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■国内産の有機とこもろこしを使用しました。
あっさりした塩味と洗双糖でほんのり甘く味付けした２
種類のポップコーンです。

■国内産の有機とこもろこしを使用しました。
あっさりした塩味と洗双糖でほんのり甘く味付けした２
種類のポップコーンです。

■ご愛用者の方から強いご
要望のあった「羽つきタイ
プ」新発売！
女性商品企画チームが女性の
目線で企画・開発したオリジ
ナルの女性用衛生用品で、医
薬部外品として認められてい
る生理用ナプキンの中で、日
本で初めてコットン100％のト
ップシートと高分子吸収材不
使用を両立した商品！

■ご愛用者の方から強いご
要望のあった「羽つきタイ
プ」新発売！
女性商品企画チームが女性の
目線で企画・開発したオリジ
ナルの女性用衛生用品で、医
薬部外品として認められてい
る生理用ナプキンの中で、日
本で初めてコットン100％のト
ップシートと高分子吸収材不
使用を両立した商品！

■宮崎県産のさつまいも（べ
にはるか）を使用。
丁寧に天日乾燥しました。保存
料、着色料は使用してありませ
ん。

■宮崎県産のさつまいも（べ
にはるか）を使用。
丁寧に天日乾燥しました。保存
料、着色料は使用してありませ
ん。

■おしゃれなアルミ缶。バッグに入れて持ち歩
けます！食事の後の口直しに。
①すっきりとした清涼感のペパーミント味。②ジン
ジャーの風味がよくきいた爽やかなタブレットです。
③フルーティな中にも清涼感のあるレモン＆ペパー
ミント味。

■おしゃれなアルミ缶。バッグに入れて持ち歩
けます！食事の後の口直しに。
①すっきりとした清涼感のペパーミント味。②ジン
ジャーの風味がよくきいた爽やかなタブレットです。
③フルーティな中にも清涼感のあるレモン＆ペパー
ミント味。

■甘みのある果実ジュー
スや豆乳と混ぜたり、ス
ムージーに加えたりする
ことで、より美味しくお
召し上がりいただけます。 

■甘みのある果実ジュー
スや豆乳と混ぜたり、ス
ムージーに加えたりする
ことで、より美味しくお
召し上がりいただけます。 

■海外ではスキンケアとして
も使用されています。
炒めものや揚げ物にお使いいた
だくと、べとつきがなく、冷め
てもサクッと美味しくお召し上
がれます。

■海外ではスキンケアとして
も使用されています。
炒めものや揚げ物にお使いいた
だくと、べとつきがなく、冷め
てもサクッと美味しくお召し上
がれます。

■ココナッツの胚乳をすり
おろし、水と煮込んで裏ご
ししたココナッツミルクと
も呼ばれる甘い乳状のクリ
ームです。抗酸化成分が多
く含まれ、トランス脂肪酸と
コレステロールが含まれない
ため、ヘルシーなお菓子作り
に最適です。

■ココナッツの胚乳をすり
おろし、水と煮込んで裏ご
ししたココナッツミルクと
も呼ばれる甘い乳状のクリ
ームです。抗酸化成分が多
く含まれ、トランス脂肪酸と
コレステロールが含まれない
ため、ヘルシーなお菓子作り
に最適です。

■黄色い花の花蜜を煮詰め
てたものがココヤシシュガ
ー（無精製花蜜糖）です。
お菓子作りや料理、コーヒー
などの飲料にも幅広くお使い
いただけます。 

■黄色い花の花蜜を煮詰め
てたものがココヤシシュガ
ー（無精製花蜜糖）です。
お菓子作りや料理、コーヒー
などの飲料にも幅広くお使い
いただけます。 

■この時期だけし
か手に入らないオ
リーブの新漬け。
品質保持のため塩
味が濃いめになっ
てます。軽く水で
塩抜きをしていた
だくと美味しくお
召し上がりいただ
けます。

■この時期だけし
か手に入らないオ
リーブの新漬け。
品質保持のため塩
味が濃いめになっ
てます。軽く水で
塩抜きをしていた
だくと美味しくお
召し上がりいただ
けます。

■栄養価の高い無精白穀物、木
の実、種子類をバランスよく配
合。食物繊維、ミネラル、鉄分
がたっぷり！
砂糖は用いず、カナダ産のメープ
ルシロップだけを贅沢に使用して
います。

