
■｢タイグリーンカレー」：タイ料理

の中でも特に人気のあるグリーン

カレー。青唐辛子の刺激的な辛さ

の中に、さわやかなハーブが香り

ます。

■「タイレッドカレー」：グリーンに

比べ比較的辛さもマイルドなタイ

料理定番のレッドカレー。

 赤唐辛子とハーブが絶妙に絡み

あうフルーティな味わいです。

■「タイベジタブルカレー」：どな

たでも食べやすいマイルドなイエ

ローカレー。

 植物性原料を使用し、ココナッツ

ミルクの香り引き立つコクのある

味わいです。

■｢タイグリーンカレー」：タイ料理

の中でも特に人気のあるグリーン

カレー。青唐辛子の刺激的な辛さ

の中に、さわやかなハーブが香り

ます。

■「タイレッドカレー」：グリーンに

比べ比較的辛さもマイルドなタイ

料理定番のレッドカレー。

 赤唐辛子とハーブが絶妙に絡み

あうフルーティな味わいです。

■「タイベジタブルカレー」：どな

たでも食べやすいマイルドなイエ

ローカレー。

 植物性原料を使用し、ココナッツ

ミルクの香り引き立つコクのある

味わいです。

お待たせ
し

ました！

再入荷

●ミヤトウ野草研究所

ユアラーゼ80種＋乳酸菌

500ｍｌ･･¥７,０２０

●ミヤトウ野草研究所

ユアラーゼ80種＋乳酸菌

500ｍｌ･･¥７,０２０

●ムソー

・「グリーンカレー」
・「タイレッドカレー」
・「タイベジタブルカレー」

各170ｇ（１人前）･･¥４９７

●ムソー

・「グリーンカレー」
・「タイレッドカレー」
・「タイベジタブルカレー」

各170ｇ（１人前）･･¥４９７

■ヤシの花蜜から採れるお砂糖です。

・黒糖よりクセが少なく、独特の香ばしさ

と優しくまろやかな味が特徴の砂糖です。

・コーヒーや紅茶、煮たき物等の料理に

もお使い頂けます。

■ヤシの花蜜から採れるお砂糖です。

・黒糖よりクセが少なく、独特の香ばしさ

と優しくまろやかな味が特徴の砂糖です。

・コーヒーや紅茶、煮たき物等の料理に

もお使い頂けます。

有機

オレンジ

果汁100％

人気商品

リバイバル

●ミヤトウ野草研究所

山野草元（酵素源プラス）

500ｍｌ･･¥７,５６０

●ミヤトウ野草研究所

山野草元（酵素源プラス）

500ｍｌ･･¥７,５６０

●ビバ

EOパームシュガー

270ｇ･･¥５８３

●ビバ

EOパームシュガー

270ｇ･･¥５８３ ●ジーエス・サイエンス

ピースエイトアクア
「ふくらはぎ用」

２枚組･･¥９,８００

●ジーエス・サイエンス

ピースエイトアクア
「ふくらはぎ用」

２枚組･･¥９,８００

●オーサワジャパン

オーサワの有機
オレンジゼリー

60ｇ･･¥１４０

●オーサワジャパン

オーサワの有機
オレンジゼリー

60ｇ･･¥１４０

●たつかーむ

たつかーむのおいしい豆
「うずら豆」、「黒豆」

110ｇ･･¥２８８

●たつかーむ

たつかーむのおいしい豆
「うずら豆」、「黒豆」

110ｇ･･¥２８８

■ゼリーシリーズにオレンジ味が仲間入りです。

有機オレンジの爽やかな香りと程よい甘みは、お子様だ

けでなくどなたにも楽しんでいただけます

■ゼリーシリーズにオレンジ味が仲間入りです。

有機オレンジの爽やかな香りと程よい甘みは、お子様だ

けでなくどなたにも楽しんでいただけます

■ お豆に含んだ水分だけで蒸し煮（レ

トルト）しています。袋をあけたら、そ

のままサラダ、炒め物、和え物、スイー

ツなど、何にでもお使い頂けます。

「うずら豆」：うずらの卵模様のうずら豆

はおいしいいんげん豆。

「黒豆」：道産大豆「光黒」は大粒でしっ

かりとした食感と甘味が特徴。栄養満

点でとってもヘルシー！

■ お豆に含んだ水分だけで蒸し煮（レ

トルト）しています。袋をあけたら、そ

のままサラダ、炒め物、和え物、スイー

ツなど、何にでもお使い頂けます。

「うずら豆」：うずらの卵模様のうずら豆

はおいしいいんげん豆。

「黒豆」：道産大豆「光黒」は大粒でしっ

かりとした食感と甘味が特徴。栄養満

点でとってもヘルシー！

●まほろば

「漁師昆布」

90ｇ･･¥４８９

●まほろば

「漁師昆布」

90ｇ･･¥４８９

