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■オーガニック先進国ド
イツで最も有名な有機全
粒オーツ麦使用のシリア
ル。
穀物本来の素朴な味わいと

米飴のやさしい甘さです。砂

糖不使用。「ワイルドベリー」：

ベリーの程よい酸味と米飴

のやさしい甘さ。

■オーガニック先進国ド
イツで最も有名な有機全
粒オーツ麦使用のシリア
ル。
穀物本来の素朴な味わいと

米飴のやさしい甘さです。砂

糖不使用。「ワイルドベリー」：

ベリーの程よい酸味と米飴

のやさしい甘さ。

■辛いだけでなく、ま
ろやかさと旨味を引き
出したコチュジャンで
す。農薬・化学肥料不使用

の阿蘇小国産とうがらし、

にんにくを使用しています。

焼肉や鍋物の薬味としても

ご利用ください。

■辛いだけでなく、ま
ろやかさと旨味を引き
出したコチュジャンで
す。農薬・化学肥料不使用

の阿蘇小国産とうがらし、

にんにくを使用しています。

焼肉や鍋物の薬味としても

ご利用ください。

■世界初！肌のバリア機

能を壊さない「殺菌」か

ら「製菌」という発想の

クレンジング＆ウォッシ

ュです。

ダチョウ黄卵抽出液とリッチ

な美容成分配合。配合の6割

以上が美容のための成分です。

肌表面のＰＨﾊﾞﾗﾝｽを整える、

リッチで優しい使用感の洗顔

料。

■世界初！肌のバリア機

能を壊さない「殺菌」か

ら「製菌」という発想の

クレンジング＆ウォッシ

ュです。

ダチョウ黄卵抽出液とリッチ

な美容成分配合。配合の6割

以上が美容のための成分です。

肌表面のＰＨﾊﾞﾗﾝｽを整える、

リッチで優しい使用感の洗顔

料。

●ムソー

コチュジャン

80ｇ…¥４８０

●ムソー

コチュジャン

80ｇ…¥４８０

●菱和園

どくだみ茶ティーバック

5ｇ×15P…¥８４０

●菱和園

どくだみ茶ティーバック

5ｇ×15P…¥８４０

●菱和園
国内産

むぎ茶ティーバック

10ｇ×52P…¥３９７

●菱和園
国内産

むぎ茶ティーバック

10ｇ×52P…¥３９７

●㈱アトコントロール

アトジェル
「アヴァンシー」
　150ｍｌ

…¥６,３００

●㈱アトコントロール

アトジェル
「アヴァンシー」
　150ｍｌ

…¥６,３００
●やさか

有機やさかみそ

甘口・中辛口　

各750ｇ…¥９３４

●やさか

有機やさかみそ

甘口・中辛口　

各750ｇ…¥９３４

●やさか

有機やさか
合わせみそ

　750ｇ…¥９２４

●やさか

有機やさか
合わせみそ

　750ｇ…¥９２４
●やさか

有機やさか白みそ

　500ｇ…¥６７２

●やさか

有機やさか白みそ

　500ｇ…¥６７２

■滑らかな舌触りと、口

に入れた瞬間に広米麹の

自然な香りが絶品！

野菜や魚介類との相性抜群で、

たれやドレッシング、酢味噌、

みそ漬けなど素材の風味を引

き立てます。

■滑らかな舌触りと、口

に入れた瞬間に広米麹の

自然な香りが絶品！

野菜や魚介類との相性抜群で、

たれやドレッシング、酢味噌、

みそ漬けなど素材の風味を引

き立てます。

■米味噌と麦味噌の互

いの旨味がひきたって

います。有機やさかみそ

(甘口)と有機麦みそを５：

５でブレンドしました。

■米味噌と麦味噌の互

いの旨味がひきたって

います。有機やさかみそ

(甘口)と有機麦みそを５：

５でブレンドしました。

■あっさりとした糀の風味と

甘味が楽しめます。有機農産物

の米と大豆・海水塩、野畝山系の地

下水を使って、作られています。

■あっさりとした糀の風味と

甘味が楽しめます。有機農産物

の米と大豆・海水塩、野畝山系の地

下水を使って、作られています。

■興農ファームの豚肉使用。具と皮の原料

すべて、こだわって作られています。

具の豚肉は興農ファームの放牧豚を使い、野菜は

オルターの生産者の無農薬のもの、調味料は（株）

かめびしの濃口醤油などを使っています。皮は国産

小麦粉と生イーストで作りました。

■興農ファームの豚肉使用。具と皮の原料

すべて、こだわって作られています。

具の豚肉は興農ファームの放牧豚を使い、野菜は

オルターの生産者の無農薬のもの、調味料は（株）

かめびしの濃口醤油などを使っています。皮は国産

小麦粉と生イーストで作りました。

■生みそタイプで昆布と干し椎

茸をベースにした植物だしの旨