■栄養価の高い無精白穀物、木
の実、種子類をバランスよく配
合。食物繊維、ミネラル、鉄分
がたっぷり！
砂糖は用いず、カナダ産のメープ
ルシロップだけを贅沢に使用して
います。

期間

限定
品

●ムソー

・オーガニック
ココナッツ
　クリーム

400ｍｌ…¥４２０

●ムソー

・オーガニック
ココナッツ
　クリーム

400ｍｌ…¥４２０

●ムソー

・ポップコーン塩味・甘味

　　　　　　各50ｇ…¥１９８

●ムソー

・ポップコーン塩味・甘味

　　　　　　各50ｇ…¥１９８

●ムソー

・干しいも（宮崎県産）

120ｇ…¥５４６

●ムソー

・干しいも（宮崎県産）

120ｇ…¥５４６

●ギャニオン

・ナチュラルグラノーラ
　メイプル

　180ｇ…¥７３５

●ギャニオン

・ナチュラルグラノーラ
　メイプル

　180ｇ…¥７３５

●ムソー

・ナチュラルムーン
　「昼用羽付」16個

　　　…¥４９７

●ムソー

・ナチュラルムーン
　「昼用羽付」16個

　　　…¥４９７

●ムソー

・「幸福キムチ
　　　辛さ控え目」

300ｇ…¥５０４

●ムソー

・「幸福キムチ
　　　辛さ控え目」

300ｇ…¥５０４

●オーガニックフォレスト

①ペパーミントタブレット
②ジンジャータブレット
③レモンミントタブレット

各50ｇ…¥５０４

●オーガニックフォレスト

①ペパーミントタブレット
②ジンジャータブレット
③レモンミントタブレット

各50ｇ…¥５０４

●ライトローズワールド

・エキストラ　ヴァージン
ミカド　オリーブオイル

200ｍｌ…¥２,８００

●ライトローズワールド

・エキストラ　ヴァージン
ミカド　オリーブオイル

200ｍｌ…¥２,８００

●ヤマヒサ

・オリーブの新漬け

85ｇ…¥８８２

●ヤマヒサ

・オリーブの新漬け

85ｇ…¥８８２

●ジーエス・

　サイエンス

・手首
　サポーター
　1set…

　¥６,８００

●ジーエス・

　サイエンス

・手首
　サポーター
　1set…

　¥６,８００

●寺田本家

・「ニコニコ
　　　　にっこり」
720ｍｌ…

¥１,２６０

●寺田本家

・「ニコニコ
　　　　にっこり」
720ｍｌ…

¥１,２６０

●寺田本家

・花啓く
　720ｍｌ…

¥１,７８５

●寺田本家

・花啓く
　720ｍｌ…

¥１,７８５
■日本人好みの風味と味わ
い豊かなオリーブオイル！
ミカドオリーブオイルは、
人気の最高品種アルベキー
ナを中心に、3種のオリーブ
をセレクション。水晶がゴ
ロゴロ産出する神秘の土地、
ウルグアイのオリーブ農園
で手積みされた、パワフル
なエキストラヴァージンオ
リーブオイルです。

■日本人好みの風味と味わ
い豊かなオリーブオイル！
ミカドオリーブオイルは、
人気の最高品種アルベキー
ナを中心に、3種のオリーブ
をセレクション。水晶がゴ
ロゴロ産出する神秘の土地、
ウルグアイのオリーブ農園
で手積みされた、パワフル
なエキストラヴァージンオ
リーブオイルです。

