色白、贅沢で上品な味わいに仕上げ
ました。醸造酢と昆布だけを使った昔ながらの特上とと
ろです。

白とろろ

ケース入数：30　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123397536
¥419 00100410品 番30g

昆布（北海道道南産） 

ねばりの強い、細切り昆布。北海道道南地方でとれたか
ごめ昆布を乾燥させ、使いやすく刻みました。自然な海
の味わい。和え物や酢の物に。麺類やお味噌汁にも。毎
日の食事に、手軽に海藻を。

がごめ昆布

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123397529
¥468 00100409品 番30g

昆布（北海道道南産）

滋養豊かな高野豆腐を使いやすく米粒大にカットしま
した。湯戻し不要の使いやすいつぶつぶ高野豆腐で
す。濃い目に味付けし肉そぼろ風に、トマトピュレとあ
わせミートソースに、お米と一緒に炊飯しても。

Happy Beans 畑のお肉～つぶつぶ～

ケース入数：90（30袋×3合）　賞味期間：90日　
JAN：4562123395976

¥540 00100322品 番100g

大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

国内産有機大豆を100%使用し、昔ながらの製法のまま
に伝統の味を今に伝える逸品です。重曹などの膨張剤
は使用していないので食べごたえがあります。有機大豆
の味が凝縮された凍り豆腐です。

有機 凍り豆腐

ケース入数：160　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395952
¥398 00100320品 番6枚（56g）

有機大豆（遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

滋養豊かな高野豆腐を使いやすい粉末にしました。小
麦粉と混ぜて製菓・製パンに、ひき肉料理に混ぜてハ
ンバーグや肉団子に。糖質やカロリーを抑えたい方に
もお勧めの、高野豆腐の新しいカタチです。

Happy Beans 畑のお肉～パウダー～

ケース入数：90（30袋×3合）　賞味期間：90日　
JAN：4562123395969

¥394 00100321品 番100g

有機大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

産地直送。北海道南茅部の真昆布を乾燥させ、昆布漁
師が手で丁寧に切りそろえた肉厚の切りだしこんぶで
す。濃厚な旨みとほのかな甘みのあるだしが取れます。
だしをとった昆布はそのまま具材や佃煮に。

こんぶ屋さんの切りだしこんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398977
¥1,135 00100549品 番150g

真昆布（北海道函館市尾札部産）

北海道南茅部で取れた真昆布を乾燥させ、根の部分を手
作業で切り分けました。肉厚ですが、柔らかく食べ応えの
ある昆布漁師イチオシの根こんぶです。おでんなど濃い
味付けのお料理にも負けない味わいのだしが取れます。

こんぶ屋さんのだし根こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398991
¥1,135 00100551品 番150g

真昆布（北海道函館市尾札部産）

産地直送。薄手で柔らかい食べて美味しい早煮こんぶ
です。北海道南茅部の真昆布を乾燥させ、昆布漁師が
手作業で選別しながら丁寧に切りそろえました。真昆布
特有の甘みや旨味もしっかり。昆布巻きや結び昆布な
どの昆布を食べるお料理に。

こんぶ屋さんの早煮こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398984
¥687 00100550品 番100g

真昆布（北海道函館市尾札部産）

no image
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わかめだけ、添加物なし。島根県特産の葉肉が薄く柔ら
かいわかめを水洗いし、板状に干しました。日本海の荒
波を耐えて育ったわかめの自然な甘みと磯の香りがご
馳走です。

島根 板わかめ

ケース入数：100　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393866
¥795 00100069品 番25g

わかめ

天日乾燥、自然の旨み。有機栽培された大根を千切りに
し、手作業で天日に干しました。自然の恵みが凝縮され
た濃厚な甘みと、シャキシャキとした歯ごたえが特徴で
す。

有機 切干し大根

ケース入数：50　賞味期間：3ヶ月　JAN：4562123394542
¥342 00100164品 番50g

有機大根（国産）

乾物・
海産品

乾物・ソイミート・海産物
Seaweed, Dried Vegitables/mushrooms

しっかりとした食べ応え。国内産有機大豆を100%使用
し、重曹などの膨張剤は使用せずに作った厚みのある
高野豆腐です。有機大豆の味が凝縮された豊かで濃い
旨み。

こうや豆腐

ケース入数：96（20袋×8合）　賞味期間：6ヶ月　
JAN：4562123395945

¥598 00100319品 番6枚（99g）

有機大豆（遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

噛めばじゅっと、染み出る旨味。生で食べておいしいし
いだけだけを乾燥させた、肉厚で歯ごたえのあるどん
こしいたけです。筑前煮やしいたけ肉詰めなど、しいた
けそのものを食べるお料理にこそご使用ください。

熊本産 どんこしいたけ

ケース入数：30　賞味期間：365日　JAN：4562123398649
¥842 00100516品 番50g

しいたけ（原木）

乾しい た けに 含まれるグアニ ル 酸 は日本 伝 統 の ”
UMAMI”の素。水戻しが早い薄手の乾しいたけを選別
せずに袋詰めしてお手頃に。かたちや大きさは不揃い
ですが、味は一流です。

大分産 乾しいたけ　お徳用

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393439
¥1,000 00100026品 番100g

乾しいたけ（原木）

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123393446
¥580 00100027品 番50g

あらめは苦いと思っている方に。島根県隠岐ノ島の郷
土食、幅広で柔らかいあらめです。潮の流れが速く綺麗
な海で採れた天然あらめを、丁寧に釡ゆでし乾燥させ
ました。

隠岐　巾広あらめ

ケース入数：150　賞味期間：1年　JAN：4562123393576
¥289 00100040品 番20g

あらめ（島根県産隠岐産）

ふわっと広がる優しい風味。中心の白い部分だけを丁
寧に削り、繊細で色白、贅沢で上品な味わいに仕上げ
ました。醸造酢と昆布だけを使った昔ながらの特上とと
ろです。

白とろろ

ケース入数：30　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123397536
¥419 00100410品 番30g

昆布（北海道道南産） 

ねばりの強い、細切り昆布。北海道道南地方でとれたか
ごめ昆布を乾燥させ、使いやすく刻みました。自然な海
の味わい。和え物や酢の物に。麺類やお味噌汁にも。毎
日の食事に、手軽に海藻を。

がごめ昆布

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123397529
¥468 00100409品 番30g

昆布（北海道道南産）

滋養豊かな高野豆腐を使いやすく米粒大にカットしま
した。湯戻し不要の使いやすいつぶつぶ高野豆腐で
す。濃い目に味付けし肉そぼろ風に、トマトピュレとあ
わせミートソースに、お米と一緒に炊飯しても。

Happy Beans 畑のお肉～つぶつぶ～

ケース入数：90（30袋×3合）　賞味期間：90日　
JAN：4562123395976

¥540 00100322品 番100g

大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

国内産有機大豆を100%使用し、昔ながらの製法のまま
に伝統の味を今に伝える逸品です。重曹などの膨張剤
は使用していないので食べごたえがあります。有機大豆
の味が凝縮された凍り豆腐です。

有機 凍り豆腐

ケース入数：160　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123395952
¥398 00100320品 番6枚（56g）

有機大豆（遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

滋養豊かな高野豆腐を使いやすい粉末にしました。小
麦粉と混ぜて製菓・製パンに、ひき肉料理に混ぜてハ
ンバーグや肉団子に。糖質やカロリーを抑えたい方に
もお勧めの、高野豆腐の新しいカタチです。

Happy Beans 畑のお肉～パウダー～

ケース入数：90（30袋×3合）　賞味期間：90日　
JAN：4562123395969

¥394 00100321品 番100g

有機大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり）

産地直送。北海道南茅部の真昆布を乾燥させ、昆布漁
師が手で丁寧に切りそろえた肉厚の切りだしこんぶで
す。濃厚な旨みとほのかな甘みのあるだしが取れます。
だしをとった昆布はそのまま具材や佃煮に。

こんぶ屋さんの切りだしこんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398977
¥1,135 00100549品 番150g

真昆布（北海道函館市尾札部産）

北海道南茅部で取れた真昆布を乾燥させ、根の部分を手
作業で切り分けました。肉厚ですが、柔らかく食べ応えの
ある昆布漁師イチオシの根こんぶです。おでんなど濃い
味付けのお料理にも負けない味わいのだしが取れます。

こんぶ屋さんのだし根こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398991
¥1,135 00100551品 番150g

真昆布（北海道函館市尾札部産）

産地直送。薄手で柔らかい食べて美味しい早煮こんぶ
です。北海道南茅部の真昆布を乾燥させ、昆布漁師が
手作業で選別しながら丁寧に切りそろえました。真昆布
特有の甘みや旨味もしっかり。昆布巻きや結び昆布な
どの昆布を食べるお料理に。

こんぶ屋さんの早煮こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123398984
¥687 00100550品 番100g

真昆布（北海道函館市尾札部産）
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昆布漁師の手づくり。純米酢に漬け込んだ真昆布とが
ごめ昆布を、薄く削り上げたとろろこんぶです。上品な酸
味と真昆布の柔らかな甘み、昆布のもつ旨味が見事に
調和しています。炊きたてご飯に、またお吸い物にも。

こんぶ屋さんの手づくりとろろ昆布

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399004
¥774 00100552品 番40g

真昆布/がごめ昆布（ともに（北海道函館市尾札部産））、本醸造米酢

細切りした天然真昆布を炊き上げて味付けし、ゆっくり
と乾燥させて仕上げました。昆布の味わいが感じられる
塩からくない汐吹こんぶです。炊きたてご飯やお茶漬
け、おにぎりに。野菜と合わせて一夜漬けやパスタにも。

こんぶ屋さんの汐吹こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：8ヶ月　JAN：4562123399011
¥432 00100553品 番30g

天然真昆布（函館尾札部産）、醤油、砂糖、本味醂、塩、清酒、酢

寒天の発祥の地といわれる京都で100年あまり寒天を
作り続けてきた、寒天製造問屋からお届けする最高級
糸寒天です。

無漂白 糸かんてん

ケース入数：60　賞味期間：720日　JAN：4562123399929
¥620 00100645品 番30g

天草

伊勢志摩の海で育った磯の香り豊かな芽ひじきです。
歯ごたえがよく、しっかりとした食感と風味が、煮物や酢
のものにもぴったりです。

伊勢志摩産 芽ひじき

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392067
¥310 00100666品 番20g

芽ひじき（伊勢志摩産）

国産の海藻をミックスしました。天然の伊勢志摩産の
わかめを使用しております。水で戻し、お好みの野菜を
加えるだけで簡単にヘルシーな海藻サラダが出来上が
ります。

海藻サラダ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392104
¥380 00100670品 番12g

わかめ、茎わかめ、赤まふのり、白とさか、赤とさか

伊勢志摩の海で育った磯の香り豊かなひじきです。歯
ごたえがよく、しっかりとした食感と風味が、煮物や酢の
ものにもぴったりです。

伊勢志摩産 長ひじき

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392074
¥340 00100667品 番20g

ひじき（伊勢志摩産）

伊勢志摩の海で育ったあらめを手摘みした後、天日乾
燥させ刻みました。煮物にして美味しくお召し上がりく
ださい。

伊勢志摩産 きざみあらめ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392081
¥250 00100668品 番20g

あらめ（伊勢志摩産）

伊勢志摩の美しい海で育ったわかめを乾燥し、使いや
すい大きさにカットしました。鮮やかな緑の色合いと風
味をお楽しみください。

天然伊勢志摩産 カットわかめ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392098
¥420 00100669品 番10g

湯戻しわかめ（伊勢志摩産）

インドネシアの高原に自生しているムカゴこんにゃく芋
が主原料。農薬を使わずに栽培しているので、安全で
安心。熱湯に浸して5～7分待つだけ。独特のコシのあ
る、プリッとした食感は定番の料理にはもちろん、サラ
ダや酢の物、炒め物にもおいしい！

乾燥しらたき

ケース入数：25　賞味期間：24ヶ月　JAN：4562123397727
¥180 00100429品 番75g（25g×3）

水あめ（タピオカ）、タピオカでんぷん、こんにゃく粉、水酸化カルシウ
ム、クエン酸

程よい酸味と甘みがお料理のアクセントに。熊本県産
の有機トマトを低温でじっくり乾燥させたドライトマト
です。無塩・無添加。噛みしめるとトマトの旨味が染み
出てきます。

ドライトマト

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397680
¥720 00100425品 番30g

有機トマト

自生しているムカゴこんにゃく芋と農薬に頼らずに栽
培したキャッサバ（＝タピオカ）を使用した安全原料
（芋はどちらもインドネシア産）。炊飯器でお米と一緒に
ふっくらおいしく炊けます。

乾燥粒しらたき

ケース入数：100　賞味期間：2年　JAN：4562123392302
¥195 00100724品 番65g

でんぷん、コンニャク粉、貝Ca、水酸化Ca、クエン酸

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123392319
¥1,560 00100725品 番650g

なめらかな喉ごしと弾力のある食感。450年の伝統を持
つ製法そのままに、厳寒期に純度の高い湧水でさらし
た本葛粉をおしげなく使った吉野本葛100%の葛きり
です。

本葛きり

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123395907
¥759 00100315品 番100g

葛粉

ソイ
ミート

植物性でもボリュームたっぷり！さっとゆがいてそぼろ
風に、またハンバーグやコロッケの具に、メンチカツ
に。味付け次第で冷めても美味しい、お弁当のおかず
にも最適の万能選手です。

畑のお肉　ソイミート（ミンチ）

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393415
¥608 00100024品 番130g

大豆（国産、遺伝子組み換えでない）
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昆布漁師の手づくり。純米酢に漬け込んだ真昆布とが
ごめ昆布を、薄く削り上げたとろろこんぶです。上品な酸
味と真昆布の柔らかな甘み、昆布のもつ旨味が見事に
調和しています。炊きたてご飯に、またお吸い物にも。

こんぶ屋さんの手づくりとろろ昆布

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399004
¥774 00100552品 番40g

真昆布/がごめ昆布（ともに（北海道函館市尾札部産））、本醸造米酢

細切りした天然真昆布を炊き上げて味付けし、ゆっくり
と乾燥させて仕上げました。昆布の味わいが感じられる
塩からくない汐吹こんぶです。炊きたてご飯やお茶漬
け、おにぎりに。野菜と合わせて一夜漬けやパスタにも。

こんぶ屋さんの汐吹こんぶ

ケース入数：30　賞味期間：8ヶ月　JAN：4562123399011
¥432 00100553品 番30g

天然真昆布（函館尾札部産）、醤油、砂糖、本味醂、塩、清酒、酢

寒天の発祥の地といわれる京都で100年あまり寒天を
作り続けてきた、寒天製造問屋からお届けする最高級
糸寒天です。

無漂白 糸かんてん

ケース入数：60　賞味期間：720日　JAN：4562123399929
¥620 00100645品 番30g

天草

伊勢志摩の海で育った磯の香り豊かな芽ひじきです。
歯ごたえがよく、しっかりとした食感と風味が、煮物や酢
のものにもぴったりです。

伊勢志摩産 芽ひじき

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392067
¥310 00100666品 番20g

芽ひじき（伊勢志摩産）

国産の海藻をミックスしました。天然の伊勢志摩産の
わかめを使用しております。水で戻し、お好みの野菜を
加えるだけで簡単にヘルシーな海藻サラダが出来上が
ります。

海藻サラダ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392104
¥380 00100670品 番12g

