
定価１５５円を特価１４３円 
     麺は国内産小麦粉に発芽玄米粉を

練り込みました。かん水不使用、揚

げ油は１００％植物油。麺に良く合

う胡麻しょうゆ味。 

定価４３０円を特価３８８円 

「天日寒風干し」という伝統的手法を

守り、氷温で漬け込み熟成させていま

すので新鮮な風味を味わえます。 
 
 

２５日特売品 
野菜・果物 

２６日特売品 ２７日特売品      

だし入りしょうゆの決定版 

     ※１０５０円を９４８円 
     特選醤油をベースに、鰹、

昆布、魚介類のエキスなどをたっ
ぷりと、そして、じっくりと溶け  

込ませた美味しい和風液体調味料です。 

 
 

定価１１０２円を特価９５８円 

「Ｎｅｗechocia（ニューエコシア） 

定価５５００円を超特価４６７５円 

          植物発酵食品エコシア(ク
シ酵素)は南米ブラジルで
手つかずの聖域「パンタナ
ール」のカンポグランデ農
場でゆっくり永い時間を 

かけて熟成された１００％天然の植物発酵食 
品です。素材をひとつひとつ丁寧に選りすぐ 
り、自然の力にまかせて円熟味のあるまろや 

かな自然発酵酵素に仕上げました。 

 

定価７００円を特価６３５円 
          歯菌(ミュータンス)の増殖

を抑え、口臭を防ぐ天然緑
茶エキスなどを配合した
自然派歯磨きです。 

 

定価６０００円を超特価４９８０円 
      ★２０年近く悩まされてきた 

花粉症がすっきり解消！ 
抗アレルギー組成物特許取得原料を使用。 

じゃばらの皮に多く含まれる有用成分が花粉対策になる

ことが、大阪薬科大学生薬科学研究室などの研究によっ

てわ かっています。 
 

 

各定価３２５円を特価２９３円 
 

 

 

 

 

国内産１００％のもち米使用！化学調味料無添加！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟 水 

弱アルカリ性 

★硝酸態窒素ゼロの天然水 
★自然の天然ミネラルが含まれた天然水 

●炭酸水素イオン含有 
    ●シリカ含有 
    ●サルフェート含有 
    ●カルシウム含有 
    ●マグネシウム含有 
    ●ナトリウム含有 
    ●カリウム含有 

    定価１５０円を特価１３８円 

非加熱 

軟 水 

弱アルカリ性 
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えごまマヨネーズ 205ｇ 
      圧搾しぼりの「えごま一

番」を使用した卵黄タイプ
のあっさりまろやか風味
のマヨネーズです。 

定価４７０円を特価４２５円 
 

喜界島のきび糖 1ｋｇ 
     喜界島の人々が丹精 

込めて育て上げたサト
ウキビから作ったまろ
やかな砂糖です。 

定価４５４円を特価４１３円 

 

あいみ（みりん）600ｍｌ 
      原料を時間をかけて熟   

させた清酒とみりんの
特徴を兼ね備えた発酵
調味料です。

定価４７４円を特価４２８円 
 

ヒカリトマトケチャップ 
      有機トマトそのものの甘味

を生かした滑らかな舌触り
の堪能できる美味しいケチ
ャプです。

定価３５０円を特価３１８円 
 

ヒカリ有機中濃ソース 360ｍｌ 

   野菜・果実は１００％有機で
す。有機りんご酢と有機純米
酢を使用しています。糖類は
有機糖蜜と有機砂糖を使用。 

定価３９０円を特価３５３円 
 

米こうじ味噌 750ｇ 
       100％良質な丸大豆と国

産米から造り上げた、米 
こうじの風味を楽しめるコクのあ 
る甘さが特長の白粒みそです。 

定価７００円を特価６２８円 

 マザーソルト１kg 
深層海水だけを、陶器を
敷き詰めた塩田に引き込
み、自然結晶させ、１年
間熟成させたものです。 

定価１４００円を特価１２５８円 
 

長工のかけぽん４００ｍｌ 

丸大豆うすくち醤油をベ
ースに高知県産のゆず果
汁を使用した、つけ・かけ
専用のゆず醤油です。 

定価４３０円を特価３８８円 
 
 