みと、有機味噌の芳醇な香りが

しっかりと感じられます。 

具材は、彩りよく有機とうふ、有機ほ

うれん草、有機ねぎと三種。 

手軽に、本格派のみそ汁を。 

■生みそタイプで昆布と干し椎

茸をベースにした植物だしの旨

みと、有機味噌の芳醇な香りが

しっかりと感じられます。 

具材は、彩りよく有機とうふ、有機ほ

うれん草、有機ねぎと三種。 

手軽に、本格派のみそ汁を。 

■手摘みで丁寧に収穫したギ
リシャ産有機オリーブ使用。

（ブラック・カラマタ産）：グ

リーンオリーブよりも柔らかく、フル

ーティーな濃い味わいです。

■手摘みで丁寧に収穫したギ
リシャ産有機オリーブ使用。

（ブラック・カラマタ産）：グ

リーンオリーブよりも柔らかく、フル

ーティーな濃い味わいです。

●オーサワジャパン

オリーブ粒　各固形量170ｇ

・（グリーン）…¥９４５

●オーサワジャパン

オリーブ粒　各固形量170ｇ

・（グリーン）…¥９４５

●オルター

放牧豚まん

４個入り…¥５８８

●オルター

放牧豚まん

４個入り…¥５８８

●オーサワジャパン

オーサワの有機みそ汁
（生みそタイプ）

　3食入り…¥２４１

●オーサワジャパン

オーサワの有機みそ汁
（生みそタイプ）

　3食入り…¥２４１

●オーサワジャパン

オーガニッククランチー
　ワイルドベリー

375ｇ…¥８４０

●オーサワジャパン

オーガニッククランチー
　ワイルドベリー

375ｇ…¥８４０

■国内産どくだみ100％に
こだわりました。

便利な水出し・お湯出し両用、

ティーバッグタイプです。

■国内産どくだみ100％に
こだわりました。

便利な水出し・お湯出し両用、

ティーバッグタイプです。

■徳用むぎ茶ティーバッ
グ。

便利な水出し・お湯出し両用で

す。

■徳用むぎ茶ティーバッ
グ。

便利な水出し・お湯出し両用で

す。

■さわやかでまろやかな口あたりの
新しいグリーンのルイボス茶です。

自然に土に還る生分解繊維を使用したメッ

シュ・テトラバッグにより少量の茶葉でたく

さん煮出せます。夏はアイスで、冬はホットで、

ストレートでもミルクを加えても美味しい。

■さわやかでまろやかな口あたりの
新しいグリーンのルイボス茶です。

自然に土に還る生分解繊維を使用したメッ

シュ・テトラバッグにより少量の茶葉でたく

さん煮出せます。夏はアイスで、冬はホットで、

ストレートでもミルクを加えても美味しい。

●オーサワジャパン

有機グリーンルイボス茶

3ｇ×50P…¥１,９９５

●オーサワジャパン

有機グリーンルイボス茶

3ｇ×50P…¥１,９９５

●創健社

焙煎バラバラえごま

100ｇ…¥５０４

●創健社

焙煎バラバラえごま

100ｇ…¥５０４

■香ばしくさくさくした食感、
すりつぶしても、そのまま和え
て食感を楽しめます。

ふりかけ、ドレッシングにも最適。

■香ばしくさくさくした食感、
すりつぶしても、そのまま和え
て食感を楽しめます。

ふりかけ、ドレッシングにも最適。

■南米～東南アジアでよく栽培

されているトウダイグサ科の多

年生作物キャッサバの芋の根か

ら作られた粉末です。癖がなく不

純物が少ない良質の澱粉です。

 中華料理やスープのとろみ付け、つ

なぎ、お菓子作りなどにお使い下さい。

ジャガイモアレルギーの人の代替澱粉

としても使われています。

■南米～東南アジアでよく栽培

されているトウダイグサ科の多

年生作物キャッサバの芋の根か

ら作られた粉末です。癖がなく不

純物が少ない良質の澱粉です。

 中華料理やスープのとろみ付け、つ

なぎ、お菓子作りなどにお使い下さい。

ジャガイモアレルギーの人の代替澱粉

としても使われています。

●創健社

タピオカ

600ｇ…¥４６２

●創健社

タピオカ

600ｇ…¥４６２

●ムソー

有機純米酢
150ｍｌ

…¥２６７

●ムソー

有機純米酢
150ｍｌ

…¥２６７
●ムソー

有機純りんご酢
150ｍｌ

…¥２８８

●ムソー

有機純りんご酢
150ｍｌ

…¥２８８

●ムソー

有機純
ワインビネガー
150ｍｌ

…¥２８８

●ムソー

有機純
ワインビネガー
150ｍｌ

…¥２８８

●ムソー

おとなの
すし酢
150ｍｌ

…¥３６７

●ムソー

おとなの
すし酢
150ｍｌ

…¥３６７

■有機米を使

用。

まろやかな風味

