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●寺田 啓佐

「斉藤 一人 発酵力」

…¥１,５７５

●寺田 啓佐

「斉藤 一人 発酵力」

…¥１,５７５

●寺田本家蔵人 

　なかじ

「 寺田本家の
　酒粕レシピ」

…¥１,２６０

●寺田本家蔵人 

　なかじ

「 寺田本家の
　酒粕レシピ」

…¥１,２６０

●寺田 優・寺田 聡美

「麹・甘酒・酒粕の発酵ごはん」

…¥１,３６５

●寺田 優・寺田 聡美

「麹・甘酒・酒粕の発酵ごはん」

…¥１,３６５

■2012年４月に逝去された寺田本家
23代・寺田啓佐さんが生前発行を予
定していた本が発売されました。
斉藤一人さんと出会い学んだことと、お
酒造りを通して見えてきたことを重ね合
わせ、イキイキワクワク楽しく発酵する
生き方のコツを伝授してくれます。
寺田さんは体に優しく心を癒してくれる
お酒五人娘・むすひ・醍醐のしずく・香
取を残してくれただけでなく、微生物か
ら学んだ「人間の本当の幸せ」を教えて
くれる著書を残してくれました。

■2012年４月に逝去された寺田本家
23代・寺田啓佐さんが生前発行を予
定していた本が発売されました。
斉藤一人さんと出会い学んだことと、お
酒造りを通して見えてきたことを重ね合
わせ、イキイキワクワク楽しく発酵する
生き方のコツを伝授してくれます。
寺田さんは体に優しく心を癒してくれる
お酒五人娘・むすひ・醍醐のしずく・香
取を残してくれただけでなく、微生物か
ら学んだ「人間の本当の幸せ」を教えて
くれる著書を残してくれました。

■古来の酒造りで「日本一まずい酒」
を造った著者が語る、「腐敗」を「発
酵」に変える「百薬の長」、日本酒の
不思議世界！
著者の寺田さんは、婿養子として寺田本
家に入り、この酒蔵の経営をまかされま
した。
酒造りの中で微生物とかかわっていくう
ちに、それら微生物の生き方を通じて、
人間本来のあるべき生き方を気づくこと
になります。微生物たちの生命から新し
い人生が見えてくる！！

■古来の酒造りで「日本一まずい酒」
を造った著者が語る、「腐敗」を「発
酵」に変える「百薬の長」、日本酒の
不思議世界！
著者の寺田さんは、婿養子として寺田本
家に入り、この酒蔵の経営をまかされま
した。
酒造りの中で微生物とかかわっていくう
ちに、それら微生物の生き方を通じて、
人間本来のあるべき生き方を気づくこと
になります。微生物たちの生命から新し
い人生が見えてくる！！

●寺田 啓佐

「発酵道」

…¥１,５７５

●寺田 啓佐

「発酵道」

…¥１,５７５

●南　智美

「酒粕おやつ」

…¥１,２６０

●南　智美

「酒粕おやつ」

…¥１,２６０

■地球村からの

■葉っぱから根っこまで全部食べ
られる野菜のおかずが中心の簡単
レシピ集です。
24代目当主のパートナー、寺田聡美が
いつも家族に作っているレシピ集がま
とめられています。
米麹・甘酒・酒粕を使って和・洋・中、
デザートまでさまざまです。寺田本家
のこと・発酵暮らしのこと・発酵場の
ことなどを寺田優さんが蔵内の写真と
ともに綴ってあります。

■葉っぱから根っこまで全部食べ
られる野菜のおかずが中心の簡単
レシピ集です。
24代目当主のパートナー、寺田聡美が
いつも家族に作っているレシピ集がま
とめられています。
米麹・甘酒・酒粕を使って和・洋・中、
デザートまでさまざまです。寺田本家
のこと・発酵暮らしのこと・発酵場の
ことなどを寺田優さんが蔵内の写真と
ともに綴ってあります。

■寺田本家蔵人なかじのパ
ートナーでともに「みなみ
屋さん」を主催する南智美
さんの酒粕を使ったおやつ
本です。
卵も乳製品も白砂糖も使わず、
植物性の素材だけで作るロー
カロリーのおやつ。そこに
「酒粕」を加えると、うま味
やコク、乳製品のような風味、
クリーミーななめらかさが出
てもっとおいしくなります。

■寺田本家蔵人なかじのパ
ートナーでともに「みなみ
屋さん」を主催する南智美
さんの酒粕を使ったおやつ
本です。
卵も乳製品も白砂糖も使わず、
植物性の素材だけで作るロー
カロリーのおやつ。そこに
「酒粕」を加えると、うま味
やコク、乳製品のような風味、
クリーミーななめらかさが出
てもっとおいしくなります。

■340年続く蔵元「寺田本家」
の職人であり、発酵料理研究家
でもあるなかじさんが考案した
絶品酒粕レシピを73品紹介。
おいしくてサッと作れる酒粕のお
かず・ご飯・スイーツに加え、酒
粕ラー油・酒粕豆乳ヨーグルトな
ど技あり発酵食のレシピも満載で
す。アルコールを飛ばした「酒粕
ペースト」をベースにしたレシピ
なので、女性や子どももおいしく
食べられる、野菜たっぷりの料理
ばかり。

■340年続く蔵元「寺田本家」
の職人であり、発酵料理研究家
でもあるなかじさんが考案した
絶品酒粕レシピを73品紹介。
おいしくてサッと作れる酒粕のお
かず・ご飯・スイーツに加え、酒
粕ラー油・酒粕豆乳ヨーグルトな
ど技あり発酵食のレシピも満載で
す。アルコールを飛ばした「酒粕
ペースト」をベースにしたレシピ
なので、女性や子どももおいしく
食べられる、野菜たっぷりの料理
ばかり。