わかめ、茎わかめ、赤まふのり、白とさか、赤とさか

伊勢志摩の海で育った磯の香り豊かなひじきです。歯
ごたえがよく、しっかりとした食感と風味が、煮物や酢の
ものにもぴったりです。

伊勢志摩産 長ひじき

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392074
¥340 00100667品 番20g

ひじき（伊勢志摩産）

伊勢志摩の海で育ったあらめを手摘みした後、天日乾
燥させ刻みました。煮物にして美味しくお召し上がりく
ださい。

伊勢志摩産 きざみあらめ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392081
¥250 00100668品 番20g

あらめ（伊勢志摩産）

伊勢志摩の美しい海で育ったわかめを乾燥し、使いや
すい大きさにカットしました。鮮やかな緑の色合いと風
味をお楽しみください。

天然伊勢志摩産 カットわかめ

ケース入数：10　賞味期間：365日　JAN：4562123392098
¥420 00100669品 番10g

湯戻しわかめ（伊勢志摩産）

インドネシアの高原に自生しているムカゴこんにゃく芋
が主原料。農薬を使わずに栽培しているので、安全で
安心。熱湯に浸して5～7分待つだけ。独特のコシのあ
る、プリッとした食感は定番の料理にはもちろん、サラ
ダや酢の物、炒め物にもおいしい！

乾燥しらたき

ケース入数：25　賞味期間：24ヶ月　JAN：4562123397727
¥180 00100429品 番75g（25g×3）

水あめ（タピオカ）、タピオカでんぷん、こんにゃく粉、水酸化カルシウ
ム、クエン酸

程よい酸味と甘みがお料理のアクセントに。熊本県産
の有機トマトを低温でじっくり乾燥させたドライトマト
です。無塩・無添加。噛みしめるとトマトの旨味が染み
出てきます。

ドライトマト

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397680
¥720 00100425品 番30g

有機トマト

自生しているムカゴこんにゃく芋と農薬に頼らずに栽
培したキャッサバ（＝タピオカ）を使用した安全原料
（芋はどちらもインドネシア産）。炊飯器でお米と一緒に
ふっくらおいしく炊けます。

乾燥粒しらたき

ケース入数：100　賞味期間：2年　JAN：4562123392302
¥195 00100724品 番65g

でんぷん、コンニャク粉、貝Ca、水酸化Ca、クエン酸

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123392319
¥1,560 00100725品 番650g

なめらかな喉ごしと弾力のある食感。450年の伝統を持
つ製法そのままに、厳寒期に純度の高い湧水でさらし
た本葛粉をおしげなく使った吉野本葛100%の葛きり
です。

本葛きり

ケース入数：50　賞味期間：2年　JAN：4562123395907
¥759 00100315品 番100g

葛粉

ソイ
ミート

植物性でもボリュームたっぷり！さっとゆがいてそぼろ
風に、またハンバーグやコロッケの具に、メンチカツ
に。味付け次第で冷めても美味しい、お弁当のおかず
にも最適の万能選手です。

畑のお肉　ソイミート（ミンチ）

ケース入数：20　賞味期間：1年　JAN：4562123393415
¥608 00100024品 番130g

大豆（国産、遺伝子組み換えでない）
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漬物・つくだに・ふりかけ
Japanese pickles, Condiments

漬物・
梅干し

自然のままに育った植物の力強く優しい味わい。樹上
で完熟させた青梅を海塩だけで漬け込んだ昔懐かし
い酸味のある梅干しを、赤じそと漬け込んだ「すっぱい
梅干し」です。

有機しそ漬梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394658
¥734 00100154品 番150g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（有機しそ（奈良県）、食塩）

自然のままに育った植物の力強く優しい味わい。樹上
で完熟させた青梅を海塩だけで漬け込んだ昔懐かし
い酸味のある梅干しです。3年以上熟成させた梅のみ
お届けします。

有機三年熟成梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394665
¥759 00100155品 番150g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（食塩）

ぴりっと辛い、昔ながらの紅しょうが。青梅と塩、赤じそ
から生まれた梅酢で、高知県産しょうがを漬けました。
刻んであるのでそのまま使えます。砂糖、人工着色料不
使用。

昔ながらの紅しょうが

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123395365
¥329 00100388品 番60g

しょうが（国産）、漬け原材料（梅、しそ、食塩）

自然の摂理に従って育った小粒でも実が厚い小梅と赤
じそを、昔ながらの製法で漬け込みました。かわいらし
い一口サイズでお弁当やおにぎりにも最適です。

無為自然 有機やわらか小梅干し

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123396997
¥980 00100356品 番150g

有機小梅（奈良県）、漬け原材料（有機しそ（奈良県）、食塩）

化学肥料や化学合成された農薬・除草剤を一切使用せ
ず育てた梅を、昔ながらの方法で漬け込んだ梅干しで
す。漬け込んでから最低3回の夏を越したものだけお届
けします。ひとり1個、食べきりのMサイズ。

有機三年熟成 食べきり梅

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394672
¥640 00100156品 番150g

ケース入数：6　賞味期間：720日　JAN：4562123392531
¥3,980 00100739品 番1000g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（食塩）

九州産の高菜をじっくりと乳酸発酵した古漬けを刻み、
素材の持ち味を引き出した素朴な風味が特徴の高菜
漬けです。ご飯の友に、またチャーハンやパスタに。使
い勝手のいい刻みタイプ。

きざみ高菜漬け

ケース入数：60　賞味期間：150日　JAN：4562123398366
¥260 00100488品 番130g

高菜（九州産）、漬け原材料（梅酢、麦芽水飴、食塩、ウコン粉（沖縄））

宮崎県綾町で栽培期間中農薬や化学肥料を使わずに
育てたらっきょうを、粗糖や米酢で仕上げた、甘さ控え
めのらっきょう漬けです。歯触りがよく風味豊か。上質の
米酢で爽やかな仕上がりに。

さわやからっきょう

ケース入数：60　賞味期間：150日　JAN：4562123398373
¥360 00100489品 番100g

らっきょう（九州産）、漬け原材料（粗糖、米酢、食塩）

宮崎産の干し大根を米ぬかでつけ込んだ、歯切れの良
い、素朴な風味の干したくあんです。昔ながらの手法に
準じてつくっております。

ぬかたくあん

ケース入数：60　賞味期間：120日　JAN：4562123398380
¥360 00100490品 番1個

大根（九州産）、米糠、唐辛子、昆布、食塩

美味しくて、そして安心・安全な甘酢生姜です。九州産
の農薬不使用の生姜を使い、ほんのり甘酸っぱく仕上
げました。鮮度の高いにぎり寿司に添えても遜色のな
い食べ心地と味付けです。

甘酢生姜

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123398397
¥360 00100491品 番50g

生姜（宮崎産）、漬け原材料（粗糖、米酢、食塩）

肉厚のわかめがたっぷり。国産わかめに国産の白ごま
を加え、パウダー状にした｢低温製法　海水塩｣をあわ
せました。ご飯をもう一膳おかわりしたくなる美味しさ
です。

わかめふりかけ

ケース入数：100　賞味期間：１年　JAN：4562123393316
¥630 00100014品 番50g

わかめ（国産）、白ごま（国産）、海塩（国産）

味の濃い黒大豆とコクのある金ごまが、しっとりタイプ
のふりかけ風に。炊きたてご飯はもちろん、うどんやそ
うめん、パスタに混ぜて。野菜の和え衣にも。甘口仕上
げ。

黒大豆とごまのしっとりふりかけ

ケース入数：50　賞味期間：１年　JAN：4562123397482
¥320 00100405品 番60g

金ごま、砂糖、醤油（本醸造）、本みりん、黒大豆、食塩 ※原材料の一部
に大豆、小麦を含む

ふりかけ

しゃきっとした歯ごたえの純国産味付ザーサイ。厳選し
た調味料であっさりと味つけしました。香ばしい風味で
食が進みます。刻んでチャーハンやラーメンの具にも
ぴったりです。

味付ザーサイ

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123397161
¥435 00100373品 番100g

ザーサイ、かつおエキス、魚醤、砂糖、発酵調味料、醸造酢、ごま油、食
塩、香辛料（こしょう、唐辛子）

旨み満点！国産ザーサイの葉を、厳選した調味料で味
つけしました。そのままご飯のおともに、チャーハンや
ラーメン、ぎょうざの具にも。素材の味と食感が生きた
ザーサイの新しい味！

葉ザーサイ味付

賞味期間：90日　JAN：4562123396171
¥415 00100337品 番100g

ザーサイ、かつおエキス、魚醤、砂糖、発酵調味料、しょうが、醸造酢、ご
ま油、食塩、香辛料（こしょう、唐辛子）

no image
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漬物・つくだに・ふりかけ
Japanese pickles, Condiments

漬物・
梅干し

自然のままに育った植物の力強く優しい味わい。樹上
で完熟させた青梅を海塩だけで漬け込んだ昔懐かし
い酸味のある梅干しを、赤じそと漬け込んだ「すっぱい
梅干し」です。

有機しそ漬梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394658
¥734 00100154品 番150g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（有機しそ（奈良県）、食塩）

自然のままに育った植物の力強く優しい味わい。樹上
で完熟させた青梅を海塩だけで漬け込んだ昔懐かし
い酸味のある梅干しです。3年以上熟成させた梅のみ
お届けします。

有機三年熟成梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394665
¥759 00100155品 番150g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（食塩）

ぴりっと辛い、昔ながらの紅しょうが。青梅と塩、赤じそ
から生まれた梅酢で、高知県産しょうがを漬けました。
刻んであるのでそのまま使えます。砂糖、人工着色料不
使用。

昔ながらの紅しょうが

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123395365
¥329 00100388品 番60g

しょうが（国産）、漬け原材料（梅、しそ、食塩）

自然の摂理に従って育った小粒でも実が厚い小梅と赤
じそを、昔ながらの製法で漬け込みました。かわいらし
い一口サイズでお弁当やおにぎりにも最適です。

無為自然 有機やわらか小梅干し

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123396997
¥980 00100356品 番150g

有機小梅（奈良県）、漬け原材料（有機しそ（奈良県）、食塩）

化学肥料や化学合成された農薬・除草剤を一切使用せ
ず育てた梅を、昔ながらの方法で漬け込んだ梅干しで
す。漬け込んでから最低3回の夏を越したものだけお届
けします。ひとり1個、食べきりのMサイズ。

有機三年熟成 食べきり梅

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123394672
¥640 00100156品 番150g

ケース入数：6　賞味期間：720日　JAN：4562123392531
¥3,980 00100739品 番1000g

有機梅（奈良県）、漬け原材料（食塩）

九州産の高菜をじっくりと乳酸発酵した古漬けを刻み、
素材の持ち味を引き出した素朴な風味が特徴の高菜
漬けです。ご飯の友に、またチャーハンやパスタに。使
い勝手のいい刻みタイプ。

きざみ高菜漬け

ケース入数：60　賞味期間：150日　JAN：4562123398366
¥260 00100488品 番130g

高菜（九州産）、漬け原材料（梅酢、麦芽水飴、食塩、ウコン粉（沖縄））

宮崎県綾町で栽培期間中農薬や化学肥料を使わずに
育てたらっきょうを、粗糖や米酢で仕上げた、甘さ控え
めのらっきょう漬けです。歯触りがよく風味豊か。上質の
米酢で爽やかな仕上がりに。

さわやからっきょう

ケース入数：60　賞味期間：150日　JAN：4562123398373
¥360 00100489品 番100g

らっきょう（九州産）、漬け原材料（粗糖、米酢、食塩）

宮崎産の干し大根を米ぬかでつけ込んだ、歯切れの良
い、素朴な風味の干したくあんです。昔ながらの手法に
準じてつくっております。

ぬかたくあん

ケース入数：60　賞味期間：120日　JAN：4562123398380
¥360 00100490品 番1個

大根（九州産）、米糠、唐辛子、昆布、食塩

美味しくて、そして安心・安全な甘酢生姜です。九州産
の農薬不使用の生姜を使い、ほんのり甘酸っぱく仕上
げました。鮮度の高いにぎり寿司に添えても遜色のな
い食べ心地と味付けです。

甘酢生姜

ケース入数：60　賞味期間：180日　JAN：4562123398397
¥360 00100491品 番50g

生姜（宮崎産）、漬け原材料（粗糖、米酢、食塩）

肉厚のわかめがたっぷり。国産わかめに国産の白ごま
を加え、パウダー状にした｢低温製法　海水塩｣をあわ
せました。ご飯をもう一膳おかわりしたくなる美味しさ
です。

わかめふりかけ

ケース入数：100　賞味期間：１年　JAN：4562123393316
¥630 00100014品 番50g

わかめ（国産）、白ごま（国産）、海塩（国産）

味の濃い黒大豆とコクのある金ごまが、しっとりタイプ
のふりかけ風に。炊きたてご飯はもちろん、うどんやそ
うめん、パスタに混ぜて。野菜の和え衣にも。甘口仕上
げ。

黒大豆とごまのしっとりふりかけ

ケース入数：50　賞味期間：１年　JAN：4562123397482
¥320 00100405品 番60g

金ごま、砂糖、醤油（本醸造）、本みりん、黒大豆、食塩 ※原材料の一部
に大豆、小麦を含む

ふりかけ

しゃきっとした歯ごたえの純国産味付ザーサイ。厳選し
た調味料であっさりと味つけしました。香ばしい風味で
食が進みます。刻んでチャーハンやラーメンの具にも
ぴったりです。

味付ザーサイ

ケース入数：60　賞味期間：90日　JAN：4562123397161
¥435 00100373品 番100g

ザーサイ、かつおエキス、魚醤、砂糖、発酵調味料、醸造酢、ごま油、食
塩、香辛料（こしょう、唐辛子）

旨み満点！国産ザーサイの葉を、厳選した調味料で味
つけしました。そのままご飯のおともに、チャーハンや
ラーメン、ぎょうざの具にも。素材の味と食感が生きた
ザーサイの新しい味！

葉ザーサイ味付

賞味期間：90日　JAN：4562123396171
¥415 00100337品 番100g

ザーサイ、かつおエキス、魚醤、砂糖、発酵調味料、しょうが、醸造酢、ご
ま油、食塩、香辛料（こしょう、唐辛子）
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きな粉の香ばしさ、とろろ昆布の旨み、白ごまのコクが
素材の味をひきたてます。ご飯に、サラダに、ゆでたて
野菜に。パラパラふりかけるだけの使いやすい粉末タ
イプ調味料。

UMAMI・パラパラ

ケース入数：50　賞味期間：１年　JAN：4562123398083
¥320 00100459品 番30g

白ごま、とろろ昆布（昆布、醸造酢）、きな粉（国産）、食塩

さわやかな酸味と自然な発色そのままの無添加赤しそ
ふりかけです。昔ながらの梅仕事で梅干しと一緒に漬
け込んだ赤しそを、乾燥してふりかけに。炊きたてご飯
に、和え物に。豊かな香りが食欲をそそります。

