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■まるで焼き鮭フ
レークのような味わ
い。焼魚特有の香ば
しさが食欲をそそり
ます。
銚子産サバを塩焼きし、
骨まで食べられます。

■まるで焼き鮭フ
レークのような味わ
い。焼魚特有の香ば
しさが食欲をそそり
ます。
銚子産サバを塩焼きし、
骨まで食べられます。

■広島県産のむし牡
蠣を使った、ワインを
味わう、極上のおつ
まみ。
　そのままでも食べられ
る広島県産むし牡蠣を、
高品質のスペイン産EX
バージンオリーブオイル
と天日塩で漬けました。む
し牡蠣はスモークしてい
ないので、牡蠣の素材の
美味しさが味わえます。

■広島県産のむし牡
蠣を使った、ワインを
味わう、極上のおつ
まみ。
　そのままでも食べられ
る広島県産むし牡蠣を、
高品質のスペイン産EX
バージンオリーブオイル
と天日塩で漬けました。む
し牡蠣はスモークしてい
ないので、牡蠣の素材の
美味しさが味わえます。

●オーサワジャパン

「オーサワの
　　　ベジハヤシ」
180ｇ

…¥３７８

●オーサワジャパン

「オーサワの
　　　ベジハヤシ」
180ｇ

…¥３７８

●オーサワジャパン

「オーサワの
　　　有機スパゲティ」
500ｇ

…¥３２４

●オーサワジャパン

「オーサワの
　　　有機スパゲティ」
500ｇ

…¥３２４

●千葉産直

・「オイスターオリーブオイル漬缶詰」

　　　　100ｇ…¥６８０

●千葉産直

・「オイスターオリーブオイル漬缶詰」

　　　　100ｇ…¥６８０

雑貨類雑貨類

放射能検査

済み

検出なし

■オーサワのデミグラス
ルウと有機立科豆みそを
使用し、植物性素材で作っ
たハヤシです。
トマトの程よい酸味とデミ
グラスのコクが、どなたに
も楽しんでいただける味に
仕上がっています

■オーサワのデミグラス
ルウと有機立科豆みそを
使用し、植物性素材で作っ
たハヤシです。
トマトの程よい酸味とデミ
グラスのコクが、どなたに
も楽しんでいただける味に
仕上がっています

日配品日配品

■トウガラシ・ドクダミ・月桃など15種類
の天然植物抽出エキスに天然わさび成分
を配合、人体・ペットなどにもやさしい境
に配慮した商品です。
サラバースは、ネズミやゴキブリ・ダニ・シロアリな
どの小動物・害虫が嫌いな臭いのする場所には近
寄らず、嫌いな臭いを察知すると逃げ出す性質を
利用した「忌避剤」です。

■トウガラシ・ドクダミ・月桃など15種類
の天然植物抽出エキスに天然わさび成分
を配合、人体・ペットなどにもやさしい境
に配慮した商品です。
サラバースは、ネズミやゴキブリ・ダニ・シロアリな
どの小動物・害虫が嫌いな臭いのする場所には近
寄らず、嫌いな臭いを察知すると逃げ出す性質を
利用した「忌避剤」です。

●WAKE

・「サラバース
　（ねずみ・ゴキブリ・ダニ用）」
・「サラバース
　（ゴキブリ・ダニ用）」

　各100ｍｌ…¥１,４８０

●WAKE

・「サラバース
　（ねずみ・ゴキブリ・ダニ用）」
・「サラバース
　（ゴキブリ・ダニ用）」

　各100ｍｌ…¥１,４８０

■イタリア北部産スパゲッ
ティのためコシが強く、歯ご
たえがしっかりしています。
ソースともよく絡み、少し辛
みのあるオリーブオイルと
も相性が良いです。太さ1.7
～1.8mm、茹で時間7～9分。

■イタリア北部産スパゲッ
ティのためコシが強く、歯ご
たえがしっかりしています。
ソースともよく絡み、少し辛
みのあるオリーブオイルと
も相性が良いです。太さ1.7
～1.8mm、茹で時間7～9分。

●杉食

希少糖飴

80ｇ…¥４１０

●杉食

希少糖飴

80ｇ…¥４１０

調味料調味料

●サラビィオ化粧品

「育毛ローションM-1」

120ｍｌ…¥６,３００

●サラビィオ化粧品

「育毛ローションM-1」

120ｍｌ…¥６,３００
■英国エディンバラ開催
「第７回世界毛髪研究会議」
で『最優秀賞』受賞！！
加水酵母分解エキスの働き
で頭皮の環境を整えます。

■英国エディンバラ開催
「第７回世界毛髪研究会議」
で『最優秀賞』受賞！！
加水酵母分解エキスの働き
で頭皮の環境を整えます。

■次世代甘味料、直火炊きという
昔ながらの製法で作られた本格的
な飴です。
希少糖は植物などのデンプン質から作ら
れる量の少ない自然の糖です。今までその
存在意義がわかりませんでしたが、研究に
より大きな価値が発見され注目されるよ
うになりました。味は生姜のピリッとした
控えめな辛さです。

