
お徳用サイズ入荷！！

●ナチュラルハーベスト

・チキン＆サーモン
 with ブルーベリー缶

185ｇ…２３１円
・フィッシュ＆ベニソン
 with キウイ缶

185ｇ…２３１円

●ナチュラルハーベスト

・チキン＆サーモン
 with ブルーベリー缶

185ｇ…２３１円
・フィッシュ＆ベニソン
 with キウイ缶

185ｇ…２３１円

●杉食

・オーガニック
　ショートニング

10ｇ×10包…４９９円

●杉食

・オーガニック
　ショートニング

10ｇ×10包…４９９円

●興農ファーム

・興農そば粉

1ｋｇ　…９８０円

●興農ファーム

・興農そば粉

1ｋｇ　…９８０円

●ナハニ・ジャパン

・OG森の蜂蜜

480g…２,３８０円

●ナハニ・ジャパン

・OG森の蜂蜜

480g…２,３８０円

●ヒカリ食品

・有機ミートソース

140ｇ…３０５円

●ヒカリ食品

・有機ミートソース

140ｇ…３０５円

●エヌ・ハーベスト

・フンザティー

120ｇ…５２５円

●エヌ・ハーベスト

・フンザティー

120ｇ…５２５円

●あきもと食品

・麻の実フレーク・麻の実粉末

各454ｇ…３,０００円

●あきもと食品

・麻の実フレーク・麻の実粉末

各454ｇ…３,０００円

●湯の華

・湯の華１回分

…１５７円

●湯の華

・湯の華１回分

…１５７円

●satowa music

・MOON TAlk

…２,６５０円

●satowa music

・MOON TAlk

…２,６５０円

■鹿肉とサツマイ

モがベース！

プロバイオティ

クスと活性酵素

による健康な体

調維持を目指し、

各種栄養素を加えた、猫のた

めの総合栄養食です。また不要なグルテン

は使用しておらず、合成保存料もを一切使

用していません。

■鹿肉とサツマイ

モがベース！

プロバイオティ

クスと活性酵素

による健康な体

調維持を目指し、

各種栄養素を加えた、猫のた

めの総合栄養食です。また不要なグルテン

は使用しておらず、合成保存料もを一切使

用していません。

■農薬・化学肥料などを一切使わずに栽培され

た麻の実だけを使用して、他の添加物や熱を一

切加えずに加工しています。

１日55ｇを目安に、サラダ、フルーツヨーグル

トなどにかけてお召し上がり下さい

■農薬・化学肥料などを一切使わずに栽培され

た麻の実だけを使用して、他の添加物や熱を一

切加えずに加工しています。

１日55ｇを目安に、サラダ、フルーツヨーグル

トなどにかけてお召し上がり下さい

■循環農法で育った貴

重なそば。

知床半島の麓、標津町

古多糠で農薬を使わず、

牛→牧草→豚→そばの

循環農法により栽培さ

れた希少なそば粉です。

■循環農法で育った貴

重なそば。

知床半島の麓、標津町

古多糠で農薬を使わず、

牛→牧草→豚→そばの

循環農法により栽培さ

れた希少なそば粉です。

■お子様も食べやすいよ

うに、ワインなどを使用

せず、香辛料も少し抑え

て、クセのないトマトべ

－スの味にしました。

有機野菜をふんだんに使

い、有機牛肉を使った日

本初！有機ＪＡＳ認定ミ

ートソースです。 

■お子様も食べやすいよ

うに、ワインなどを使用

せず、香辛料も少し抑え

て、クセのないトマトべ

－スの味にしました。

有機野菜をふんだんに使

い、有機牛肉を使った日

本初！有機ＪＡＳ認定ミ

ートソースです。 

■すぐに使えて便利！

水素無添加・保存料・アレルギー特

定原料不使用。

有機パーム油100％作ったパーム油

100％ダーボンのショートニングは

製造過程で水素無添加をしていない

ため、トランス脂肪酸をほとんど

（1％未満）含まず、保存料も一切

使用していません。しかもコレステ

ロールの含有量は100g中約0.001gで

す。また、パームの搾油は物理的な

圧搾法で抽出しており、溶剤を使用

した科学的なものではありません。 

■すぐに使えて便利！

水素無添加・保存料・アレルギー特

定原料不使用。

有機パーム油100％作ったパーム油

100％ダーボンのショートニングは

製造過程で水素無添加をしていない
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ロールの含有量は100g中約0.001gで