梅干屋さんのしそふりかけ

ケース入数：50　賞味期間：90日　JAN：4562123399127
¥302 00100621品 番50g

しそ（国産）、梅酢、食塩

有機八丁味噌と有機根採を有機ごま油でじっくりと炒り
あげた、オール有機の伝統的な食養ふりかけです。味
噌のもつエネルギーと根菜の持つエネルギーをシナ
ジー効果で最高に高めた健康ふりかけです。

鉄火味噌

ケース入数：12　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123392210
¥609 00100715品 番75g

有機味噌、有機ごま、有機ごま油、有機れんこん、有機にんじん、有機ご
ぼう、有機生姜

ごま・
ごま
加工品

ナッツ・ドライフルーツ・
ごま・ごま加工品
dried fruit

ごまの美味しさを引き立てるのは、焙煎。原料の味を引
き立てる秘伝の焙煎方法でふっくらと香ばしく仕上げ
た職人の心意気を感じる白いりごまです。ごまの甘み
を感じます。

有機　 白いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123393514
¥255 00100034品 番50g

有機白ごま

コクと香ばしさの絶妙なバランス。ごまの美味しさを引
き立てるのは、焙煎です。秘伝の焙煎方法でふっくらと
香ばしく仕上げた職人の心意気を感じる黒いりごまで
す。

有機　黒いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123396263
¥255 00100035品 番50g

有機黒ごま

ごまの王様金ごまをふっくらといりあげました。じんわ
りと広がる甘さと、コク、香ばしい風味。秘伝の焙煎方法
でふっくらと香り豊かに仕上げた焙煎職人の心意気を
感じるいりごまです。

有機　金いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123393521
¥285 00100173品 番50g

有機金ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと滋味もパワーアップ！
わずかに発芽させ生命力をそのまま閉じ込めた発芽ご
まを、ふっくらと香り豊かにいりあげた旨みの濃い発芽
黒いりごまです。

発芽いりごま（黒）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123394948
¥420 00100300品 番50g

黒ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと滋味もパワーアップ！
ごまの王様｢金ごま｣をわずかに発芽させ、生命力をそ
のまま閉じ込めました。ふっくらと香り豊かにいりあげ
た旨みの濃い発芽金いりごまです。

発芽いりごま（金）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123394955
¥420 00100301品 番50g

金ごま
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きな粉の香ばしさ、とろろ昆布の旨み、白ごまのコクが
素材の味をひきたてます。ご飯に、サラダに、ゆでたて
野菜に。パラパラふりかけるだけの使いやすい粉末タ
イプ調味料。

UMAMI・パラパラ

ケース入数：50　賞味期間：１年　JAN：4562123398083
¥320 00100459品 番30g

白ごま、とろろ昆布（昆布、醸造酢）、きな粉（国産）、食塩

さわやかな酸味と自然な発色そのままの無添加赤しそ
ふりかけです。昔ながらの梅仕事で梅干しと一緒に漬
け込んだ赤しそを、乾燥してふりかけに。炊きたてご飯
に、和え物に。豊かな香りが食欲をそそります。

梅干屋さんのしそふりかけ

ケース入数：50　賞味期間：90日　JAN：4562123399127
¥302 00100621品 番50g

しそ（国産）、梅酢、食塩

有機八丁味噌と有機根採を有機ごま油でじっくりと炒り
あげた、オール有機の伝統的な食養ふりかけです。味
噌のもつエネルギーと根菜の持つエネルギーをシナ
ジー効果で最高に高めた健康ふりかけです。

鉄火味噌

ケース入数：12　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123392210
¥609 00100715品 番75g

有機味噌、有機ごま、有機ごま油、有機れんこん、有機にんじん、有機ご
ぼう、有機生姜

ごま・
ごま
加工品

ナッツ・ドライフルーツ・
ごま・ごま加工品
dried fruit

ごまの美味しさを引き立てるのは、焙煎。原料の味を引
き立てる秘伝の焙煎方法でふっくらと香ばしく仕上げ
た職人の心意気を感じる白いりごまです。ごまの甘み
を感じます。

有機　 白いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123393514
¥255 00100034品 番50g

有機白ごま

コクと香ばしさの絶妙なバランス。ごまの美味しさを引
き立てるのは、焙煎です。秘伝の焙煎方法でふっくらと
香ばしく仕上げた職人の心意気を感じる黒いりごまで
す。

有機　黒いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123396263
¥255 00100035品 番50g

有機黒ごま

ごまの王様金ごまをふっくらといりあげました。じんわ
りと広がる甘さと、コク、香ばしい風味。秘伝の焙煎方法
でふっくらと香り豊かに仕上げた焙煎職人の心意気を
感じるいりごまです。

有機　金いりごま

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123393521
¥285 00100173品 番50g

有機金ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと滋味もパワーアップ！
わずかに発芽させ生命力をそのまま閉じ込めた発芽ご
まを、ふっくらと香り豊かにいりあげた旨みの濃い発芽
黒いりごまです。

発芽いりごま（黒）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123394948
¥420 00100300品 番50g

黒ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと滋味もパワーアップ！
ごまの王様｢金ごま｣をわずかに発芽させ、生命力をそ
のまま閉じ込めました。ふっくらと香り豊かにいりあげ
た旨みの濃い発芽金いりごまです。

発芽いりごま（金）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123394955
¥420 00100301品 番50g

金ごま
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発芽ごま100％使用。生命力豊かな発芽黒ごまを皮ご
と滑らかなペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込
めました。甘みと滋味がパワーアップしたミルキーな練
りごまです。

発芽ごまペースト（黒）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123394962
¥735 00100302品 番80g

黒ごま

発芽ごま100％使用。生命力豊かな発芽金ごまを皮ご
と滑らかなペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込
めました。甘みと滋味がパワーアップしたミルキーな練
りごまです。

発芽ごまペースト（金）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123394979
¥735 00100303品 番80g

金ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと旨味、種のチカラも活
性化！流水できれいに洗い、低温でわずかに発芽させ
た黒ごまを乾燥し袋詰めしました。ごまの生命力その
まま閉じ込めました。

発芽洗いごま（黒）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123395310
¥400 00100304品 番50g

黒ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと旨味、種のチカラも活
性化！流水できれいに洗い、低温でわずかに発芽させ
た金ごまを乾燥し袋詰めしました。ごまの生命力その
まま閉じ込めました。

発芽洗いごま（金）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123395327
¥400 00100305品 番50g

金ごま

滑らかでシルクのような舌触り。ごまを皮ごとペースト
状にし、一物全体のうまみを閉じ込めました。粒子が細
かく、香ばしいごまの香りが生きた白練りごまです。

有機　全粒ゴマペースト（白）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123396270
¥565 00100036品 番80g

有機白ごま

黒ごまの濃い甘み。ごまを皮ごとペースト状にし、一物
全体のうまみを閉じ込めた、ミルキーな舌触りの黒練り
ごまです。きめ細かいクリーミーな舌触りで、味わいが
更に濃厚に。

有機　全粒ゴマペースト（黒）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393545
¥565 00100037品 番80g

有機黒ごま

滑らかでシルクのような舌触り。ごまの王様　金ごまを
皮ごとペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込めま
した。粒子が細かく、コクとまろやかな甘みの練り金ご
まです。

有機　全粒金ゴマペースト

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393538
¥598 00100174品 番80g

有機金ごま

材料はごまと醤油だけのシンプルな味わいのごま和え
のもとです。甘みは一切加えず、醤油とコク深い金ごま
の絶妙なバランスで、野菜のうまみを引立てます。甘み
や塩分は素材にあわせ、お好みで。

ごま和えのもと

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397468
¥275 00100403品 番60g

白ごま、粉末醤油、食塩

旨味のもと、かつおを粉末にして加えました。甘みを加
えずシンプルに、香ばしく煎りあげたごまとかつお、醤
油の奏でる豊かな味わいのドライドレッシングです。ご
ま和えに、パスタに、ごはんにも。

ごま・さらら～かつお風味～

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398076
¥275 00100458品 番60g

白ごま、粉末醤油、かつお削り節粉末、食塩

ドライ
フルーツ
・ナッツ

韓国直輸入の竹塩と香ばしい有機黒ごまをあわせまし
た。天然海塩を竹筒に詰め込み高温で焼成した焼き塩
「竹塩」は、現地では民間療法にも使われるパワーフー
ドです。玄米ご飯はもちろん、生野菜にかけても。

Bamboo・有機ごま塩

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397475
¥275 00100404品 番40g

有機黒ごま、焼塩（天然海塩）

赤じその酸味さわやか。竹筒に塩を詰めて焼き上げた
竹塩と、香ばしい有機黒ごまをあわせたごま塩に、昔な
がらの梅仕事で生まれた赤しそを加えました。玄米ご
飯はもちろん、生野菜にかけても。

Bamboo・ごま塩～しそ入～

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398670
¥288 00100519品 番40g

有機黒ごま、塩漬赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、焼塩

自然な甘みをぎゅっと凝縮。シルクロードのオアシス・
トルファンで、代々伝わる日陰干し製法でつくった爽や
かな酸味が特徴のグリーンレーズン。オイルコーティン
グなし、保存料不使用。

トルファン・グリーンレーズン

賞味期間：1年　JAN：4562123398045
¥430 00100455品 番120g

ぶどう
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発芽ごま100％使用。生命力豊かな発芽黒ごまを皮ご
と滑らかなペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込
めました。甘みと滋味がパワーアップしたミルキーな練
りごまです。

発芽ごまペースト（黒）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123394962
¥735 00100302品 番80g

黒ごま

発芽ごま100％使用。生命力豊かな発芽金ごまを皮ご
と滑らかなペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込
めました。甘みと滋味がパワーアップしたミルキーな練
りごまです。

発芽ごまペースト（金）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123394979
¥735 00100303品 番80g

金ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと旨味、種のチカラも活
性化！流水できれいに洗い、低温でわずかに発芽させ
た黒ごまを乾燥し袋詰めしました。ごまの生命力その
まま閉じ込めました。

発芽洗いごま（黒）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123395310
¥400 00100304品 番50g

黒ごま

命あるごまが目覚めたら、甘みと旨味、種のチカラも活
性化！流水できれいに洗い、低温でわずかに発芽させ
た金ごまを乾燥し袋詰めしました。ごまの生命力その
まま閉じ込めました。

発芽洗いごま（金）

ケース入数：50　賞味期間：10ヶ月　JAN：4562123395327
¥400 00100305品 番50g

金ごま

滑らかでシルクのような舌触り。ごまを皮ごとペースト
状にし、一物全体のうまみを閉じ込めました。粒子が細
かく、香ばしいごまの香りが生きた白練りごまです。

有機　全粒ゴマペースト（白）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123396270
¥565 00100036品 番80g

有機白ごま

黒ごまの濃い甘み。ごまを皮ごとペースト状にし、一物
全体のうまみを閉じ込めた、ミルキーな舌触りの黒練り
ごまです。きめ細かいクリーミーな舌触りで、味わいが
更に濃厚に。

有機　全粒ゴマペースト（黒）

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393545
¥565 00100037品 番80g

有機黒ごま

滑らかでシルクのような舌触り。ごまの王様　金ごまを
皮ごとペースト状にし、一物全体のうまみを閉じ込めま
した。粒子が細かく、コクとまろやかな甘みの練り金ご
まです。

有機　全粒金ゴマペースト

ケース入数：40　賞味期間：常温1年　JAN：4562123393538
¥598 00100174品 番80g

有機金ごま

材料はごまと醤油だけのシンプルな味わいのごま和え
のもとです。甘みは一切加えず、醤油とコク深い金ごま
の絶妙なバランスで、野菜のうまみを引立てます。甘み
や塩分は素材にあわせ、お好みで。

ごま和えのもと

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397468
¥275 00100403品 番60g

白ごま、粉末醤油、食塩

旨味のもと、かつおを粉末にして加えました。甘みを加
えずシンプルに、香ばしく煎りあげたごまとかつお、醤
油の奏でる豊かな味わいのドライドレッシングです。ご
ま和えに、パスタに、ごはんにも。

ごま・さらら～かつお風味～

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398076
¥275 00100458品 番60g

白ごま、粉末醤油、かつお削り節粉末、食塩

ドライ
フルーツ
・ナッツ

韓国直輸入の竹塩と香ばしい有機黒ごまをあわせまし
た。天然海塩を竹筒に詰め込み高温で焼成した焼き塩
「竹塩」は、現地では民間療法にも使われるパワーフー
ドです。玄米ご飯はもちろん、生野菜にかけても。

Bamboo・有機ごま塩

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397475
¥275 00100404品 番40g

有機黒ごま、焼塩（天然海塩）

赤じその酸味さわやか。竹筒に塩を詰めて焼き上げた
竹塩と、香ばしい有機黒ごまをあわせたごま塩に、昔な
がらの梅仕事で生まれた赤しそを加えました。玄米ご
飯はもちろん、生野菜にかけても。

Bamboo・ごま塩～しそ入～

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398670
¥288 00100519品 番40g

有機黒ごま、塩漬赤しそ（赤しそ、食塩、梅酢）、焼塩

自然な甘みをぎゅっと凝縮。シルクロードのオアシス・
トルファンで、代々伝わる日陰干し製法でつくった爽や
かな酸味が特徴のグリーンレーズン。オイルコーティン
グなし、保存料不使用。

トルファン・グリーンレーズン

賞味期間：1年　JAN：4562123398045
¥430 00100455品 番120g

ぶどう
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お茶・飲料
Teas, Fruit Juices, Drinks

穀物の濃厚な甘み。国産の有機米を蔵つき麹の力で糖
化しました。米、麹、水だけでつくった発酵の力を実感
できる甘酒です。
※甘酒の茶色は、玄米の色と蔵付こうじ菌の色合いです。

有機 なめらか甘酒（玄米）

ケース入数：24　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393293
¥510 00100012品 番250g

有機米（国産）

白米の上品な甘さ。国産の有機米を蔵つき麹の力で十
分に糖化しました。米、麹、水だけでつくった発酵の力
を実感できる白米甘酒です。お菓子や料理の甘みつけ
に。

有機 なめらか甘酒（白米）

ケース入数：24　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393309
¥420 00100013品 番250g

有機米（国産）

新茶のみを使用した有機ルイボス茶に発酵させない
有機グリーンルイボスをブレンド、飲みやすい味に仕
上げました。お湯を注ぐだけで上質のルイボス茶が味
わえるティパックタイプ。

有機 ルイボスティ　ミラクル・ルイボス

ケース入数：100　賞味期間：5年　JAN：4562123397505
¥6,000 00100406品 番180g（3g×60包）

有機グリーンルイボス茶、有機ルイボス茶

ケース入数：100　賞味期間：5年　JAN：4562123397499
¥1,200 00100407品 番30g（3g×10包）

熟成されたまろやかな甘み。茶葉と茎をほどよくブレン
ド、出荷都度、丁寧に焙じあげた香ばしく味わい豊かな
番茶です。ほっと一息つきたいときに。

有機 三年番茶　お徳用

ケース入数：10　賞味期間：1年　JAN：4562123394283
¥1,649 00100117品 番500g

有機緑茶

お湯を注ぐだけのお手軽ティバッグ。茎と葉の絶妙な
配合で、お湯を注ぐと熟成されたまろやかな甘みと香
ばしい香りの番茶がいつでもどこでも楽しめます。

有機 三年番茶　ティーバッグ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123394290
¥631 00100118品 番5g×15p