●食ライフ

竹の湧泉

・（ボトル）500ｍｌ…¥８４０
・（詰め替え用パウチスタンド 1）1L…¥１,３６５
・（ 部分洗い用 スプレー) 350ｍｌ…¥１,２６０
・ （部分洗い用 詰替用 ） 1L…¥１,８９０

●食ライフ

竹の湧泉

・（ボトル）500ｍｌ…¥８４０
・（詰め替え用パウチスタンド 1）1L…¥１,３６５
・（ 部分洗い用 スプレー) 350ｍｌ…¥１,２６０
・ （部分洗い用 詰替用 ） 1L…¥１,８９０

■お洗濯の環境を改善する5つ
の特徴

①洗い上がりすっきり②赤ちゃん

や肌の弱い方にも安心③水を活性

化し、臭いを取り除き清潔④すす

ぎ一回で省エネ⑤竹資源の活用は

森林を守ります。

■お洗濯の環境を改善する5つ
の特徴

①洗い上がりすっきり②赤ちゃん

や肌の弱い方にも安心③水を活性

化し、臭いを取り除き清潔④すす

ぎ一回で省エネ⑤竹資源の活用は

森林を守ります。

こだわりの原料だけで作った「麻婆の素
」です。 豆腐とお肉を準備して炒めるだ
けで、おいしい麻婆豆腐のできあがり。

こだわりの原料だけで作った「麻婆の素
」です。 豆腐とお肉を準備して炒めるだ
けで、おいしい麻婆豆腐のできあがり。

●ムソー

麻婆の素

225ｇ…¥４４１

●ムソー

麻婆の素

225ｇ…¥４４１

■年間に50近くの施設を訪問演奏。その中から
生まれたこのが「バッハ！『孤高の輝き』～有
理和音による録音～」。従来の調律である平均
律、及び純正律などの固定音律を使っていませ
ん。有理数の周波数で1小節ずつ３年がかりで録
音されています。
「自閉症の子供たちが最も興味を持ち、受け入れる
のがバッハ。最良のバッハを研究した成果、子供た
ちとの二人三脚で生まれた“理想のバッハ”です。
これまでの古典音楽（バロック）の常識では無かっ
た「ゆらぎ」が心地よさの源です。･･･福田直樹」
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●福田直樹

バッハ！
『孤高の輝き』
～有理和音による録音～

…¥２,５００

●福田直樹

バッハ！
『孤高の輝き』
～有理和音による録音～

…¥２,５００

寺田本家
の本

まほろばで醗酵中！！

●日食

コッリ･マニョーリシャルドネ

570ｍｌ…¥１,２１３

●日食

コッリ･マニョーリシャルドネ

570ｍｌ…¥１,２１３

■旨味もしっかり感じられ、バランス抜
群！コスパに優れたオススメの赤ワイン
です｡肉料理やチーズと共に。【赤:やや
辛口】イタリア産
わずかに熟成を帯びた色合い､スパイシーな
香りと果実味にあふれ、柔らかなタンニンが
溶け込んでいます。
軽く冷やしても美味しくいただけます。

■旨味もしっかり感じられ、バランス抜
群！コスパに優れたオススメの赤ワイン
です｡肉料理やチーズと共に。【赤:やや
辛口】イタリア産
わずかに熟成を帯びた色合い､スパイシーな
香りと果実味にあふれ、柔らかなタンニンが
溶け込んでいます。
軽く冷やしても美味しくいただけます。

■あわいグリーンイエローの色合い。白
い花の香りと、ハーブやライムの皮のニ
ュアンス。フレッシュな味わいで、ミネ
ラルが心地よく感じられます。【白:やや
辛口】イタリア産
お値段の割にボディもしっかりあります。
よく冷やして魚料理と共に。

■あわいグリーンイエローの色合い。白
い花の香りと、ハーブやライムの皮のニ
ュアンス。フレッシュな味わいで、ミネ
ラルが心地よく感じられます。【白:やや
辛口】イタリア産
お値段の割にボディもしっかりあります。
よく冷やして魚料理と共に。

●日食

コッリ･マニョーリメルロー

570ｍｌ…¥１,２１３

●日食

コッリ･マニョーリメルロー

570ｍｌ…¥１,２１３

（解説書＆特別ＣＤ付）（解説書＆特別ＣＤ付）

●地球村　出版

・「大震災と原発事故の真相」
　（大幅改訂版）

・「キューバの奇跡」
　～孤島に生まれた幸せの国～

・「世界でいちばん幸せな国ブータン」
～経済封鎖のピンチが幸せに繋がった！？～

　　各･･･¥２５０

●エッセンチア

ニュージーランド産
　プロポリススプレー

30ｍｌ…¥２,９４０

●エッセンチア

ニュージーランド産
　プロポリススプレー

30ｍｌ…¥２,９４０
■ニュージーランド産の高品質なプロ
ポリスと野生ハチミツを使用したプロ
ポリススプレーです。
ハチミツは野生種の樹木から採取された
ものを非加熱処理により加工。そのため
高品質なプロポリスやハチミツが使われ
ていまうす。

■ニュージーランド産の高品質なプロ
ポリスと野生ハチミツを使用したプロ
ポリススプレーです。
ハチミツは野生種の樹木から採取された
ものを非加熱処理により加工。そのため
高品質なプロポリスやハチミツが使われ
ていまうす。