す。また、パームの搾油は物理的な

圧搾法で抽出しており、溶剤を使用

した科学的なものではありません。 

●㈱サポートジャングル

・コパイパナチュラルはみがき

120ｇ…１,２６０円

●㈱サポートジャングル

・コパイパナチュラルはみがき

120ｇ…１,２６０円

■コパイバは、アマゾンのイ

ンディオが有史以来1万年にわ

たって使い続けている、生活

に欠かせない天然の樹液です。

発泡剤・研磨剤・防腐剤・合

成界面活性剤なども一切使用

しない、コパイバと天然ミン

トの香りが爽やかなはみがき

です。 このコパイバの成分が

歯垢を除去して虫歯を防ぎ、

また口臭を防ぐ手助けをして

くれます。

■コパイバは、アマゾンのイ

ンディオが有史以来1万年にわ

たって使い続けている、生活

に欠かせない天然の樹液です。

発泡剤・研磨剤・防腐剤・合

成界面活性剤なども一切使用

しない、コパイバと天然ミン

トの香りが爽やかなはみがき

です。 このコパイバの成分が

歯垢を除去して虫歯を防ぎ、

また口臭を防ぐ手助けをして

くれます。

●㈱サポートジャングル

・コパイパマリマリ

20ｍｌ…６,８００円

●㈱サポートジャングル

・コパイパマリマリ

20ｍｌ…６,８００円

●㈱LINNA商会

・ベニソン＆スィートポテト
　　　・キャットフード

900ｇ…２,１００円

●㈱LINNA商会

・ベニソン＆スィートポテト
　　　・キャットフード

900ｇ…２,１００円

容量

変更

容量

変更

■ウォンの音楽の原点となっ

た、あの静寂な演奏が蘇る！ 

超越意識で弾くピアノ・ソロ

奏法で注目された1990年ファ

ーストコンサートのライブ盤。 

1999年リミックス＆リマスタ

ーリングされ、再リリース。 

■ウォンの音楽の原点となっ

た、あの静寂な演奏が蘇る！ 

超越意識で弾くピアノ・ソロ

奏法で注目された1990年ファ

ーストコンサートのライブ盤。 

1999年リミックス＆リマスタ

ーリングされ、再リリース。 

●ニュージーランドの自然飼育・ホル

モンフリーのチキンと ニュージーラン

ド近海のサーモンをふんわりムース状

に仕上げました。

・アントシアニンの豊富なブルーベリ

ーを加えた「with ブルーべりー」。

・ニュージーランドの代表的な果物で

あるキウイもたっぷり入った「withキ

ウイフルーツ」。 どちらも低カロリー

なので、ダイエットにもぴったりです。

●ニュージーランドの自然飼育・ホル

モンフリーのチキンと ニュージーラン

ド近海のサーモンをふんわりムース状

に仕上げました。

・アントシアニンの豊富なブルーベリ

ーを加えた「with ブルーべりー」。

・ニュージーランドの代表的な果物で

あるキウイもたっぷり入った「withキ

ウイフルーツ」。 どちらも低カロリー

なので、ダイエットにもぴったりです。

●自然のまま完熟させています。

上品でやさしい甘さの蜂蜜です。

花の種類はバンクシア。原産国はオー

ストラリア。

●自然のまま完熟させています。

上品でやさしい甘さの蜂蜜です。

花の種類はバンクシア。原産国はオー

ストラリア。

■パキスタンのフンザ地方で

愛飲されているハーブティー。

標高4000ｍの山々に自生する

野生のタイムを乾燥させたタ

イム茶です。

往復で3日もかけて山に登り、

若葉と花を1本1本摘んで来た、

それはそれは貴重なハーブテ

ィーです。

■パキスタンのフンザ地方で

愛飲されているハーブティー。

標高4000ｍの山々に自生する
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ィーです。

■便利な一回分パック。

大自然が何千年もの年

月をかけて作り出した

弱アルカリイオン温泉

の素（北海道余市・古

平産）。

まほろば人気の温泉の

素です。 

■便利な一回分パック。
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月をかけて作り出した

弱アルカリイオン温泉

の素（北海道余市・古

平産）。

まほろば人気の温泉の

素です。 

■～聖なる樹木コパイパ

マリマリ黄金樹液～

Mother Mary（聖母マリ

ア）のミラクルエッセン

ス。

塗って、そのまま飲める

天然樹液は本来の輝きへ

と繋ぐ力を高め、日常の

あらゆるシーンで大活

躍！

■～聖なる樹木コパイパ

マリマリ黄金樹液～

Mother Mary（聖母マリ

ア）のミラクルエッセン

ス。

塗って、そのまま飲める

天然樹液は本来の輝きへ

と繋ぐ力を高め、日常の

あらゆるシーンで大活

躍！

フレークになる
前の麻の実です。
フレークになる
前の麻の実です。
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