有機緑茶

お茶・
飲料

農薬や化学肥料を用いずに国内で栽培したヤーコン
の葉と茎を自家焙煎し、柔らかな風味と甘みのあるお
茶にしました。ホットでもアイスでも。ヤーコンは、南米
アンデス地方で、古代インカ時代より美と健康のため
に珍重されてきたキク科の植物です。

ヤーコン茶

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123390186
¥540 00100566品 番3g×7袋

ヤーコン葉茎（信州青木村産）

ケース入数：20　賞味期間：2年　JAN：4562123399158
¥1,620 00100567品 番3g×30袋

北海道産ぶどうを100%使用。化学合成された農薬や
肥料を使わない健康な土地で育てられた糖度の高い
白ぶどうを丸ごと絞りました。香り豊かで甘みが強く、適
度な酸 味が爽やかなストレートジュースです。

果実まるごと ぶどうジュース ～ナイアガラ～

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123398441
¥1,690 00100496品 番1000ml

ぶどう

桑の葉や枇杷の葉、アマチャヅル、ゴボウ、ハトムギな
どの22種の和漢のハーブと穀物を厳選し、甘みと香ば
しさを引き立てて飲みやすく仕上げた混合茶です。夏
はアイスで、冬はホットで。国産原料のみ使用。

二十二種　大地の恵み茶

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123399110
¥1,342 00100563品 番200g

大麦、ハブ茶、ごぼう、とうもろこし、はまちゃ、黒豆、玄米、はと麦、ほう
じ茶、熊笹、びわの葉、甘草、桑の葉、柿の葉、どくだみ、あまちゃづる、
おおばこ、スギナ、シモン、いちょう葉、アロエ、霊芝

無農薬・無化学肥料で育てた大分県産べにふうきを、
国内で加工したまろやかな味わいのウｰロン茶です。着
想から7年余りの時間を費やし、栽培から製茶までを手
掛ける茶園で作ったまたとない味をお楽しみください。 

有機 まろやか烏龍茶

ケース入数：20　賞味期間：180日　JAN：4562123397512
¥932 00100408品 番70g

有機半発酵茶

いつもいれたての味わいを。農薬や化学肥料に頼ら
ず、人の手と土・自然の力を活かしたコーヒー豆を深め
に焙煎しました。酸味が少なく甘みを感じるマイルドな
味わいです。

SLOW DRIP　カフェインレス コーヒー

ケース入数：未　賞味期間：1年　JAN：4562123398434
¥1,800 00100604品 番12g×8袋

コーヒー豆、（生豆原産国：ペルー）

酸っぱさのなかに、ほんのりとした苦味が残るじゃばら
の果汁に甜菜糖で甘みをつけたじゃばらシロップで
す。お好みの濃さに薄めるとじゃばらドリンクに、そのま
まシロップとしても使えます。

和のひと雫　じゃばら

ケース入数：12 　賞味期間：1年　JAN：4562123399479
¥1,180 00100598品 番275ml

じゃばら果汁、砂糖（甜菜糖）

ピューレ状にした完熟南高梅に、青梅シロップと甘蜂蜜、粗
製糖で甘みをつけました。完熟梅の豊潤な香りに負けない
濃厚で贅沢な味と、とろりとした舌触りが贅沢な、香りも味
もまたとない、新しい梅の魅力が堪能できるシロップです。

琥珀の贅沢　とろり完熟梅蜜

ケース入数：12　賞味期間：180日　JAN：4562123395556
¥1,663 00100222品 番710ml

梅、砂糖、はちみつ

北海道産ぶどうを100%使用。化学合成された農薬や
肥料を使わない健康な土地で育てられたジューシーな
キャンベル種のぶどうを丸ごと絞りました。香り豊かで
濃厚な甘みのストレートジュースです。

果実まるごと ぶどうジュース ～キャンベル～

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123398458
¥1,690 00100497品 番1000ml

ぶどう

米と雑穀をベースに植物性乳酸菌で発酵させたヨーグ
ルト風味飲料です。穀物を発酵させた自然な甘みにゆ
ず果汁を加えた、よりさわやかな飲み心地。ノンアル
コール。食品添加物不使用。ゆず果汁3%含有。

麹のさわやかドリンク
～ヨーグルト風味乳酸飲料～

ケース入数：24　賞味期間：3ヵ月　JAN：4562123398410
¥270 00100493品 番150g

米、濃縮甘酒（玄米、米こうじ、ひえ）、ゆず果汁、乳酸菌（植物性）
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お茶・飲料
Teas, Fruit Juices, Drinks

穀物の濃厚な甘み。国産の有機米を蔵つき麹の力で糖
化しました。米、麹、水だけでつくった発酵の力を実感
できる甘酒です。
※甘酒の茶色は、玄米の色と蔵付こうじ菌の色合いです。

有機 なめらか甘酒（玄米）

ケース入数：24　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393293
¥510 00100012品 番250g

有機米（国産）

白米の上品な甘さ。国産の有機米を蔵つき麹の力で十
分に糖化しました。米、麹、水だけでつくった発酵の力
を実感できる白米甘酒です。お菓子や料理の甘みつけ
に。

有機 なめらか甘酒（白米）

ケース入数：24　賞味期間：7ヶ月　JAN：4562123393309
¥420 00100013品 番250g

有機米（国産）

新茶のみを使用した有機ルイボス茶に発酵させない
有機グリーンルイボスをブレンド、飲みやすい味に仕
上げました。お湯を注ぐだけで上質のルイボス茶が味
わえるティパックタイプ。

有機 ルイボスティ　ミラクル・ルイボス

ケース入数：100　賞味期間：5年　JAN：4562123397505
¥6,000 00100406品 番180g（3g×60包）

有機グリーンルイボス茶、有機ルイボス茶

ケース入数：100　賞味期間：5年　JAN：4562123397499
¥1,200 00100407品 番30g（3g×10包）

熟成されたまろやかな甘み。茶葉と茎をほどよくブレン
ド、出荷都度、丁寧に焙じあげた香ばしく味わい豊かな
番茶です。ほっと一息つきたいときに。

有機 三年番茶　お徳用

ケース入数：10　賞味期間：1年　JAN：4562123394283
¥1,649 00100117品 番500g

有機緑茶

お湯を注ぐだけのお手軽ティバッグ。茎と葉の絶妙な
配合で、お湯を注ぐと熟成されたまろやかな甘みと香
ばしい香りの番茶がいつでもどこでも楽しめます。

有機 三年番茶　ティーバッグ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123394290
¥631 00100118品 番5g×15p

有機緑茶

お茶・
飲料

農薬や化学肥料を用いずに国内で栽培したヤーコン
の葉と茎を自家焙煎し、柔らかな風味と甘みのあるお
茶にしました。ホットでもアイスでも。ヤーコンは、南米
アンデス地方で、古代インカ時代より美と健康のため
に珍重されてきたキク科の植物です。

ヤーコン茶

ケース入数：30　賞味期間：2年　JAN：4562123390186
¥540 00100566品 番3g×7袋

ヤーコン葉茎（信州青木村産）

ケース入数：20　賞味期間：2年　JAN：4562123399158
¥1,620 00100567品 番3g×30袋

北海道産ぶどうを100%使用。化学合成された農薬や
肥料を使わない健康な土地で育てられた糖度の高い
白ぶどうを丸ごと絞りました。香り豊かで甘みが強く、適
度な酸 味が爽やかなストレートジュースです。

果実まるごと ぶどうジュース ～ナイアガラ～

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123398441
¥1,690 00100496品 番1000ml

ぶどう

桑の葉や枇杷の葉、アマチャヅル、ゴボウ、ハトムギな
どの22種の和漢のハーブと穀物を厳選し、甘みと香ば
しさを引き立てて飲みやすく仕上げた混合茶です。夏
はアイスで、冬はホットで。国産原料のみ使用。

二十二種　大地の恵み茶

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123399110
¥1,342 00100563品 番200g

大麦、ハブ茶、ごぼう、とうもろこし、はまちゃ、黒豆、玄米、はと麦、ほう
じ茶、熊笹、びわの葉、甘草、桑の葉、柿の葉、どくだみ、あまちゃづる、
おおばこ、スギナ、シモン、いちょう葉、アロエ、霊芝

無農薬・無化学肥料で育てた大分県産べにふうきを、
国内で加工したまろやかな味わいのウｰロン茶です。着
想から7年余りの時間を費やし、栽培から製茶までを手
掛ける茶園で作ったまたとない味をお楽しみください。 

有機 まろやか烏龍茶

ケース入数：20　賞味期間：180日　JAN：4562123397512
¥932 00100408品 番70g

有機半発酵茶

いつもいれたての味わいを。農薬や化学肥料に頼ら
ず、人の手と土・自然の力を活かしたコーヒー豆を深め
に焙煎しました。酸味が少なく甘みを感じるマイルドな
味わいです。

SLOW DRIP　カフェインレス コーヒー

ケース入数：未　賞味期間：1年　JAN：4562123398434
¥1,800 00100604品 番12g×8袋

コーヒー豆、（生豆原産国：ペルー）

酸っぱさのなかに、ほんのりとした苦味が残るじゃばら
の果汁に甜菜糖で甘みをつけたじゃばらシロップで
す。お好みの濃さに薄めるとじゃばらドリンクに、そのま
まシロップとしても使えます。

和のひと雫　じゃばら

ケース入数：12 　賞味期間：1年　JAN：4562123399479
¥1,180 00100598品 番275ml

じゃばら果汁、砂糖（甜菜糖）

ピューレ状にした完熟南高梅に、青梅シロップと甘蜂蜜、粗
製糖で甘みをつけました。完熟梅の豊潤な香りに負けない
濃厚で贅沢な味と、とろりとした舌触りが贅沢な、香りも味
もまたとない、新しい梅の魅力が堪能できるシロップです。

琥珀の贅沢　とろり完熟梅蜜

ケース入数：12　賞味期間：180日　JAN：4562123395556
¥1,663 00100222品 番710ml

梅、砂糖、はちみつ

北海道産ぶどうを100%使用。化学合成された農薬や
肥料を使わない健康な土地で育てられたジューシーな
キャンベル種のぶどうを丸ごと絞りました。香り豊かで
濃厚な甘みのストレートジュースです。

果実まるごと ぶどうジュース ～キャンベル～

ケース入数：12　賞味期間：360日　JAN：4562123398458
¥1,690 00100497品 番1000ml

ぶどう

米と雑穀をベースに植物性乳酸菌で発酵させたヨーグ
ルト風味飲料です。穀物を発酵させた自然な甘みにゆ
ず果汁を加えた、よりさわやかな飲み心地。ノンアル
コール。食品添加物不使用。ゆず果汁3%含有。

麹のさわやかドリンク
～ヨーグルト風味乳酸飲料～

ケース入数：24　賞味期間：3ヵ月　JAN：4562123398410
¥270 00100493品 番150g

米、濃縮甘酒（玄米、米こうじ、ひえ）、ゆず果汁、乳酸菌（植物性）
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梅や青みかんの酸味と赤しその香りが調和した鮮やか
な色合いの赤しそシロップです。保存料、合成着色料、
酸味料不使用。 濃縮タイプ。

和のひと雫　赤しそ

ケース入数：12 　賞味期間：1年　JAN：4562123392548
¥1,170 00100740品 番500ml

梅、砂糖（甜菜糖）、赤しそ、みかん果汁

唐辛子の刺激がピリッ！手のしでつくった歯ごたえ確か
な柿の種。コクのあるしょうゆ風味と辛みのハーモ
ニー。国産有機醤油と、北海道産の昆布と枕崎産の鰹
節でダシで仕込んだ特製の醤油ダレで調味しました。

辛口柿の種

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397321
¥384 00100389品 番58g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、みりん、唐
辛子、有機砂糖、昆布、かつお節

駿河湾産桜エビの贅沢な風味。手のしでつくった歯ご
たえ確かなつぶあられ。国産有機白醤油と北海道産の
昆布と枕崎産の鰹節でダシで仕込んだ特製の醤油ダ
レで調味しました。

つぶあられ（えび風味）

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397338
¥384 00100390品 番54g

有機もち米（国産）、有機白醤油（大豆・小麦を含む）、有機砂糖、海老、
みりん、唐辛子、昆布、かつお節

手のしでつくった歯ごたえ確かな柿の種。玄米の粒々
が残っています。国産有機醤油をベースに、北海道産の
昆布と枕崎産の鰹節でダシを取った特製の醤油ダレで
味付けました。

玄米柿の種

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397345
¥384 00100391品 番44g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
みりん、唐辛子、昆布、かつお節

有明産黒海苔の豊かな磯の香。最高級をのりをたっぷ
り使い手巻きした贅沢なあられです。国産有機醤油と
北海道産の昆布と枕崎産の鰹節のダシで仕込んだ醤
油ダレで味付けました。

深川巻

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397352
¥584 00100392品 番70g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
海苔、みりん、昆布、かつお節

手のしでつくった歯ごたえ確かな小粒あられ。のり、胡
麻、青のり入り。国産有機醤油と白醤油、北海道産の昆
布と枕崎産の鰹節でダシで仕込んだ特製の醤油ダレ
で調味しました。

味あわせ

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397369
¥400 00100393品 番59g

有機もち米（国産）、有機白醤油（大豆・小麦を含む）、有機醤油（国産大
豆、国産小麦を含む）、有機砂糖、海苔、胡麻（国産）、海老、みりん、昆
布、青のり、かつお節

お菓子
Snack Foods

せんべい
・あられ
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梅や青みかんの酸味と赤しその香りが調和した鮮やか
な色合いの赤しそシロップです。保存料、合成着色料、
酸味料不使用。 濃縮タイプ。

和のひと雫　赤しそ

ケース入数：12 　賞味期間：1年　JAN：4562123392548
¥1,170 00100740品 番500ml

梅、砂糖（甜菜糖）、赤しそ、みかん果汁

唐辛子の刺激がピリッ！手のしでつくった歯ごたえ確か
な柿の種。コクのあるしょうゆ風味と辛みのハーモ
ニー。国産有機醤油と、北海道産の昆布と枕崎産の鰹
節でダシで仕込んだ特製の醤油ダレで調味しました。

辛口柿の種

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397321
¥384 00100389品 番58g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、みりん、唐
辛子、有機砂糖、昆布、かつお節

駿河湾産桜エビの贅沢な風味。手のしでつくった歯ご
たえ確かなつぶあられ。国産有機白醤油と北海道産の
昆布と枕崎産の鰹節でダシで仕込んだ特製の醤油ダ
レで調味しました。