■次世代甘味料、直火炊きという
昔ながらの製法で作られた本格的
な飴です。
希少糖は植物などのデンプン質から作ら
れる量の少ない自然の糖です。今までその
存在意義がわかりませんでしたが、研究に
より大きな価値が発見され注目されるよ
うになりました。味は生姜のピリッとした
控えめな辛さです。

●日食

「有機レモン
ストレート
　果汁100％」

360ｍｌ・・・¥４６４

●日食

「有機レモン
ストレート
　果汁100％」

360ｍｌ・・・¥４６４

●ムソー

「本わらび餅」
「本くず餅」

各73ｇ・・・¥１９４

●ムソー

「本わらび餅」
「本くず餅」

各73ｇ・・・¥１９４

■本来のわらび餅の食感と風味を
出しました。
本わらび本来の食感を味わってい
ただく為、ゲル化剤（増粘多糖類）は
使用しておりません。 

■本来のわらび餅の食感と風味を
出しました。
本わらび本来の食感を味わってい
ただく為、ゲル化剤（増粘多糖類）は
使用しておりません。 

■なめらかな口あたりで、雪の
ような本葛粉の自然の甘味が
奏でるやさしい味わいです。
本葛本来の食感を味わっていた
だく為、ゲル化剤（増粘多糖類）
は使用しておりません。 澱粉と
の特殊技法により、本来のくず餅
の食感と風味を出しました。

■なめらかな口あたりで、雪の
ような本葛粉の自然の甘味が
奏でるやさしい味わいです。
本葛本来の食感を味わっていた
だく為、ゲル化剤（増粘多糖類）
は使用しておりません。 澱粉と
の特殊技法により、本来のくず餅
の食感と風味を出しました。

■厳選された一番茶のみ
を使用した”上”という文
字通りワンランク上をい
くほうじ茶。
芳ばしいスモーキーな香
りと奇麗な水色（すいしょ
く）で一服のひと時をお楽
しみ下さい。 

■厳選された一番茶のみ
を使用した”上”という文
字通りワンランク上をい
くほうじ茶。
芳ばしいスモーキーな香
りと奇麗な水色（すいしょ
く）で一服のひと時をお楽
しみ下さい。 

■日本生まれの紅茶です。それ
を”和”と書いて”なごみ”と読
み、和紅茶と読んでいます。
苦みのない味と優しい香りで一
服の一時をお楽しみ下さい。

■日本生まれの紅茶です。それ
を”和”と書いて”なごみ”と読
み、和紅茶と読んでいます。
苦みのない味と優しい香りで一
服の一時をお楽しみ下さい。

●どこでもそら

「煎茶」

・缶入り30g…￥８８０
・缶詰え用袋入り30g…￥６００
・袋入り70g…￥１,２００

●どこでもそら

「煎茶」

・缶入り30g…￥８８０
・缶詰え用袋入り30g…￥６００
・袋入り70g…￥１,２００

●どこでもそら

「上ほうじ茶」

・缶入り45g…￥８８０
・缶詰え用袋入り45g…￥６００
・袋入り100g…￥１,２００

●どこでもそら

「上ほうじ茶」

・缶入り45g…￥８８０
・缶詰え用袋入り45g…￥６００
・袋入り100g…￥１,２００

●どこでもそら

「和紅茶」

・缶入り35g…￥８８０
・缶詰え用袋入り35g…￥６００
・袋入り80g…￥１,２００

●どこでもそら

「和紅茶」

・缶入り35g…￥８８０
・缶詰え用袋入り35g…￥６００
・袋入り80g…￥１,２００ ■煎茶の持つ独特の渋みと旨み、その中

にあるさわやかな緑の香りとまろやかな
口当たりをお楽しみ下さい。

■煎茶の持つ独特の渋みと旨み、その中
にあるさわやかな緑の香りとまろやかな
口当たりをお楽しみ下さい。

「どこでもそら」は、紀州熊野は那智山の麓で無農薬のお
茶を栽培しています。茶畑は海抜７００mに立地し一日の
中でも寒暖の差があり、近くには清流も流れ、朝夕は霧が

かかる お茶栽培には適した場所です。

「どこでもそら」は、紀州熊野は那智山の麓で無農薬のお
茶を栽培しています。茶畑は海抜７００mに立地し一日の
中でも寒暖の差があり、近くには清流も流れ、朝夕は霧が

かかる お茶栽培には適した場所です。
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■イタリア・シチリア島
にあるオーガニック認
定工場で収穫後すぐに
搾って冷凍保存したも
のが原料です。
ストレート果汁なので、濃縮
還元とは違いフレッシュな酸
味が特徴で渋みが少なくマ
イルドな味わいです。

■イタリア・シチリア島
にあるオーガニック認
定工場で収穫後すぐに
搾って冷凍保存したも
のが原料です。
ストレート果汁なので、濃縮
還元とは違いフレッシュな酸
味が特徴で渋みが少なくマ
イルドな味わいです。

菓子
　・飴
菓子
　・飴

昆虫大好きの社長さ
んが開発した虫を殺
さない商品です。

すべて５/中旬～下旬
入荷

ﾚﾄﾙﾄ

●千葉産直

・「焼き塩さば缶」

　　　　100ｇ…¥３６７

●千葉産直

・「焼き塩さば缶」

　　　　100ｇ…¥３６７調味料調味料