生乳をヒト由来の有用定住腸内乳酸菌群・Ｙ
Ｍ菌で、長期発酵熟成させて造られたヨーグ
ルトです。 

１カップ 90ｇ 善玉菌１０００億以上含有！ 

        
定価  特価       

１５５円を１４５円   

 
           食品成分をベースに、今までの洗たく

洗剤と異なる、合成洗剤でも石鹸でも
ない、まったく新しい発想で生まれた
洗たくパウダーです。 

定価１１６０円を特価１０００円 
 

定  定価３４０円を特価２２８円 
   苦みが無く生食でも全然辛くあり

ません。この時期だけのフレッシ

ュな玉ねぎ。サラダでどうぞ。 

無農薬・化学肥料不使用。 
 

定価３００円を特価２２８円 
有機 JAS 認証 

貴重な屋久島産の有機新 じゃ

がいもは皮が薄くてホックホ

ク♪. 

無農薬・化学肥料不使用。 
 

 

サラッと軽い口あたりでニオイ

のないこめ油だからこそ、素材に

うまくなじんで、その持ち味を最

大限に引き出してくれるのです。 

★こめ油には油の食物繊維とい

われる植物ステロールなど、コレステロー

ルの低下に役立つ成分が豊富に含まれて

います。 

定価９００円を超特価７６８円 

各定価２２２円を２０３円 
         1 缶 3 尾前後入った食べき

りサイズ。イージーオープ
ン缶なので缶切不要。 

       各定価３３３円を特価２９８円 
      すり身には、仙崎漁港・下関漁港で

水揚げされた生魚を 10%配合。魚

の旨みが生きていますふわっとし

た食感で、品の良い味わいです。リ

ン酸塩を不使用。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天然醸造醤油 720ｍｌ 

国内産大豆、小麦使用。食
塩はオーストラリア産天日
塩を使用。時間と手数をか
けて熟成させました。 

定価５５０円を特価４９８円 

 

 

 

★健康志向の方やダイエット中の方にお薦めです。 

※無料サンプル品あり！ 

定価４５００円を特価４０５０円 

無添加 ノンカフェイン 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.organicgarden.jp/blog/media/products/20060414-060329-a.jpg&imgrefurl=http://www.organicgarden.jp/blog/index.php?itemid%3D10&h=160&w=200&tbnid=R5mx6AGWAJj2fM:&zoom=1&docid=sSJ5RaEZhz3vQM&ei=IuOLU8iGIsm5kgWP2oHgCA&tbm=isch&ved=0CHUQMygZMBk&iact=rc&uact=3&dur=719&page=2&start=21&ndsp=29
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/vivaohayo/cabinet/fot300/4986632920915.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2Rivc1Yb_tWq24AcziU3uV7/SIG=12934bd6t/EXP=1459405016/**https:/www.miuraya.com/fresh/images/shintamanegi.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMGwF0ndVuhMAqEiU3uV7/SIG=126io8egc/EXP=1434002309/**http:/www.izumi-ss.com/01item/04salt/salt-b10.jpg
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/kenkocom/cabinet/f317/f317280h_l.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1552979214/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc2F0b2Z1bGwuanAvcHJvZHVjdHMvZGV0YWlsLnBocD9wcm9kdWN0X2lkPTEwMTgwOTE-/RS=%5eADBuRVbQmtcfU0qZ9kqEbP0bijbqxk-;_ylt=A2RCL5.NQ49cnTQA7AaU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1489473525/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ltYWdlMS5zaG9wc2VydmUuanAvaG91bmVucmFrdWljaGkuY29tL3BpYy1sYWJvL2xsaW1nLzExMzNfMDEuanBnP3Q9MjAxNDA1MDgxNTA1NTM-/RS=%5eADB9epTBefP9ekmlMg25dhaEMKvF84-;_ylt=A2Rivc90PsZYU2cAwzyU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


梅なめ茸 ２００ｇ 
新鮮な信州産えのき茸に
梅、しそ、鰹節、鯖節など
を加えて調味料で味付け
しました。 

定価３００円を特価２６８円 

 

奄美のカレー180ｇ 
奄美大島で栽培されたうこ
んをはじめ原材料の小麦粉、
豚脂、砂糖、りんごは 

国産を 100％使用したカレーです。 

定価４００円を特価３５８円 
 

国産十六穀米 300ｇ 
    米粒麦、黒米、押麦、餅き

び、餅あわ、巨大胚芽米、
アマランサス、うるちひえ、
玄米胚芽、赤米、大豆、黒 

豆、小豆、はと麦、たかきび、餅米 

定価９８０円を特価８８３円 
 

有機バナナ（３～５本入） 
有機認証・無くん蒸。 
生産地：メキシコ 
安心・安全の美味しい
バナナです。 

定価３８０円を特価３４５円 

 