つぶあられ（えび風味）

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397338
¥384 00100390品 番54g

有機もち米（国産）、有機白醤油（大豆・小麦を含む）、有機砂糖、海老、
みりん、唐辛子、昆布、かつお節

手のしでつくった歯ごたえ確かな柿の種。玄米の粒々
が残っています。国産有機醤油をベースに、北海道産の
昆布と枕崎産の鰹節でダシを取った特製の醤油ダレで
味付けました。

玄米柿の種

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397345
¥384 00100391品 番44g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
みりん、唐辛子、昆布、かつお節

有明産黒海苔の豊かな磯の香。最高級をのりをたっぷ
り使い手巻きした贅沢なあられです。国産有機醤油と
北海道産の昆布と枕崎産の鰹節のダシで仕込んだ醤
油ダレで味付けました。

深川巻

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397352
¥584 00100392品 番70g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
海苔、みりん、昆布、かつお節

手のしでつくった歯ごたえ確かな小粒あられ。のり、胡
麻、青のり入り。国産有機醤油と白醤油、北海道産の昆
布と枕崎産の鰹節でダシで仕込んだ特製の醤油ダレ
で調味しました。

味あわせ

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397369
¥400 00100393品 番59g

有機もち米（国産）、有機白醤油（大豆・小麦を含む）、有機醤油（国産大
豆、国産小麦を含む）、有機砂糖、海苔、胡麻（国産）、海老、みりん、昆
布、青のり、かつお節

お菓子
Snack Foods

せんべい
・あられ
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米の甘みを感じてください。塩も醤油も油も使わない
素焼きのせんべい。小さな子どもだけでなく、塩分の気
になる方にも、ちょっと小腹がすいた時にも。小包装。

素焼きせんべい

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397376
¥330 00100394品 番10枚

有機もち米（国産）

手のしでつくった歯応えのある小粒あられ。千葉県産
の落花生をたっぷり練り込んで有機醤油と有機砂糖で
甘辛く焼き上げました。落花生の香ばしさと砂糖醤油
の香ばしさが後引く美味しさ。

落花生つぶせん

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397383
¥489 00100395品 番87g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
落花生、みりん、昆布、かつお節

あっさりとした美味しさ。丸粒のまま蒸し上げたもち米
を杵でつきあげ、時間をかけて自然乾燥。じっくりと焼
き上げました。本場京都の京あられです。化学調味料や
うまみ調味料不使用です。

京あられ　しろたまり

ケース入数：10　賞味期間：180日　JAN：4562123395419
¥498 00100208品 番65g

もち米、小麦醸造調味料（小麦を含む）、本みりん、清酒

本溜醤油の濃い味わい。丸粒のまま蒸し上げたもち米
を杵でつきあげ、時間をかけて自然乾燥。じっくりと焼
き上げました。本場京都の京あられです。化学調味料や
うまみ調味料不使用です。

京あられ　本たまり

ケース入数：10　賞味期間：180日　JAN：4562123395426
¥498 00100209品 番65g

もち米、たまり醤油（大豆を含む）、本みりん、清酒

国産のお米と、たっぷりの黒ごまを使って丹念に焼き上
げています。秘伝の醤油だれによって深い味わいが楽
しめる玄米煎餅です。ごまの香りと食感が食欲をそそ
り、栄養も補給されます。

黒ごませんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399189
¥350 00100570品 番120g

うるち米（国産）、黒ごま、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

磯の香り豊かなひじきの素朴な風味をいかし、国産の
玄米とともに、伝統的焙煎職人の技術で丁寧に焼き上
げました。口に広がる煎餅の食感をお楽しみください。

ひじきせんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399202
¥350 00100572品 番100g

うるち米（国産）、ひじき、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

国産のお米と、たっぷりの白ごまを使って丹念に焼き上
げています。秘伝の醤油だれによって深い味わいが楽
しめる玄米煎餅です。ごま感がしっかりありつつも、だ
けど後味はあっさり、しつこくありません。

白ごませんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399196
¥350 00100571品 番120g

うるち米（国産）、白ごま、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

おいしい国内産のお米を、粒のまま蒸し上げ、丁寧に焼
きました。煎餅の醍醐味が満喫できる、本醸造醤油で
風味よく仕上げた昔ながらの草加煎餅です。

大丸せんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399219
¥350 00100573品 番7枚

うるち米（国産）、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦を含
む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

うるち玄米、はと麦、ひえ、アマランサス、ごまを使った
風味豊かなせんべいです。五穀のもつエネルギーの
ハーモニーをおいしさとともにご堪能ください。

五穀せんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399226
¥330 00100574品 番100g

うるち玄米（国産）、はと麦、ひえ、アマランサス、ごま、菜種油、ごま油、
食塩

噛むほどに広がる、素材の味わい。焙煎玄米を丁寧に
粉にしました。甘さ控えめ、玄米の旨味が広がる素朴な
味の堅焼きクッキーです。腹持ち抜群だから携帯食に
もぴったりです。

素朴 ～ブラウンライス～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397598
¥340 00100416品 番6枚

小麦粉（国産）、有機玄米（国産）、なたね油、てんさい糖、食塩

爽やかな柑橘の味。国産の小麦粉を100％使用し、国産
のゆずやレモンを使った柑橘ピールをふんだんに使
用しました。甘さ控えめ、素朴な風味の堅焼きクッキー
です。

素朴 ～フレッシュシトラス～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397604
¥340 00100417品 番6枚

小麦粉（国産）、てんさい糖、なたね油、有機ゆずピール（国産）、有機レ
モン（国産）、有機甘夏（国産）、食塩

歯固めにもぴったりな固いクッキー。さつまいもの豊か
な風味。生のさつまいもを蒸してつぶし、自家製粉した
米粉に練りこんだカリカリクッキーです。グルテンフ
リー、小麦粉不使用。

おこめクッキー ～さつまいも～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397611
¥298 00100418品 番35g

有機さつま芋、有機米、さつま芋澱粉、砂糖、菜種油、ひえ、食塩

かぼちゃがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～かぼちゃ～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397543
¥347 00100411品 番80g

小麦粉（国産）、有機かぼちゃ（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

にんじんがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～にんじん～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397550
¥347 00100412品 番80g

小麦粉（国産）、有機にんじん（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

噛むほどに広がる、素材の味わい。有機ライ麦や有機
玄米、国産小麦と全粒粉を混ぜ合わせました。香ばしい
粉のうま味が素朴な、甘さひかえめの堅焼きクッキー
です。

素朴 ～マルチグレイン～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397574
¥340 00100414品 番6枚

小麦粉（国産）、全粒粉（国産）、有機ライ麦粉（アメリカ産）、なたね油、
てんさい糖、有機玄米（国産）、食塩

ちょっと甘いものが欲しい時に、ドライフルーツの濃厚
な味わいを。有機栽培のドライフルーツをミックスし、
たっぷり入れた堅焼きクッキーです。噛むほどに広が
る、素材の味わい。

素朴 ～パワーフルーツ～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397581
¥340 00100415品 番6枚

小麦粉（国産）、有機レーズン（アメリカ産）、なたね油、てんさい糖、有
機カレンツ（アメリカ産）、有機レモン（国産）、食塩

さつまいもがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～さつまいも～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397567
¥347 00100413品 番80g

小麦粉（国産）、有機さつま芋（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

クッキー・
ビスケット
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米の甘みを感じてください。塩も醤油も油も使わない
素焼きのせんべい。小さな子どもだけでなく、塩分の気
になる方にも、ちょっと小腹がすいた時にも。小包装。

素焼きせんべい

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397376
¥330 00100394品 番10枚

有機もち米（国産）

手のしでつくった歯応えのある小粒あられ。千葉県産
の落花生をたっぷり練り込んで有機醤油と有機砂糖で
甘辛く焼き上げました。落花生の香ばしさと砂糖醤油
の香ばしさが後引く美味しさ。

落花生つぶせん

ケース入数：16　賞味期間：160日　JAN：4562123397383
¥489 00100395品 番87g

有機もち米（国産）、有機醤油（国産大豆・国産小麦を含む）、有機砂糖、
落花生、みりん、昆布、かつお節

あっさりとした美味しさ。丸粒のまま蒸し上げたもち米
を杵でつきあげ、時間をかけて自然乾燥。じっくりと焼
き上げました。本場京都の京あられです。化学調味料や
うまみ調味料不使用です。

京あられ　しろたまり

ケース入数：10　賞味期間：180日　JAN：4562123395419
¥498 00100208品 番65g

もち米、小麦醸造調味料（小麦を含む）、本みりん、清酒

本溜醤油の濃い味わい。丸粒のまま蒸し上げたもち米
を杵でつきあげ、時間をかけて自然乾燥。じっくりと焼
き上げました。本場京都の京あられです。化学調味料や
うまみ調味料不使用です。

京あられ　本たまり

ケース入数：10　賞味期間：180日　JAN：4562123395426
¥498 00100209品 番65g

もち米、たまり醤油（大豆を含む）、本みりん、清酒

国産のお米と、たっぷりの黒ごまを使って丹念に焼き上
げています。秘伝の醤油だれによって深い味わいが楽
しめる玄米煎餅です。ごまの香りと食感が食欲をそそ
り、栄養も補給されます。

黒ごませんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399189
¥350 00100570品 番120g

うるち米（国産）、黒ごま、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

磯の香り豊かなひじきの素朴な風味をいかし、国産の
玄米とともに、伝統的焙煎職人の技術で丁寧に焼き上
げました。口に広がる煎餅の食感をお楽しみください。

ひじきせんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399202
¥350 00100572品 番100g

うるち米（国産）、ひじき、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

国産のお米と、たっぷりの白ごまを使って丹念に焼き上
げています。秘伝の醤油だれによって深い味わいが楽
しめる玄米煎餅です。ごま感がしっかりありつつも、だ
けど後味はあっさり、しつこくありません。

白ごませんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399196
¥350 00100571品 番120g

うるち米（国産）、白ごま、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦
を含む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

おいしい国内産のお米を、粒のまま蒸し上げ、丁寧に焼
きました。煎餅の醍醐味が満喫できる、本醸造醤油で
風味よく仕上げた昔ながらの草加煎餅です。

大丸せんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399219
¥350 00100573品 番7枚

うるち米（国産）、しょうゆ（大豆（遺伝子組み換えでない）・小麦を含
む）、麦芽糖、馬鈴薯澱粉

うるち玄米、はと麦、ひえ、アマランサス、ごまを使った
風味豊かなせんべいです。五穀のもつエネルギーの
ハーモニーをおいしさとともにご堪能ください。

五穀せんべい

ケース入数：24　賞味期間：120日　JAN：4562123399226
¥330 00100574品 番100g

うるち玄米（国産）、はと麦、ひえ、アマランサス、ごま、菜種油、ごま油、
食塩

噛むほどに広がる、素材の味わい。焙煎玄米を丁寧に
粉にしました。甘さ控えめ、玄米の旨味が広がる素朴な
味の堅焼きクッキーです。腹持ち抜群だから携帯食に
もぴったりです。

素朴 ～ブラウンライス～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397598
¥340 00100416品 番6枚

小麦粉（国産）、有機玄米（国産）、なたね油、てんさい糖、食塩

爽やかな柑橘の味。国産の小麦粉を100％使用し、国産
のゆずやレモンを使った柑橘ピールをふんだんに使
用しました。甘さ控えめ、素朴な風味の堅焼きクッキー
です。

素朴 ～フレッシュシトラス～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397604
¥340 00100417品 番6枚

小麦粉（国産）、てんさい糖、なたね油、有機ゆずピール（国産）、有機レ
モン（国産）、有機甘夏（国産）、食塩

歯固めにもぴったりな固いクッキー。さつまいもの豊か
な風味。生のさつまいもを蒸してつぶし、自家製粉した
米粉に練りこんだカリカリクッキーです。グルテンフ
リー、小麦粉不使用。

おこめクッキー ～さつまいも～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397611
¥298 00100418品 番35g

有機さつま芋、有機米、さつま芋澱粉、砂糖、菜種油、ひえ、食塩

かぼちゃがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～かぼちゃ～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397543
¥347 00100411品 番80g

小麦粉（国産）、有機かぼちゃ（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

にんじんがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～にんじん～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397550
¥347 00100412品 番80g

小麦粉（国産）、有機にんじん（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

噛むほどに広がる、素材の味わい。有機ライ麦や有機
玄米、国産小麦と全粒粉を混ぜ合わせました。香ばしい
粉のうま味が素朴な、甘さひかえめの堅焼きクッキー
です。

素朴 ～マルチグレイン～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397574
¥340 00100414品 番6枚

小麦粉（国産）、全粒粉（国産）、有機ライ麦粉（アメリカ産）、なたね油、
てんさい糖、有機玄米（国産）、食塩

ちょっと甘いものが欲しい時に、ドライフルーツの濃厚
な味わいを。有機栽培のドライフルーツをミックスし、
たっぷり入れた堅焼きクッキーです。噛むほどに広が
る、素材の味わい。

素朴 ～パワーフルーツ～

ケース入数：25　賞味期間：90日　JAN：4562123397581
¥340 00100415品 番6枚

小麦粉（国産）、有機レーズン（アメリカ産）、なたね油、てんさい糖、有
機カレンツ（アメリカ産）、有機レモン（国産）、食塩

さつまいもがたっぷり！野菜を練り込んださくさく小粒
クッキーです。ひとつひとつ手で型抜きして仕上げた、
味覚を育てる手づくりの味。小麦と野菜の甘みが優しく
広がります。

ベジびすけっと ～さつまいも～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123397567
¥347 00100413品 番80g

小麦粉（国産）、有機さつま芋（国産）、洗双糖、なたね油、食塩

クッキー・
ビスケット
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アーモンドの歯ざわり抜群！国内産小麦粉を使った乾
パン風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵させたオリ
ジナル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。卵、乳製
品不使用。

あーもんどクッキー

ケース入数：60　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398250
¥574 00100476品 番5枚入

小麦粉（国内産）、アーモンド、水飴、菜種油、酵母（米由来）、食塩

小麦粉不使用。にんじんの素朴な風味。有機原料を中
心に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをし
たがりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっか
り噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

おこめクッキー ～にんじん～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398465
¥298 00100498品 番35g

有機にんじん、有機米、さつま芋澱粉、砂糖、菜種油、ひえ、食塩

小麦粉不使用。かぼちゃの優しい甘さ。有機原料を中
心に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをし
たがりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっか
り噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

くまさんクッキー ～かぼちゃ味～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398472
¥298 00100499品 番35g

さつま芋澱粉、砂糖、有機さつま芋、ひえ、有機かぼちゃ、菜種油、食塩

小麦粉不使用。キャロブの深いコク。有機原料を中心
に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをした
がりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっかり
噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

のりものクッキー ～キャロブ味～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398489
¥298 00100500品 番35g

さつま芋澱粉、砂糖、有機さつま芋、菜種油、ひえ、キャロブパウダー、
食塩

小麦粉不使用。カリカリと軽い食感の後に、口の中でふ
わっと消えるココナッツ味の不思議なクッキーです。家
庭の台所で作るように、ひとつずつカットし丁寧に焼き
上げた癖になる味わい。

カリカリ､ココナッツ

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398496
¥327 00100501品 番50g

さつま芋澱粉、砂糖、ココナッツパウダー、ひえ、菜種油、食塩

ゴマの絶妙な香ばしさ！国内産小麦粉を使った乾パン
風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵させたオリジナ
ル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。卵、乳製品不
使用。

