
夏バテ防止商品 
新・撰の輝き（ローヤルゼリー配合ドリンク） 
１箱定価３５００円を超特価２８００円 

              *消化性王乳３０００mg 

自律神経の調整作用 
          *高麗人参エキス１０００mg  

滋養強壮・体力回復 
            *プルーンエキス 

造血作用・ミネラル補給 
★疲れ（肩こり・腰の疲れ・目の疲れ）だるい・な 
んとなく元気や、やる気が出ない方に絶対お勧めの 
ドリンクです。１度お試しいただくだけで体感いた 
だけるはずです。 

★新商品コーナー★ 
麻婆茄子とつくね飯（レトルト） 

なんこつ入りつくね、豚ひき肉、なすが入
った、豆板醤の辛みと花椒の香りがごはん
によく合います。少し辛めの味付けです。 
定価３５０円を特価３１８円 

 
野菜たっぷり中華丼（レトルト） 

国産豚肉と野菜が入った、野菜多めの中華
丼。ほのかなごま油風味がごはんによく合
います。安心の化学調味料無添加。 
定価３３５円を特価２９８円 

 
まいたけとたまねぎの 

   糀ポークカレー中辛（レトルト） 

国産豚肉のうま味、玉ねぎの甘み、まいた
けの食感、塩糀のコクがクセになる味わい
のオリジナルレトルトカレーです。辛さは
「中辛」です。安心の化学調味料無添加。 
定価３４０円を特価３０８円 

 

本物の味 3ｋｇ ９２００円 
７/３１日締め切り➡お渡し ８月中旬 

新物！

630ｇ（210ｇｘ3）２３００円 
 ７/３日締め切り➡お渡し ８月下旬 

※詳しくは店頭でお聞きください！ 

 
 
 
 

ダニトリシート 
定価１１１０円を特価１０００円 
有効面積︓約 3畳・取換目安︓約 3ヵ月 
特殊な誘引剤でダニを吸い込んで捕獲する、天然
素材から生まれた安心・安全なダニ取りシート。、
ダニが出すフンや死骸などのアレル物質まで強力
粘着シートで、99.6%低減化させます。 
 

２４日特売品 
野菜・果物 

２５日特売品 ２６日特売品      
だし入りしょうゆの決定版 

     ※１０５０ 円を９６８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 

「echocia（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。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



     香り豊かな高知県産ゆず果
汁と丸大豆醤油、国産たまね
ぎ、醸造酢をブレンドし、マ
イルドな酸味に仕上げました 

定価４５０円を特価４０８円 
 

オーガニックの原材料を使用
し、食塩を加えず、砂糖の代
わりに濃縮ぶどう果汁を使い
仕上げたトマトケチャップ。 

定価４９０円を特価４４５円 
 

      創業 290年・化学溶剤を用
いない「圧搾製法」による
こだわりの風味豊かな胡
麻油です。 

定価８３０円を特価７４８円 
 
 
 
 
 

      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 
 

★夏にはこだわりの甘酒★ 

泡盛づくりで用いられる「黒麹
菌」を使った沖縄唯一の甘酒。 
お米のやさしい甘さとクエン酸
のほのかな酸味のバランスが絶
妙なすっきりとした味わい。 

定価 933 円を特価 845 円 
 

      北海道産のビート(甜菜、
砂糖大根)糖蜜から抽出
したオリゴ糖です。 

定価５００円を特価４５５円 
 

      「味の母」は米、米こうじを
主原料として日本酒の基と
なる「もろみ」を醸造して塩
を加え、長時間じっくりと熟
成させた醗酵調味料です。

定価 81０円を特価 733 円 
 

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。減塩 

定価４００円を特価３６３円 
 

      世界中を歩き回り、厳選し
た有機素材 100%で仕上
げた甘口のオールマイテ
ィーソースです。 

定価３１０円を特価２７３円 

 
 
 

 
杉の桶で１年以上もかけて
醸造する本格的な手造りみ
そです。塩分は最小限度に
おさえております。 

定価８２０円を特価７４３円 
 

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 
 

米作りからこだわりを持
ち、昔ながらの静置発酵法
で醸造した、手造り醸造酢
の逸品です。 

定価４３０円を特価３８８円 
 
 

国内産小麦を全粒粉に製粉して、さら
にイオン水（電解水）自然塩を使用し
て作られたビタミン、ミネラル豊富な
車屋全粒粉手造りそうめんです。 
定価２３５円を特価２１５円

本醸造丸大豆こいくち醤油をベー
スに、選びぬいた鰹節、こんぶ、
本みりんなどを使用し、風味豊か
に仕上げたストレートタイプの美
味しいだしつゆです。 
定価 40０円を特価３６５円 

 
 

★原料と素材にこだわったアイス 
 
 
 