の純米酢です。

■有機米を使

用。

まろやかな風味

の純米酢です。

■砂糖を使用せ

ず、米麹の甘味。

粕酢のコクを活か

して造りました。

■砂糖を使用せ

ず、米麹の甘味。

粕酢のコクを活か

して造りました。

■ぶどうの豊かな

香りが特長。

芳醇な風味はサラダ

などのシンプルな料

理を引き立てます。

■ぶどうの豊かな

香りが特長。

芳醇な風味はサラダ

などのシンプルな料

理を引き立てます。

■有機りんご果

汁から醸造。

飲みやすい豊かな

風味はサラダにも

よくあいます。

■有機りんご果

汁から醸造。

飲みやすい豊かな

風味はサラダにも

よくあいます。

●ムソー

江差産　天然黒打海苔
・1袋（大判10枚）

…¥３,９８０
・2枚（大判）

…¥８９０

●ムソー

江差産　天然黒打海苔
・1袋（大判10枚）

…¥３,９８０
・2枚（大判）

…¥８９０
■最高級！

江差のかもめ島でとれた希少な

「寒のり」です。

寒い時期に取り、寒い所での下作業、

寒い風での乾燥させるため、地元で

は寒のり（かんのり）とも呼ばれてい

ます。昔ながらの「漁師」の「技術」こ

の二つの要素が合わさった、天然の

香りと味は、ほかではなかなか賞味

できません。

■最高級！

江差のかもめ島でとれた希少な

「寒のり」です。

寒い時期に取り、寒い所での下作業、

寒い風での乾燥させるため、地元で

は寒のり（かんのり）とも呼ばれてい

ます。昔ながらの「漁師」の「技術」こ

の二つの要素が合わさった、天然の

香りと味は、ほかではなかなか賞味

できません。

●ナハニ・ジャパン

オーガニック
森のはちみつ

500ｇ…¥２,４７９

●ナハニ・ジャパン

オーガニック
森のはちみつ

500ｇ…¥２,４７９
■オーストラリア産。

究極に”美味しいはちみつ｡

アカシアを少し濃くしたような上

品でやさしい味わい。

■オーストラリア産。

究極に”美味しいはちみつ｡

アカシアを少し濃くしたような上

品でやさしい味わい。

●エッセンチア

ワイルド
ハニーデユー

120ｇ…¥１,２６０
450ｇ…¥３,３００

●エッセンチア

ワイルド
ハニーデユー

120ｇ…¥１,２６０
450ｇ…¥３,３００

■ニュージーランドのみに自
生している野生樹木の花々か
ら採取されたパワフルなハチ
ミツ！
加熱処理が行わずに作られ、巣の中

の熟成期間が長いため、自然のミネ

ラルや栄養分がたくさん含まれてい

ます。

■ニュージーランドのみに自
生している野生樹木の花々か
ら採取されたパワフルなハチ
ミツ！
加熱処理が行わずに作られ、巣の中

の熟成期間が長いため、自然のミネ

ラルや栄養分がたくさん含まれてい

ます。

やさかみそは

すべて

有機タイプに

変わりました。

■手摘みで丁寧に収穫したギ
リシャ産有機オリーブ使用。

(グリーン）：ほどよい硬さでフ

レッシュな果実感、自然な甘みが

あり、種抜きなので食べやすく、料

理にも使いやすく、そのままでもサ

ラダやパスタに入れても美味しく

頂けます。 

■手摘みで丁寧に収穫したギ
リシャ産有機オリーブ使用。

(グリーン）：ほどよい硬さでフ

レッシュな果実感、自然な甘みが

あり、種抜きなので食べやすく、料

理にも使いやすく、そのままでもサ

ラダやパスタに入れても美味しく

頂けます。 

●オーサワジャパン

オリーブ粒　各固形量170ｇ

・（ブラック・カラマタ産）

　　　　　　…¥９９７

●オーサワジャパン

オリーブ粒　各固形量170ｇ

・（ブラック・カラマタ産）

　　　　　　…¥９９７

●日の丸醸造

まんさくの花
（純米大吟醸
   無濾過生酒）

720ｍｌ…¥２,６２５

●日の丸醸造

まんさくの花
（純米大吟醸
   無濾過生酒）

720ｍｌ…¥２,６２５
■長期低温発酵させたモ

ロミを袋取りして、中汲

みの部分をそのまま瓶詰

めした無濾過の生酒です。

穏やかな香りと優しい味わい

がたのしめます。今の季節だ

けしか味わえない贅沢なお

酒です。 

■長期低温発酵させたモ

ロミを袋取りして、中汲

みの部分をそのまま瓶詰

めした無濾過の生酒です。

穏やかな香りと優しい味わい

がたのしめます。今の季節だ

けしか味わえない贅沢なお

酒です。 
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