ごまクッキー

ケース入数：100　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398236
¥364 00100474品 番5枚入

小麦粉（国内産）、菜種油、胡麻、酵母（米由来）、醤油（小麦、大豆を含
む）、食塩

レーズンの甘味と酸味がアクセント。国内産小麦粉を
使った乾パン風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵さ
せたオリジナル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。
卵、乳製品不使用。

れーずんクッキー

ケース入数：100　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398243
¥422 00100475品 番5枚入

小麦粉（国内産）、レーズン、菜種油、酵母（米由来）、もち玄米粉、食塩

丹波黒豆のコクと甘み。でんぷんを麦芽で糖化した日
本古来の甘味料｢麦芽水あめ｣に丹波黒豆の煮汁を加
えたのど水あめです。砂糖不使用。料理のコクだしに
も。

京の伝統　黒豆煮汁のどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395525
¥670 00100219品 番160g

麦芽水飴、丹波黒豆煮汁

身体にじんわりと染みこむ穏やかな甘さ。でんぷんを
麦芽で糖化した日本古来の甘味料｢麦芽水あめ｣にかり
んの蜂蜜漬を絞って加えたのど水あめです。のどの痛
みに。砂糖不使用。

京の伝統　かりんのどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395495
¥670 00100216品 番160g

麦芽水飴、かりんはちみつ漬け

あめ

でんぷんを麦芽で糖化した日本古来の甘味料｢麦芽水
あめ｣にキンカンエキスを加えたのど水あめです。身体
にじんわりと染みこむ穏やかな甘さ。のどの痛みに、優
しく届きます。砂糖不使用。

京の伝統　きんかんのどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395488
¥670 00100215品 番160g

麦芽水飴、キンカン

しょうが焼きや煮物のコクだしに。京の老舗がつくった
麦芽水あめとしょうがだけののどあめです。のどあめと
しては勿論、お料理のつや出しや隠し味に。

京の伝統　生姜のどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395518
¥670 00100218品 番160g

麦芽水飴、生姜
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アーモンドの歯ざわり抜群！国内産小麦粉を使った乾
パン風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵させたオリ
ジナル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。卵、乳製
品不使用。

あーもんどクッキー

ケース入数：60　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398250
¥574 00100476品 番5枚入

小麦粉（国内産）、アーモンド、水飴、菜種油、酵母（米由来）、食塩

小麦粉不使用。にんじんの素朴な風味。有機原料を中
心に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをし
たがりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっか
り噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

おこめクッキー ～にんじん～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398465
¥298 00100498品 番35g

有機にんじん、有機米、さつま芋澱粉、砂糖、菜種油、ひえ、食塩

小麦粉不使用。かぼちゃの優しい甘さ。有機原料を中
心に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをし
たがりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっか
り噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

くまさんクッキー ～かぼちゃ味～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398472
¥298 00100499品 番35g

さつま芋澱粉、砂糖、有機さつま芋、ひえ、有機かぼちゃ、菜種油、食塩

小麦粉不使用。キャロブの深いコク。有機原料を中心
に、家庭の台所で作るように、ひとつずつ型抜きをした
がりっとした歯ごたえの固焼きクッキーです。しっかり
噛んで食べたら少ない数でも十分な満足感です。

のりものクッキー ～キャロブ味～

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398489
¥298 00100500品 番35g

さつま芋澱粉、砂糖、有機さつま芋、菜種油、ひえ、キャロブパウダー、
食塩

小麦粉不使用。カリカリと軽い食感の後に、口の中でふ
わっと消えるココナッツ味の不思議なクッキーです。家
庭の台所で作るように、ひとつずつカットし丁寧に焼き
上げた癖になる味わい。

カリカリ､ココナッツ

ケース入数：30　賞味期間：90日　JAN：4562123398496
¥327 00100501品 番50g

さつま芋澱粉、砂糖、ココナッツパウダー、ひえ、菜種油、食塩

ゴマの絶妙な香ばしさ！国内産小麦粉を使った乾パン
風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵させたオリジナ
ル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。卵、乳製品不
使用。

ごまクッキー

ケース入数：100　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398236
¥364 00100474品 番5枚入

小麦粉（国内産）、菜種油、胡麻、酵母（米由来）、醤油（小麦、大豆を含
む）、食塩

レーズンの甘味と酸味がアクセント。国内産小麦粉を
使った乾パン風ノンシュガークッキー。米と糀を発酵さ
せたオリジナル天然酵母が粉の旨味を引き立てます。
卵、乳製品不使用。

れーずんクッキー

ケース入数：100　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398243
¥422 00100475品 番5枚入

小麦粉（国内産）、レーズン、菜種油、酵母（米由来）、もち玄米粉、食塩

丹波黒豆のコクと甘み。でんぷんを麦芽で糖化した日
本古来の甘味料｢麦芽水あめ｣に丹波黒豆の煮汁を加
えたのど水あめです。砂糖不使用。料理のコクだしに
も。

京の伝統　黒豆煮汁のどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395525
¥670 00100219品 番160g

麦芽水飴、丹波黒豆煮汁

身体にじんわりと染みこむ穏やかな甘さ。でんぷんを
麦芽で糖化した日本古来の甘味料｢麦芽水あめ｣にかり
んの蜂蜜漬を絞って加えたのど水あめです。のどの痛
みに。砂糖不使用。

京の伝統　かりんのどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395495
¥670 00100216品 番160g

麦芽水飴、かりんはちみつ漬け

あめ

でんぷんを麦芽で糖化した日本古来の甘味料｢麦芽水
あめ｣にキンカンエキスを加えたのど水あめです。身体
にじんわりと染みこむ穏やかな甘さ。のどの痛みに、優
しく届きます。砂糖不使用。

京の伝統　きんかんのどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395488
¥670 00100215品 番160g

麦芽水飴、キンカン

しょうが焼きや煮物のコクだしに。京の老舗がつくった
麦芽水あめとしょうがだけののどあめです。のどあめと
しては勿論、お料理のつや出しや隠し味に。

京の伝統　生姜のどあめ

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123395518
¥670 00100218品 番160g

麦芽水飴、生姜
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腹持ちが良いのにもたれない。キャベツとベジミートを
たっぷり入れた植物性100%の手づくり風キャベツメン
チカツです。トースターやレンジで温めるだけ！

キャベツメンチカツ

ケース入数：50　賞味期間：冷凍6ヶ月　JAN：4562123397086
¥598 00100365品 番200g（4個入）

キャベツ（国産）、粒状大豆たんぱく（大豆（国産、遺伝子組み換えでな
い））、植物油（オーストラリア）、パン粉、小麦粉（国産有機）、食塩、香辛
料（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

温めるだけでプロの味！豆乳ベシャメルソースに野菜
を入れてからっと揚げました。植物性素材100%でも
こってりまったり、本格的な味わいのクリームコロッケ
です。

豆乳クリームコロッケ

ケース入数：50　賞味期間：冷凍6ヶ月　JAN：4994741905037
¥679 00100366品 番160g（4個入）

豆乳（大豆、（国産、遺伝子組み換えでない））、小麦粉（国産有機）、人
参、いんげん、とうもろこし、パン粉、なたね油、食塩、香辛料（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

オーブントースターや電子レンジで揚げたて風味。熊
本産のれんこん独特の食感とホクホクじゃがいもを味
付けした一口サイズのコロコロ丸いコロッケです。お
弁当のおかずやおやつにも。

れんこんコロコロボール

ケース入数：30　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123397390
¥445 00100396品 番170g

野菜[れんこん（熊本県産）、じゃがいも（長崎県産）]、砂糖、しょうゆ、食
塩、衣[パン粉、小麦粉（国産）]、あげ油（なたね油）、（原材料の一部に
大豆を含む）

オーブントースターや電子レンジで揚げたて風味。宮
崎県産さつまいもをシンプルに塩と砂糖で味を調えカ
ラッと揚げた一口サイズのコロコロ丸いコロッケです。
お弁当のおかずやおやつにも。

おさつコロコロボール

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397406
¥407 00100397品 番200g

さつまいも（宮崎県産）、砂糖、食塩、衣[パン粉、小麦粉（国産）]、あげ油
（なたね油）、（原材料の一部に大豆を含む）

有機野菜（ほうれん草・水菜・ビート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）さつ
まいも・レンコン・ジャガイモ・大根・南瓜・人参・キャベツ・にんにく・里芋・
小松菜・椎茸・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリ
カ他15種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸大
豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解凍
後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。優しい甘口。

九州大地のカレーベース　甘口

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397789
¥398 00100435品 番200g

惣菜

冷凍食品
Quick Meals ~Frozen~

有機野菜（ベビーリーフ・大根・キャベツ・生姜・ニンニクの芽･ニラ・二十日
大根・スナップエンドウ・レタス）・ジャガイモ・大根・レンコン・さつまいも・
ニンニク・サンチェ・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パ
プリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸
大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解
凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。ピリッと中辛。

九州大地のカレーベース ［中辛］

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397796
¥398 00100436品 番200g

有機野菜（新玉葱・ロメイン･ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜・
ビタミン菜・ブロッコリー・葉大根）・ジャガイモ・カボチャ・レンコン・人参・ニ
ンニク・ほうれん草・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パ
プリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸
大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解
凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。大人の辛口。

九州大地のカレーベース ［辛口］

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397802
¥398 00100437品 番200g

有機野菜（大根・ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）・ジャガイモ・レンコン・カ
ボチャ・白菜・キャベツ・人参・ニンニク・小松菜・山東菜・菜の花・九条葱・自家製鶏ガラスー
プ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペースト
チャツネ・赤酒・塩・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）玉葱・エリンギ・白しめじ・
ぶなしめじ・えのき・無添加欧風ダシ・水・純なたね油農薬不使用米粉※調味料の一部に小
麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、5種のきのこを加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー きのこ ［中辛］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397826
¥398 00100439品 番200g

有機野菜（里芋・生姜ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ）･レンコン・ジャガイモ・大
根・小松菜･チンゲン菜・ネギ・人参・カボチャ・ニンニク・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ター
メリック・ナツメグ・パプリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤
酒・塩・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）・玉葱・大豆・ささげ黒豆・白大福豆・金
時豆・紫花豆・豚挽肉・無添加欧風ﾀﾞｼ・水・純なたね油・農薬不使用米粉※調味料の一部に
小麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、数種類の豆を加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー ころころ豆 ［甘口］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397833
¥398 00100440品 番200g

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、数種類の豆を加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー タイ風 ［甘口］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397840
¥537 00100441品 番200g

有機野菜（ほうれん草・水菜・ビート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）さつまいも・レンコ
ン・ジャガイモ・大根・カボチャ・人参・キャベツ・にんにく・里芋・小松菜・椎茸・自家製鶏ガ
ラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリカ他15種類）・調味料（ココナッツミルク・
ペーストチャツネ・赤酒・自然塩（天日）・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・粗糖）・鶏
肉・パプリカ･ズッキーニ・竹の子・エリンギ・グリーンカレーペースト※調味料の一部に小
麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

玄米に小豆と雑穀を混ぜ圧力釡で炊いたあと、70～
73℃で72時間以上保温した酵素玄米ごはんです。出来
たてを一食分ずつ急速冷凍し、美味しさをそのまま閉
じ込めました。もちもちとした食感の酵素玄米ご飯が手
軽に味わえます。

もっちもち酵素玄米～小豆入り～

ケース入数：40　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123399066
¥2,155 00100558品 番6個入（150g×6）

玄米、小豆、あわ、黒米、押し麦、塩

衣をつけてから揚げにした高野豆腐に、醤油などで調
味をした汁旨味の濃いだし汁をつけました。トースター
などで焼きたての高野豆腐を煮汁で煮しめてお召し上
がりください。とろっとした舌触りとほのかに甘い味わ
いに食がすすみます。動物性原料不使用。

高野豆腐の揚げ煮

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398625
¥582 00100514品 番4枚

高野豆腐揚げ【椎茸だし汁、植物油（菜種）、片栗粉（馬鈴薯澱粉）、乾燥
凍り豆腐（大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり））、
醤油、食塩、甜菜糖】甘煮だし【椎茸だし汁、醤油、甜菜糖、発酵調味料
（米、米麹、食塩）、食塩】※材料の一部に、大豆・小麦を含む。

低脂肪・高タンパクの高野豆腐にパン粉をつけてさっ
くりとあげました。ボリュームたっぷりのトンカツ風フラ
イです。トースターやオーブンで温めるだけで、揚げた
ての食感が楽しめます。動物性原料不使用。

高野豆腐カツ

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398632
¥542 00100515品 番4枚

植物油（菜種）、椎茸だし汁、パン粉（小麦粉、イースト、食塩）、乾燥凍り
豆腐（大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり））、
醤油、食塩、甜菜糖※材料の一部に、大豆・小麦を含む

大豆ミートを串に刺し、甘辛だれをからめて焼きあげ
た、カロリー低めの焼き鳥風串焼きです。香ばしい醤油
の照り焼き味。食べ盛りの子どもに、お家で晩酌を楽し
む方に。動物性食材を使用していません。

焼き鳥風串焼き

ケース入数：50　賞味期間：360日　JAN：4562123397277
¥1,050 00100384品 番20g×10

大豆蛋白（エンドウ蛋白、粉末状大豆蛋白、食物繊維、脱脂大豆、澱
粉）、ざらめ、醤油（大豆、小麦、食塩）、片栗粉、風味調味料（食塩、椎茸
エキス、粉末、酵母エキス　他）、食塩、香辛料、本みりん、植物油
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腹持ちが良いのにもたれない。キャベツとベジミートを
たっぷり入れた植物性100%の手づくり風キャベツメン
チカツです。トースターやレンジで温めるだけ！

キャベツメンチカツ

ケース入数：50　賞味期間：冷凍6ヶ月　JAN：4562123397086
¥598 00100365品 番200g（4個入）

キャベツ（国産）、粒状大豆たんぱく（大豆（国産、遺伝子組み換えでな
い））、植物油（オーストラリア）、パン粉、小麦粉（国産有機）、食塩、香辛
料（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

温めるだけでプロの味！豆乳ベシャメルソースに野菜
を入れてからっと揚げました。植物性素材100%でも
こってりまったり、本格的な味わいのクリームコロッケ
です。

豆乳クリームコロッケ

ケース入数：50　賞味期間：冷凍6ヶ月　JAN：4994741905037
¥679 00100366品 番160g（4個入）

豆乳（大豆、（国産、遺伝子組み換えでない））、小麦粉（国産有機）、人
参、いんげん、とうもろこし、パン粉、なたね油、食塩、香辛料（原材料の
一部に小麦、大豆を含む）

オーブントースターや電子レンジで揚げたて風味。熊
本産のれんこん独特の食感とホクホクじゃがいもを味
付けした一口サイズのコロコロ丸いコロッケです。お
弁当のおかずやおやつにも。