 
★苺アイスクリーム 100ｍｌ 

各種定価２３０円を特価２０８円 
 定価２８０円を特価２５３円 

主原料に国内産の安心できる天草を使用 
しています。昔ながらの製法で、天草か 
ら時間をかけて煮あげています。 

本葛入り豆寒天ゼリー110ｇ 

定価２５０円を特価２２８円 
とろ～り、ふるふる食感が特徴のお豆を味
わうヘルシースイーツです。寒天に甘味の 

ある有機栽培小豆を合わせ、有機きび糖と本葛を使用
したやさしい甘みです。 

糀屋本店の杏仁とうふ 900ｇ

定価２９５円を特価２６８円
寒天１００％使用し、甘さは控えて 
フルーツをたっぷり入れて作った 
杏仁とうふです。 

青梅ゼリー80ｇ
定価１８０円を特価１６５円
梅の甘露煮がまるごと入ったゼリ
ーです。梅は特別栽培のものを使 

用。冷凍庫に入れて、冷やして食べるのもお薦めです。 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

厳選した丸大豆と小麦を麹
とし、塩水の中に仕込み、１
年以上の時間をかけて熟成
します。 

定価６５０円を特価５８８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３００円を特価２７３円 
 

アーモンドクリーム 1５0ｇ 
      良質の美味しいアーモンド

に、黒糖と蜂蜜をプラス。パ
ンに塗るだけでなく、お菓子
や料理にもお使い頂けます。 

定価５３０円を特価４８５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 

 

国産六条大麦茶ＴＢ10ｇｘ40 
      有機 JAS 認定工場で焙煎

加工した香ばしい豊かな
風味の国産有機六条大麦
茶です。 

定価６００円を特価５４３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 
 

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 
 

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 
 

 

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 
 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 
 
 

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８８５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 
 
 

冷し生中華（１４０ｇｘ２食） 
麺は国内産小麦粉を低温
冷風熟成で仕上げました。
胡麻の風味が効いたあっ
さりしたタレです。 

定価３８０円を特価３４５円 
 

     定価３００円を特価２７３円 
本物素材の風味を最大限に生かせる
ように熱加減を絶妙に調整しながら
丁寧に炊き上げ、塩味を効かせた素 

朴でまろやかな甘味に仕上げました。 

     定価３９０円を特価３５４円 
「自然海塩」の生産過程で生まれる
自然ニガリ液「海精にがり」をベー
スにミネラルバランスを整え、調味
補助や栄養補助（マグネシウムやカ 

リウムなどのミネラルを補う）を目的に特別に
作られたものです。 

 

 
         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 

 

有機認証・無くん蒸。 
生産地︓メキシコ 

定価３８０円を特価３２８円 
 

まいわしのみそ煮 100ｇ 
千葉県産の白こし味噌
と、国産のさとうきび原
料の砂糖で味付けした
イワシ缶詰です。1缶に
2～3尾入っています。 

定価２２２円を特価２０３円 
 
 

砂丘らっきょう甘酢漬け 110ｇ 
鳥取県福部町の砂丘地で栽
培した「らっきょう」を純
米醸造酢と酵母液で味付け
した柔らかく歯ざわりのよ
いらっきょう漬け。 

定価４４０円を特価３９８円 
 

生乳をヒト由来の有用定住腸内乳酸菌群・ＹＭ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   

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２５４円 

 

定価２８０円を２５５円 
 
香味を引き出す深入り仕立て 

残留農薬検査をしたゴマ使用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

定価１４００円を特価１２５０円 
清涼感のある爽やかな香りのボディ
スプレー。虫が嫌がる香りで知られ
るシトロネラを配合。シトロネラの
ほか、ティートリー、ラベンダーな 

どを配合。化学合成成分のディート不使用。  

定価９３３円を特価８４８円 

農薬・合成着色料・染色剤を使用せ
ず、除虫菊と呼ばれる植物でつくっ
た虫よけ芳香剤です。 

 

ｚｚｚ 



 

 
・気化熱の原理を利用した冷たい風を発生。 
・送風、温風、涼風、加湿温風の 4役。 
・付属の保冷剤や氷でもっとひんやり︕ 
・上下左右の自動ルーバー機能。 
・タンクとフィルターは完全に取り外して 
お手入れできる。 
※遠くから操作できるリモコンと、 

コロコロ移動できるキャスター付き。 

  定価 21000円を特価１８９００円 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オール 
シーズン 
使えます！ 

1 台 4 役 

プロバイオティクス Ｋ12１２ 
こんな症状があれば 

歯周病︕ 
●口臭が気になる方 
●口の中がねばねばする方 
●歯と歯の間に物が詰まりやすい方 
●入れ歯が合わずに歯茎が痛む方 

お口の中が気になる方に乳酸菌 K12！ 
プロバイオティククスＫ12の 3つの特許 
1. 天然ペプチド抗生物質として。 
2. 口臭の改善・歯周病予防として。 
3. 虫歯予防として。 

１か月分 
（３０粒） 定価４０００円を３６８０円 

非加熱 

軟 水 

弱アルカリ性 

アルカリ生天然水 リセットタイム 
   ★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 
美味しい天然水！ 

●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 

賞味期限 
５ 年 

 
 
 
 

 

★健康志向の方やダイエット中の方にお薦めです。 
 
 

各定価２８００円を特価２５８０円 

無添加 ノンカフェイン 