●ムソー

・「カクテキ・大根」

250ｇ…¥４８３

●ムソー

・「カクテキ・大根」

250ｇ…¥４８３

■２１種類の材料をバラン
スよく入れ、大根の歯ごた
えを生かし、コクのある本
格味に仕上げました。

■２１種類の材料をバラン
スよく入れ、大根の歯ごた
えを生かし、コクのある本
格味に仕上げました。■韓国伝統製法の本格キ

ムチです。
国内産契約栽培の白菜を
中心に２２種類の材料を
バランスよく入れ、辛さ
の中に甘みと深いコクが
あります。

■韓国伝統製法の本格キ
ムチです。
国内産契約栽培の白菜を
中心に２２種類の材料を
バランスよく入れ、辛さ
の中に甘みと深いコクが
あります。

■国内産契約栽培の白菜
を中心に２１種類の材料
をバランスよく入れ、辛
さを抑えマイルドな味に
仕上げました。

■国内産契約栽培の白菜
を中心に２１種類の材料
をバランスよく入れ、辛
さを抑えマイルドな味に
仕上げました。

●ムソー

・「みん家白菜キムチ」

250ｇ…¥５２５

●ムソー

・「みん家白菜キムチ」

250ｇ…¥５２５

●ムソー

・オーガニックココヤシ
　　シュガー

　250ｇ…¥９４５

●ムソー

・オーガニックココヤシ
　　シュガー

　250ｇ…¥９４５

■甘口に仕上げた生もと
純米酒をゆっくりと蔵の
中で寝かせて生まれたお
酒です。
原料を贅沢に使った香り高
い甘味が、生もとならでは
の酸味とあいまった、コク
のある濃厚な味わいです。

■甘口に仕上げた生もと
純米酒をゆっくりと蔵の
中で寝かせて生まれたお
酒です。
原料を贅沢に使った香り高
い甘味が、生もとならでは
の酸味とあいまった、コク
のある濃厚な味わいです。

■アルコール度数
は3度。低アルコー
ルでクリーミー、
やさしい味わいの
にごり酒です。
もろみを濾さないの
で、乳酸菌・麹菌が
産み出す成分がギュ
ッと詰まっています。

■アルコール度数
は3度。低アルコー
ルでクリーミー、
やさしい味わいの
にごり酒です。
もろみを濾さないの
で、乳酸菌・麹菌が
産み出す成分がギュ
ッと詰まっています。

●ムソー

・オーガニックバージン
　　ココナッツオイル

300ｍｌ…¥１,５７５

●ムソー

・オーガニックバージン
　　ココナッツオイル

300ｍｌ…¥１,５７５

●ムソー

・オーガニックココナッツ
　　ウォーター

　　330ｍｌ…¥２９８

●ムソー

・オーガニックココナッツ
　　ウォーター

　　330ｍｌ…¥２９８

■ふくらはぎサポーターシ
リーズから、今度は手首用
がでました。
グラファイトシリカの遠赤外
線とマイナスイオン効果がカ
ラダにチカラを与えてくれる
でしょう。

■ふくらはぎサポーターシ
リーズから、今度は手首用
がでました。
グラファイトシリカの遠赤外
線とマイナスイオン効果がカ
ラダにチカラを与えてくれる
でしょう。

■原料は有機小麦粉、七五三塩、
エリクサー水のみ。
まほろば選りすぐりの原料で打っ
たうどんです。酸化を防ぐため油
を使用しないのも特徴です。

■原料は有機小麦粉、七五三塩、
エリクサー水のみ。
まほろば選りすぐりの原料で打っ
たうどんです。酸化を防ぐため油
を使用しないのも特徴です。

●まほろば

・北国うどん

　200ｇ…¥４９８

●まほろば

・北国うどん

　200ｇ…¥４９８

まほろば

オリジナ
ル

■1897年創業のフランスの老
舗ダーデン社開発商品。
オーガニック原料3種類だけで作
られたホワイトチョコレート、
甘すぎない自然な甘さは、安心
して召し上がることが出来ます。

■1897年創業のフランスの老
舗ダーデン社開発商品。
オーガニック原料3種類だけで作
られたホワイトチョコレート、
甘すぎない自然な甘さは、安心
して召し上がることが出来ます。

●イデアプロモーション

・「有機アガベ
　　チョコレート」
　　ホワイト」

100ｇ…６９３円

●イデアプロモーション

・「有機アガベ
　　チョコレート」
　　ホワイト」

100ｇ…６９３円

12月10日発売

●ムソー

・てんさい含蜜糖粉末

500ｇ…¥３９９

●ムソー

・てんさい含蜜糖粉末

500ｇ…¥３９９

■おなかのビフィズス菌を増や
す栄養源「オリゴ糖」をたっぷ
り含んだ砂糖です。
まろやかな風味と控えめな甘さで、
どんな料理にも使いやすい。

■おなかのビフィズス菌を増や
す栄養源「オリゴ糖」をたっぷ
り含んだ砂糖です。
まろやかな風味と控えめな甘さで、
どんな料理にも使いやすい。
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