■これぞ日本酒スパークリ

ング！

口に含むと炭酸ガスと日本

酒本来のドライな味わいが

駆け抜けたかと思えば、上

品な米の甘みがほのかに

広がる。これぞ日本酒スパ

ークリング！

■これぞ日本酒スパークリ

ング！

口に含むと炭酸ガスと日本

酒本来のドライな味わいが

駆け抜けたかと思えば、上

品な米の甘みがほのかに

広がる。これぞ日本酒スパ

ークリング！

■冬の寒い時期に造ったお酒を雪の中に埋

めて（雪室）熟成させ、初夏に取り出す・・ワイ

ンのように日本酒も寝かせる（熟成）ことで

味がまろやかになり旨味が増します。

テイストは非常に柔らかい甘味と旨味が長く

続き、ズバッとキレます。「まんさく」らしい酸

が広がり、すぐに苦味でまとめます。

■冬の寒い時期に造ったお酒を雪の中に埋

めて（雪室）熟成させ、初夏に取り出す・・ワイ

ンのように日本酒も寝かせる（熟成）ことで

味がまろやかになり旨味が増します。

テイストは非常に柔らかい甘味と旨味が長く

続き、ズバッとキレます。「まんさく」らしい酸

が広がり、すぐに苦味でまとめます。

■野草・野菜・果物を発酵させ

た健康飲料に、さらにﾜｲﾙﾄﾞｸﾞ

ﾚｰﾌﾟを加え、飲みやすく携帯で

きるように４０包に分封されて

います。

■野草・野菜・果物を発酵させ

た健康飲料に、さらにﾜｲﾙﾄﾞｸﾞ

ﾚｰﾌﾟを加え、飲みやすく携帯で

きるように４０包に分封されて

います。

●日の丸醸造

純吟まんさくの花
スパーリングドルチェ

720ml…¥１,７８２

●日の丸醸造

純吟まんさくの花
スパーリングドルチェ

720ml…¥１,７８２

●日の丸醸造

まんさくの花
雪室吟醸

720ml…¥１８３６　
1.8L¥…３,４５６　

●日の丸醸造

まんさくの花
雪室吟醸

720ml…¥１８３６　
1.8L¥…３,４５６　

■レバノン杉と松の清涼な

香りで、こころ静かなひと時

を・・・

「魅惑の地」ニューメキシコ州

（アメリカ合衆国）から、手づ

くり、天然素材の杉のお香を

お部屋に。

■レバノン杉と松の清涼な

香りで、こころ静かなひと時

を・・・

「魅惑の地」ニューメキシコ州

（アメリカ合衆国）から、手づ

くり、天然素材の杉のお香を

お部屋に。

●クリアライト社　

シダービニョンインセンス

・80コーン…¥４,８６０
・20コーン…¥１,６２０

●クリアライト社　

シダービニョンインセンス

・80コーン…¥４,８６０
・20コーン…¥１,６２０

■キシリトール配合繊維「リフレ

ール」で爽やかな着心地！

「締め付けない」ピースエイトに、

この肌ざわりと涼しさが加わり

ました。

■キシリトール配合繊維「リフレ

ール」で爽やかな着心地！

「締め付けない」ピースエイトに、

この肌ざわりと涼しさが加わり

ました。

●マザーウォーター

北海道産「生はちみつ」

140g…¥１,０７８

●マザーウォーター

北海道産「生はちみつ」

140g…¥１,０７８
■生はちみつなので、ビタミン・酵

素・善玉菌が豊富です！

北海道産の天然はちみつを非加熱・

無濾過した、しぼったまんま。

生ですので、酵母菌が生きています。

■生はちみつなので、ビタミン・酵

素・善玉菌が豊富です！

北海道産の天然はちみつを非加熱・

無濾過した、しぼったまんま。

生ですので、酵母菌が生きています。

季節

商品

■野草野菜果物発酵

飲料　「ユアラーゼ®」
の従来の63種類から、

８０種類に原料を増

し、最後に乳酸菌を

プラスして、熟成させ

ました。

■野草野菜果物発酵

飲料　「ユアラーゼ®」
の従来の63種類から、

８０種類に原料を増

し、最後に乳酸菌を

プラスして、熟成させ

ました。

■まほろばで人気のあ

の漁師昆布が復活！！

再入荷しています。

だしや料理に使いやす

い日高昆布（ミツイシ昆

布）です。

■まほろばで人気のあ

の漁師昆布が復活！！

再入荷しています。

だしや料理に使いやす

い日高昆布（ミツイシ昆

布）です。

夏の暑さでもひんやりサポーター！
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