れんこんコロコロボール

ケース入数：30　賞味期間：12ヶ月　JAN：4562123397390
¥445 00100396品 番170g

野菜[れんこん（熊本県産）、じゃがいも（長崎県産）]、砂糖、しょうゆ、食
塩、衣[パン粉、小麦粉（国産）]、あげ油（なたね油）、（原材料の一部に
大豆を含む）

オーブントースターや電子レンジで揚げたて風味。宮
崎県産さつまいもをシンプルに塩と砂糖で味を調えカ
ラッと揚げた一口サイズのコロコロ丸いコロッケです。
お弁当のおかずやおやつにも。

おさつコロコロボール

ケース入数：30　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397406
¥407 00100397品 番200g

さつまいも（宮崎県産）、砂糖、食塩、衣[パン粉、小麦粉（国産）]、あげ油
（なたね油）、（原材料の一部に大豆を含む）

有機野菜（ほうれん草・水菜・ビート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）さつ
まいも・レンコン・ジャガイモ・大根・南瓜・人参・キャベツ・にんにく・里芋・
小松菜・椎茸・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリ
カ他15種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸大
豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解凍
後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。優しい甘口。

九州大地のカレーベース　甘口

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397789
¥398 00100435品 番200g

惣菜

冷凍食品
Quick Meals ~Frozen~

有機野菜（ベビーリーフ・大根・キャベツ・生姜・ニンニクの芽･ニラ・二十日
大根・スナップエンドウ・レタス）・ジャガイモ・大根・レンコン・さつまいも・
ニンニク・サンチェ・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パ
プリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸
大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解
凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。ピリッと中辛。

九州大地のカレーベース ［中辛］

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397796
¥398 00100436品 番200g

有機野菜（新玉葱・ロメイン･ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜・
ビタミン菜・ブロッコリー・葉大根）・ジャガイモ・カボチャ・レンコン・人参・ニ
ンニク・ほうれん草・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パ
プリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤酒・塩・丸
大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）※調味料の一部に小麦使用※解
凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スで、トロトロになるまで煮込んだ本格カレーベース。
小麦粉不使用。お好みの具材を加えて、オリジナルのカ
レーに。大人の辛口。

九州大地のカレーベース ［辛口］

ケース入数：15　賞味期間：1年　JAN：4562123397802
¥398 00100437品 番200g

有機野菜（大根・ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）・ジャガイモ・レンコン・カ
ボチャ・白菜・キャベツ・人参・ニンニク・小松菜・山東菜・菜の花・九条葱・自家製鶏ガラスー
プ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペースト
チャツネ・赤酒・塩・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）玉葱・エリンギ・白しめじ・
ぶなしめじ・えのき・無添加欧風ダシ・水・純なたね油農薬不使用米粉※調味料の一部に小
麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、5種のきのこを加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー きのこ ［中辛］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397826
¥398 00100439品 番200g

有機野菜（里芋・生姜ミズナ・ピート・ピノグリーン・スピナッチ）･レンコン・ジャガイモ・大
根・小松菜･チンゲン菜・ネギ・人参・カボチャ・ニンニク・自家製鶏ガラスープ・香辛料（ター
メリック・ナツメグ・パプリカ他16種類）・調味料（ココナッツミルク・ペーストチャツネ・赤
酒・塩・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・砂糖）・玉葱・大豆・ささげ黒豆・白大福豆・金
時豆・紫花豆・豚挽肉・無添加欧風ﾀﾞｼ・水・純なたね油・農薬不使用米粉※調味料の一部に
小麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、数種類の豆を加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー ころころ豆 ［甘口］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397833
¥398 00100440品 番200g

農薬を使わず栽培した九州産野菜と19種類のスパイ
スを煮込んだ本格カレーベースに、数種類の豆を加え
ました。小麦粉不使用。カレーのおいしさを知る人にお
勧めしたい、冷凍カレー。

九州大地のカレー タイ風 ［甘口］

ケース入数：15　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123397840
¥537 00100441品 番200g

有機野菜（ほうれん草・水菜・ビート・ピノグリーン・スピナッチ・生姜）さつまいも・レンコ
ン・ジャガイモ・大根・カボチャ・人参・キャベツ・にんにく・里芋・小松菜・椎茸・自家製鶏ガ
ラスープ・香辛料（ターメリック・ナツメグ・パプリカ他15種類）・調味料（ココナッツミルク・
ペーストチャツネ・赤酒・自然塩（天日）・丸大豆醤油・無添加味噌・ナンプラー・粗糖）・鶏
肉・パプリカ･ズッキーニ・竹の子・エリンギ・グリーンカレーペースト※調味料の一部に小
麦使用※解凍後分離した状態になっていることがありますが品質に問題はありません。

玄米に小豆と雑穀を混ぜ圧力釡で炊いたあと、70～
73℃で72時間以上保温した酵素玄米ごはんです。出来
たてを一食分ずつ急速冷凍し、美味しさをそのまま閉
じ込めました。もちもちとした食感の酵素玄米ご飯が手
軽に味わえます。

もっちもち酵素玄米～小豆入り～

ケース入数：40　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123399066
¥2,155 00100558品 番6個入（150g×6）

玄米、小豆、あわ、黒米、押し麦、塩

衣をつけてから揚げにした高野豆腐に、醤油などで調
味をした汁旨味の濃いだし汁をつけました。トースター
などで焼きたての高野豆腐を煮汁で煮しめてお召し上
がりください。とろっとした舌触りとほのかに甘い味わ
いに食がすすみます。動物性原料不使用。

高野豆腐の揚げ煮

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398625
¥582 00100514品 番4枚

高野豆腐揚げ【椎茸だし汁、植物油（菜種）、片栗粉（馬鈴薯澱粉）、乾燥
凍り豆腐（大豆（国産・遺伝子組換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり））、
醤油、食塩、甜菜糖】甘煮だし【椎茸だし汁、醤油、甜菜糖、発酵調味料
（米、米麹、食塩）、食塩】※材料の一部に、大豆・小麦を含む。

低脂肪・高タンパクの高野豆腐にパン粉をつけてさっ
くりとあげました。ボリュームたっぷりのトンカツ風フラ
イです。トースターやオーブンで温めるだけで、揚げた
ての食感が楽しめます。動物性原料不使用。

高野豆腐カツ

ケース入数：50　賞味期間：6ヶ月　JAN：4562123398632
¥542 00100515品 番4枚

植物油（菜種）、椎茸だし汁、パン粉（小麦粉、イースト、食塩）、乾燥凍り
豆腐（大豆（国産・遺伝子組み換えでない）、豆腐用凝固剤（にがり））、
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大豆ミートを串に刺し、甘辛だれをからめて焼きあげ
た、カロリー低めの焼き鳥風串焼きです。香ばしい醤油
の照り焼き味。食べ盛りの子どもに、お家で晩酌を楽し
む方に。動物性食材を使用していません。

焼き鳥風串焼き

ケース入数：50　賞味期間：360日　JAN：4562123397277
¥1,050 00100384品 番20g×10

大豆蛋白（エンドウ蛋白、粉末状大豆蛋白、食物繊維、脱脂大豆、澱
粉）、ざらめ、醤油（大豆、小麦、食塩）、片栗粉、風味調味料（食塩、椎茸
エキス、粉末、酵母エキス　他）、食塩、香辛料、本みりん、植物油
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鉄分豊富なひえで作った白身魚風フライです。炊きあ
げたひえと山芋をあわせて国産海苔にのせ、天然酵母
のパン粉をつけました。からっと揚げたら、白身魚のよ
うな食感になります。動物性食材不使用。

穀物と野菜の白身魚“風”フライ

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399028
¥1,384 00100554品 番6個入（40g×6）

ひえ、玉ねぎ、山芋、小麦粉、パン粉、塩、のり

国産小麦と天然酵母だから出来た、驚くほど弾力と粘り
のある食感の手のひらサイズのテーブルロールです。
半分に切って具を挟めば、ハンバーガーバンズに。小
麦の香ばしさと甘みが優しい手づくりの味を届けます。
動物性原料不使用。

天然酵母のハンバーガーバンズ

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399059
¥864 00100557品 番3個入（80g×3）

小麦粉、てんさい糖、塩、白神こだま酵母

ひよこ豆を使ったテンペです。食べやすく飽きが来ない
おいしさです。テンペはインドネシア発祥の、大豆など
をテンペ菌で発酵させた醗酵食品です。

ひよこ豆テンペ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399318
¥300 00100582品 番1枚（約75g）

ひよこ豆、テンペ菌

プチプチした食感の無農薬高きびに有機にんじん、有
機玉ねぎを加え、天然酵母のパン粉でまとめたハン
バーグ風惣菜です。飴色に炒めた玉ねぎやケチャップ
を添えて夕食のおかずにも。野菜も一緒にパンに挟め
ばハンバーガーに。動物性原料不使用。

穀物と野菜のハンバーグ風

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399035
¥1,384 00100555品 番6個入（45g×6）

高きび、にんじん、玉ねぎ、小麦粉、パン粉、塩、植物油

つぶした有機じゃがいものほくほくとした食感に、高き
びのプチプチとした食感がアクセントのじゃがいもコ
ロッケです。お弁当はもちろん、揚げたてをおやつに。
パンに挟めばコロッケバーガーに。動物性原料不使用。

穀物と野菜のミンチ風コロッケ

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399042
¥1,384 00100556品 番6個入（150g×6）

じゃがいも、玉ねぎ、高きび、小麦粉、パン粉、植物油、塩、胡椒

テンペ

大豆をまるごと使った新感覚のテンペです。クセがなく
食べやすくなっています。テンペはインドネシア発祥
の、大豆などをテンペ菌で発酵させた醗酵食品です。大
豆をまるごと使って発酵させたテンペはクセがなく、ど
なたでも食べやすくなっております。

大豆まるごとテンペ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399325
¥280 00100583品 番1枚（約75g）

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399332
¥630 00100584品 番1枚（約230g）

国産大豆、テンペ菌

アイスクリームもびっくり！醸して生まれた穀物の甘さ。
100%植物性、大豆も砂糖も使っていない穀物生まれ
の冷たい贅沢品です。バニラの風味が豊か、シンプル
なプレーン。

穀醸～プレーン～

ケース入数：8　JAN：4562123398014
¥4,760 00200297品 番100cc（×8個）

麹加工品（玄米、米麹、ひえ）、米、なたね油、香料、塩

100％植物性、穀物を醸して作った豊かな甘さ。大豆も
砂糖も使わない贅沢な味わいです。チョコレート、抹
茶、プレーンの3種が一度に味わえる詰め合わせ。
[プレーン3個、抹茶2個、チョコ3個]

穀醸～ミックス～

ケース入数：8　JAN：4562123398021
¥4,760 00200298品 番100cc（×8個）

【チョコ】麹加工品（玄米、米麹、ひえ、ココア、カカオ、キャロブ）、米、な
たね油、香料【抹茶】麹加工品（玄米、米麹、ひえ）、米、なたね油、抹茶
【プレーン】麹加工品（玄米、米麹、ひえ）、米、なたね油、香料、塩

アイスクリームもびっくり！醸して生まれた穀物の甘さ。
100%植物性、大豆も砂糖も使っていない穀物生まれ
の冷たい贅沢品です。キャロブとココア、カカオをあわ
せたコクのある味。

穀醸～チョコレート～

ケース入数：8　JAN：4562123397994
¥4,760 00200295品 番100cc（×8個）

麹加工品（玄米、米麹、ひえ、ココア、カカオ、キャロブ）、米、なたね油、
香料

アイスクリームもびっくり！醸して生まれた穀物の甘さ。
100%植物性、大豆も砂糖も使っていない穀物生まれ
の冷たい贅沢品です。コクのある大人の抹茶。

穀醸～抹茶～

ケース入数：8　JAN：4562123398007
¥4,760 00200296品 番100cc（×8個）

麹加工品（玄米、米麹、ひえ）、米、なたね油、抹茶

アイス

原料に無肥料・無農薬の自然栽培大豆を使用した贅沢
なテンペです。テンペはインドネシア発祥の、大豆など
をテンペ菌で発酵させた醗酵食品です。大豆をまるご
と使って発酵させたテンペはクセがなく、どなたでも食
べやすくなっております。

無為自然　大豆まるごとテンペ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399349
¥830 00100585品 番1枚（約230g）

ひよこ豆、テンペ菌
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鉄分豊富なひえで作った白身魚風フライです。炊きあ
げたひえと山芋をあわせて国産海苔にのせ、天然酵母
のパン粉をつけました。からっと揚げたら、白身魚のよ
うな食感になります。動物性食材不使用。

穀物と野菜の白身魚“風”フライ

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399028
¥1,384 00100554品 番6個入（40g×6）

ひえ、玉ねぎ、山芋、小麦粉、パン粉、塩、のり

国産小麦と天然酵母だから出来た、驚くほど弾力と粘り
のある食感の手のひらサイズのテーブルロールです。
半分に切って具を挟めば、ハンバーガーバンズに。小
麦の香ばしさと甘みが優しい手づくりの味を届けます。
動物性原料不使用。

天然酵母のハンバーガーバンズ

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399059
¥864 00100557品 番3個入（80g×3）

小麦粉、てんさい糖、塩、白神こだま酵母

ひよこ豆を使ったテンペです。食べやすく飽きが来ない
おいしさです。テンペはインドネシア発祥の、大豆など
をテンペ菌で発酵させた醗酵食品です。

ひよこ豆テンペ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399318
¥300 00100582品 番1枚（約75g）

ひよこ豆、テンペ菌

プチプチした食感の無農薬高きびに有機にんじん、有
機玉ねぎを加え、天然酵母のパン粉でまとめたハン
バーグ風惣菜です。飴色に炒めた玉ねぎやケチャップ
を添えて夕食のおかずにも。野菜も一緒にパンに挟め
ばハンバーガーに。動物性原料不使用。

穀物と野菜のハンバーグ風

ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399035
¥1,384 00100555品 番6個入（45g×6）

高きび、にんじん、玉ねぎ、小麦粉、パン粉、塩、植物油

つぶした有機じゃがいものほくほくとした食感に、高き
びのプチプチとした食感がアクセントのじゃがいもコ
ロッケです。お弁当はもちろん、揚げたてをおやつに。
パンに挟めばコロッケバーガーに。動物性原料不使用。
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ケース入数：20　賞味期間：6ヵ月　JAN：4562123399042
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じゃがいも、玉ねぎ、高きび、小麦粉、パン粉、植物油、塩、胡椒

テンペ

大豆をまるごと使った新感覚のテンペです。クセがなく
食べやすくなっています。テンペはインドネシア発祥
の、大豆などをテンペ菌で発酵させた醗酵食品です。大
豆をまるごと使って発酵させたテンペはクセがなく、ど
なたでも食べやすくなっております。

大豆まるごとテンペ

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399325
¥280 00100583品 番1枚（約75g）

ケース入数：30　賞味期間：1年　JAN：4562123399332
¥630 00100584品 番1枚（約230g）

国産大豆、テンペ菌

アイスクリームもびっくり！醸して生まれた穀物の甘さ。
100%植物性、大豆も砂糖も使っていない穀物生まれ
の冷たい贅沢品です。バニラの風味が豊か、シンプル
なプレーン。