四季彩々の和風だし８袋 
焼津の鰹節と昆布、焼き塩
などをブレンドした鰹の香
り高い和風だしです。化学
調味料は不使用。 

定価４２０円を特価３６３円 

 国産丹波黒豆煮豆 180ｇ 
国産丹波黒豆のＬサイズ
を使い、ふっくらやわらか
く炊き上げました。味付け
もあっさり。 

定価４００円を特価３８３円 

 

美味しい帆立炊き 180ｇ 
うまみたっぷりの帆立
を、醤油ベースで味付け
しました。化学調味料、
増粘多糖類不使用。 

定価３８０円を特価３４５円 

 粗挽き塩こしょう詰替１６０ｇ 

      ミネラルたっぷりのこだわり
の自然塩と、香り高い最高の
白胡椒と黒胡椒を粗挽きにし
てブレンドした塩胡椒です。 

定価４７０円を特価４２５円 

 

カットわかめ 12ｇ 
    三重の豊かな山々より流れ

込んだ栄養豊富な水が通る
場所で養殖する事で肉厚な
風味豊かな若芽に育ちます 

定価３１３円を特価２８３円 
 

 

発酵豆乳マーガリン 
       植物性乳酸菌で発酵さ

せた豆乳を使用しまし
た。純植物性１００％
のマーガリン。 

定価３１５円を特価２８５円 
 

かつおのふりかけ３０ｇ 
厚めに削った鰹節をたっ
ぷり使った、自然なおいし
さの無添加おかかふりか
け。お弁当に。 

定価３２５円を特価２９５円 

 

お魚ソーセージ２本入り 
      スケトウダラの無リンす

り身を甜菜糖・鰹節エキ
ス・塩・香辛料等で味付け
した魚肉ソーセージです。 

定価２８０円を特価２５５円 

 

こな屋さんの天ぷら粉 500ｇ 
国産原料 100％です。重曹
などは使わないでカラッと
揚がるてんぷら粉を粉屋さ
んが開発しました。 

定価２８６円を特価２５８円 

 

 

こだわり食材を使用した本格派レ
トルトカレー（中辛）。鶏肉は青森
県トキワ養鶏で丹精込めて育てら
れた鶏本来の旨みがあります。 

定価３５０円を

有機栽培べに花油、有機栽培トマ

ト、国内産小麦粉、北海道産玉ねぎ、

沖縄県産粗糖等を使用。 

定価３７０円を

★上記の２点は４月より５０円 
ほど値上がりいたします！ 

一般的な 60m ダブルに比べて使い出が
あります。合成洗剤を使わず脱墨し、塩素
系及び酸素系漂白剤も一切使用しておりま
せんので安心してお使いいただけます。 

５個３０５円を特価２７８円 

国産ふじりんごジュース３個入 
３個入３７５円を３４０円 

国産"ふじりんご"を 100%使

用し、そのまま搾ったストレ

ートジュースです。 

      厳選したハンガリー産アカシヤ蜂

蜜。さらりとして癖のない味はあら

ゆる用途にご利用いただけます。 

定価１０００円を特価８９８円 

北海道十勝の大自然が育んだミ
ルクの風味とコクが活きた贅沢
な味わいです。 

定価３９５円を特価３５８円 

ブラジル産プロポリスを配合

した、甘さひかえめのキャン

ディーです。（個包装）。 

定価４８０円を特価４３５円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単ひじきの白和え 60ｇ 
 豆腐一丁と混ぜるだけ
で素朴でおいしいひじき
の白和えができます。豆腐
の水切りは不要です。 

定価２８０円を特価２５５円 

 

赤玉有精卵６個入り 
    平飼いの健康な鶏が産ん 

    だ美味しい卵。餌には抗生

物質・ホルモン剤不使用。 

定価３３０円を特価２６８円 
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★新鮮な物を美味しく召し上がって頂く
ために、予約注文とさせて頂きます。 

締切日：４ /２日(木) 
お渡し日：４/８（水）～９日（木） 

無
添
加
・
天
日
干
し 

 

ふんわり半レア じゅわっとジューシー どっしり肉厚 

お名前              

☎               

赤穂のお塩使用 
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