穀醸～プレーン～
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100％植物性、穀物を醸して作った豊かな甘さ。大豆も
砂糖も使わない贅沢な味わいです。チョコレート、抹
茶、プレーンの3種が一度に味わえる詰め合わせ。
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せたコクのある味。
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の冷たい贅沢品です。コクのある大人の抹茶。
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お菓子

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。シンプルな甘
酒の味わいのプレーン。小麦粉不使用、大豆不使用。乳
製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～プレーン～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399073
¥846 00100559品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキング
パウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、ひ
とくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持ち
がよく、朝食に、おやつに重宝します。濃厚なチョコレー
ト味。小麦粉不使用、大豆不使用。乳製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～チョコレート～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399080
¥963 00100560品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、ココア、米糖化液（ライスドリンク、原
料米由来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベー
キングパウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。薫り高い抹茶
味。小麦粉不使用、大豆不使用。乳製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～抹茶～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399097
¥963 00100561品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、抹茶、食塩、ベー
キングパウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。シンプルなプ
レーン、濃厚なチョコレート、大人の抹茶のミックス。

［プレーン2個、チョコ2個、抹茶2個］

米粉のひとくちドーナッツ～ミックス～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399103
¥963 00100562品 番6個入

【プレーン】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由来）、
麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキングパウダー、重曹

【チョコ】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、ココア、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキングパウダー、重曹

【抹茶】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由来）、麹
ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、抹茶、食塩、ベーキングパウダー、重曹

限定商品
Limited merchandise

仁多郡産もち玄米を100％使用。清涼な地下水で蒸し
上げた発芽もち玄米を、杵つき製法でていねいに搗き
あげました。豊かな粘りと煮崩れしにくいコシの強さが
特徴の口当たりのよい丸もちです。

冬季限定
杵つき発芽玄米もち

ケース入数：40　賞味期間：製造日より150日　
JAN：4562123395334

¥719 00100345品 番320g

もち発芽玄米（島根県仁多郡産）

仁多郡産もち米100％使用。清涼な地下水で蒸し上げ
た発芽もち米を、杵つき製法でていねいに搗きあげま
した。豊かな粘りと煮崩れしにくいコシの強さが特徴の
なめらかな丸もちです。

冬季限定
杵つきもち

ケース入数：40　賞味期間：製造日より150日　
JAN：4562123395341

¥678 00100346品 番430g

もち米（島根県仁多郡産）

しいたけの旬、春に摘んだしいたけ「春子」のどんこだ
けを集め干した限定商品。 寒い冬の間中しっかり蓄え
た養分が凝縮された、肉厚で味が濃い逸品です。

期間限定
熊本産　春摘みどんこ 乾しいたけ

ケース入数：30　賞味期間：365日　JAN：4562123393422
¥842 00100025品 番50g

しいたけ（原木）

化学合成された農薬や肥料を一切使用せず、天地のリ
ズムにあわせて育った粒の大きな有機栽培青梅をまろ
やかな低温製法海水塩で漬け込んだ、昔ながらの梅干
です。塩味やわらか。

数量限定
出愛いの梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123398090
¥785 00100460品 番150g

梅、海塩

化学合成された農薬や肥料を一切使用せず、天地のリ
ズムで育った粒の大きな有機栽培青梅と赤じそをまろ
やかな低温製法海水塩で漬け込んだ、昔ながらの梅干
です。塩味やわらか。

数量限定
出愛いのしそ梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123398106
¥750 00100461品 番150g

梅、海塩、赤しそ

蔵付麹と農薬不使用の米でおこした米麹と、北海道秋
場農園産の無施肥大豆、モンゴルの岩塩を合わせ、本・
杉樽仕込みでじっくり熟成させました。味噌仕込み一
筋、100年味噌屋のマルカワみそ仕込みの中川オリジ
ナル米味噌です。

数量限定
極・中川信緒の「手前みそ」

ケース入数：6　賞味期間：6ヶ月　JAN：3188000019059
¥1,370 00100539品 番750g

国産大豆（遺伝子組み換えでない）、国産米、食塩（岩塩（天外天塩））
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お菓子

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。シンプルな甘
酒の味わいのプレーン。小麦粉不使用、大豆不使用。乳
製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～プレーン～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399073
¥846 00100559品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキング
パウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、ひ
とくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持ち
がよく、朝食に、おやつに重宝します。濃厚なチョコレー
ト味。小麦粉不使用、大豆不使用。乳製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～チョコレート～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399080
¥963 00100560品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、ココア、米糖化液（ライスドリンク、原
料米由来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベー
キングパウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。薫り高い抹茶
味。小麦粉不使用、大豆不使用。乳製品・卵不使用。

米粉のひとくちドーナッツ～抹茶～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399097
¥963 00100561品 番6個入

もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、抹茶、食塩、ベー
キングパウダー、重曹

玄米と雑穀に甘酒をあわせたもちもちとした食感の、
ひとくちサイズの焼ドーナッツです。小さいけれど腹持
ちがよく、朝食に、おやつに重宝します。シンプルなプ
レーン、濃厚なチョコレート、大人の抹茶のミックス。

［プレーン2個、チョコ2個、抹茶2個］

米粉のひとくちドーナッツ～ミックス～

ケース入数：40　賞味期限：6ヵ月　JAN：4562123399103
¥963 00100562品 番6個入

【プレーン】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由来）、
麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキングパウダー、重曹

【チョコ】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、ココア、米糖化液（ライスドリンク、原料米由
来）、麹ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、食塩、ベーキングパウダー、重曹

【抹茶】もちあわ、甜菜糖、玄米粉、米粉、米糖化液（ライスドリンク、原料米由来）、麹
ペースト（玄米、米麹、ひえ）、なたね油、食酢、抹茶、食塩、ベーキングパウダー、重曹

限定商品
Limited merchandise

仁多郡産もち玄米を100％使用。清涼な地下水で蒸し
上げた発芽もち玄米を、杵つき製法でていねいに搗き
あげました。豊かな粘りと煮崩れしにくいコシの強さが
特徴の口当たりのよい丸もちです。

冬季限定
杵つき発芽玄米もち

ケース入数：40　賞味期間：製造日より150日　
JAN：4562123395334

¥719 00100345品 番320g

もち発芽玄米（島根県仁多郡産）

仁多郡産もち米100％使用。清涼な地下水で蒸し上げ
た発芽もち米を、杵つき製法でていねいに搗きあげま
した。豊かな粘りと煮崩れしにくいコシの強さが特徴の
なめらかな丸もちです。

冬季限定
杵つきもち

ケース入数：40　賞味期間：製造日より150日　
JAN：4562123395341

¥678 00100346品 番430g

もち米（島根県仁多郡産）

しいたけの旬、春に摘んだしいたけ「春子」のどんこだ
けを集め干した限定商品。 寒い冬の間中しっかり蓄え
た養分が凝縮された、肉厚で味が濃い逸品です。

期間限定
熊本産　春摘みどんこ 乾しいたけ

ケース入数：30　賞味期間：365日　JAN：4562123393422
¥842 00100025品 番50g

しいたけ（原木）

化学合成された農薬や肥料を一切使用せず、天地のリ
ズムにあわせて育った粒の大きな有機栽培青梅をまろ
やかな低温製法海水塩で漬け込んだ、昔ながらの梅干
です。塩味やわらか。

数量限定
出愛いの梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123398090
¥785 00100460品 番150g

梅、海塩

化学合成された農薬や肥料を一切使用せず、天地のリ
ズムで育った粒の大きな有機栽培青梅と赤じそをまろ
やかな低温製法海水塩で漬け込んだ、昔ながらの梅干
です。塩味やわらか。

数量限定
出愛いのしそ梅干

ケース入数：24　賞味期間：720日　JAN：4562123398106
¥750 00100461品 番150g

梅、海塩、赤しそ

蔵付麹と農薬不使用の米でおこした米麹と、北海道秋
場農園産の無施肥大豆、モンゴルの岩塩を合わせ、本・
杉樽仕込みでじっくり熟成させました。味噌仕込み一
筋、100年味噌屋のマルカワみそ仕込みの中川オリジ
ナル米味噌です。

数量限定
極・中川信緒の「手前みそ」

ケース入数：6　賞味期間：6ヶ月　JAN：3188000019059
¥1,370 00100539品 番750g

国産大豆（遺伝子組み換えでない）、国産米、食塩（岩塩（天外天塩））
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渋みや苦みの少ないさっぱりとした味。化学肥料や化
学合成された農薬、除草剤を一切使わず、自然の営み
に添って育てた茶葉を100%使用。水出しすると秋番茶
に多く含まれる甘みの成分が溶け出やすくなります。

数量限定
有機 秋摘み爽やか茶

ケース入数：20　賞味期間：360日　JAN：4562123396072
¥845 00100327品 番200g

有機茶葉（国産）

農薬の使用を通常の半分以下に抑えて育てた希少な
春摘みの長崎県産カラマンダリンを、苦味やえぐみが
出ないよう特別なジューサーで果実の25％だけを搾っ
た無添加の100％ストレートジュースです。

数量限定
長崎カラマンダリン
贅沢にしぼったプレミアムストレートジュース

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398403
¥1,800 00100492品 番720ml

長崎県産カラマンダリン

のど越し爽やか、コシのある平麺。国産有機小麦粉を材
料に、島原地方伝承の製麺技法で仕上げた手延べうど
んです。仕込みは年に1回、極寒期のみ。清涼な水と塩、
小麦粉だけで仕上げたシンプルな味わい。

年一回の仕込みにつき、数量限定
有機 手延べうどん

ケース入数：50　賞味期間：1年半（540日）　
JAN：4562123397109

¥580 00100367品 番180g

有機小麦粉、食塩、食用植物油

のど越し爽やか、コシのある伝承の味。国産有機小麦粉
を材料に、島原地方の伝統の製麺技法を今に伝える職
人技で仕上げた熟成そうめんです。仕込みは年に1回、
極寒期のみです。

年一回の仕込みにつき、数量限定
有機 手延べそうめん

ケース入数：45　賞味期間：900日　JAN：4562123397116
¥580 00100368品 番200g

有機小麦粉、食塩、食用植物油

つるりとした絹のような喉ごしと食べ応えのあるコシの
強さ。国産小麦と自然海塩、水だけのシンプルさ。熟成
した小麦の旨みともちもちとした食感が堪能できる手
延べそうめんです。

4月から9月までの夏季限定
手延べ半生そうめん

ケース入数：12×2　賞味期間：常温3ヶ月　
JAN：4562123395464

¥360 00100213品 番180g

小麦粉（国産）、食塩、食用植物油（ごま油）

黒豆の滋味深さ。農薬や化学肥料を一切使用せず北海
道の大地で自然のままに育った黒豆を、丁寧に仕上げ
た贅沢な豆菓子です。ました。コーヒーにも日本茶にも
ぴったり。

【大地の滋味・天の恵み】黒豆しぼり

ケース入数：50　賞味期間：8ヶ月　JAN：4562123393194
¥690 00100002品 番150g

黒大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、砂糖（洗双糖）、ブラン
デー、食塩（海の精）、香料

栽培期間中、農薬や化学肥料を一切使用せず育てた黒
豆の味を生かし、昔ながらの鉄釡でじっくりと丁寧に仕
上げました。甘味には洗双糖（粗糖）、塩は海の精を使
用。北海道の大地と空が自然のままに育てた、滋味深
い黒豆煮豆です。しっかりした歯ごたえも楽しめます。

期間限定
【大地の滋味・天の恵み】黒豆煮豆

ケース入数：120　賞味期間：120日　JAN：4562123393200
¥630 00100003品 番100g

黒大豆（北海道産、遺伝子組み替えでない）、砂糖（洗双糖）、食塩（海の
精）
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渋みや苦みの少ないさっぱりとした味。化学肥料や化
学合成された農薬、除草剤を一切使わず、自然の営み
に添って育てた茶葉を100%使用。水出しすると秋番茶
に多く含まれる甘みの成分が溶け出やすくなります。

数量限定
有機 秋摘み爽やか茶

ケース入数：20　賞味期間：360日　JAN：4562123396072
¥845 00100327品 番200g

有機茶葉（国産）

農薬の使用を通常の半分以下に抑えて育てた希少な
春摘みの長崎県産カラマンダリンを、苦味やえぐみが
出ないよう特別なジューサーで果実の25％だけを搾っ
た無添加の100％ストレートジュースです。

数量限定
長崎カラマンダリン
贅沢にしぼったプレミアムストレートジュース

ケース入数：12　賞味期間：1年　JAN：4562123398403
¥1,800 00100492品 番720ml

長崎県産カラマンダリン

のど越し爽やか、コシのある平麺。国産有機小麦粉を材
料に、島原地方伝承の製麺技法で仕上げた手延べうど
んです。仕込みは年に1回、極寒期のみ。清涼な水と塩、
小麦粉だけで仕上げたシンプルな味わい。

年一回の仕込みにつき、数量限定
有機 手延べうどん

ケース入数：50　賞味期間：1年半（540日）　
JAN：4562123397109

¥580 00100367品 番180g

有機小麦粉、食塩、食用植物油

のど越し爽やか、コシのある伝承の味。国産有機小麦粉
を材料に、島原地方の伝統の製麺技法を今に伝える職
人技で仕上げた熟成そうめんです。仕込みは年に1回、
極寒期のみです。

年一回の仕込みにつき、数量限定
有機 手延べそうめん

ケース入数：45　賞味期間：900日　JAN：4562123397116
¥580 00100368品 番200g

有機小麦粉、食塩、食用植物油

つるりとした絹のような喉ごしと食べ応えのあるコシの
強さ。国産小麦と自然海塩、水だけのシンプルさ。熟成
した小麦の旨みともちもちとした食感が堪能できる手
延べそうめんです。

4月から9月までの夏季限定
手延べ半生そうめん

ケース入数：12×2　賞味期間：常温3ヶ月　
JAN：4562123395464

¥360 00100213品 番180g

小麦粉（国産）、食塩、食用植物油（ごま油）

黒豆の滋味深さ。農薬や化学肥料を一切使用せず北海
道の大地で自然のままに育った黒豆を、丁寧に仕上げ
た贅沢な豆菓子です。ました。コーヒーにも日本茶にも
ぴったり。

【大地の滋味・天の恵み】黒豆しぼり

ケース入数：50　賞味期間：8ヶ月　JAN：4562123393194
¥690 00100002品 番150g

黒大豆（北海道産、遺伝子組み換えでない）、砂糖（洗双糖）、ブラン
デー、食塩（海の精）、香料

栽培期間中、農薬や化学肥料を一切使用せず育てた黒
豆の味を生かし、昔ながらの鉄釡でじっくりと丁寧に仕
上げました。甘味には洗双糖（粗糖）、塩は海の精を使
用。北海道の大地と空が自然のままに育てた、滋味深
い黒豆煮豆です。しっかりした歯ごたえも楽しめます。

期間限定
【大地の滋味・天の恵み】黒豆煮豆

ケース入数：120　賞味期間：120日　JAN：4562123393200
¥630 00100003品 番100g

黒大豆（北海道産、遺伝子組み替えでない）、砂糖（洗双糖）、食塩（海の
精）
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