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●アルデバラン

・シルクライナー

…１,１８８円

●アルデバラン

・シルクライナー

…１,１８８円

■大貫妙子さんが

秋田でつくったお

米が入った 「へう

げ味噌」 は大好

評。 その大貫さ

んの変らぬ活躍

に拍手！ニュー

アルバムはタ

ンゴです！

日本のシンガー＆ソ

ング ・ ライターの草分けのひとりで、

その繊細な音楽世界、 飾らない透明な歌声で、 多くの

人を魅了している大貫妙子さん。 そしてアルゼンチン演

奏家協会などから表彰されるなど世界的バンドネオン奏

者で、 情熱的なプレイと意欲的な作曲活動を行う小松

亮太さんとコラボレーションしたアルバムです。
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●マザーウォーター

・５２８Ｈｚチューナー

…２４,８００円

●マザーウォーター

・５２８Ｈｚチューナー

…２４,８００円

●日食

・アルダレス
　テンプラニーリョ

750ｍｌ…１,４４７円

●日食

・アルダレス
　テンプラニーリョ

750ｍｌ…１,４４７円

■有機ぶどうを１００

% 使用したオーガニッ

クワイン。

フレンチオーク熟成に

よる熟成感があり、 ま

ろやかで飲み口が良

く、 長い余韻が楽し

めます。 ハンバーグ

などのお肉料理や

ジャーマンポテトな

どと合わせてお召

し上がりください。
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●ムソー

・純国産ポテトチップ

60ｇ…１６２円

●ムソー

・純国産ポテトチップ

60ｇ…１６２円

●大貫妙子&小松亮太

・Ｔint　ティント 

…３,０２４円

●大貫妙子&小松亮太

・Ｔint　ティント 

…３,０２４円

●三旺インターナショナル

・「青パパイヤ酵素」

3ｇ×30包…６,８０４円

●三旺インターナショナル

・「青パパイヤ酵素」

3ｇ×30包…６,８０４円
●熱帯の植物である青パパイ

ヤは、 紫外線から種子を守る

ために酵素やビタミン、 ミネ

ラルが豊富です。

タンパク質 ・ 脂肪 ・ 糖分の三大

栄養素を分解する食物酵素で、

ビタミン ・ 葉素 ・βーカロテン、

マグネシウムなどの豊富な栄養

素が含まれています。 他に 「バ

イオ ・ ノーマライザー」 という別

名で昔から多くの方々に親しまれ

て来た健食です。
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●癒しのソルフェジオ周

波数 528Hz。

「ソルフェジオ周波数」 とは、

グレゴリアン聖歌などにも

使われていた古代の音階の

ことで、 その音は特定の周

波数を発し、 ヒーリング効

果があると言われています。

ステンレス製の本体に金

メッキを施し、 528Ｈz に

チューニングされた特別製

の音叉です。 心身の調律に

お使いください。
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●エヌ・ハーベスト

・「フンザチェリー」

　45ｇ…４５０円

●エヌ・ハーベスト

・「フンザチェリー」

　45ｇ…４５０円

ざくっとした食感を味わ

える乾燥アンズ。

そのままでもお菓子の材

料にも使えます。
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●エヌ・ハーベスト

・「アプリコット・ソフト」

　50ｇ…４５０円
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しっかりと乾燥させたア

ンズです。

 水戻ししてジャムやお

料理の風味付けに。

しっかりと乾燥させたア

ンズです。

 水戻ししてジャムやお

料理の風味付けに。
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・「アプリコット・ハード」

　50ｇ…４５０円
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●エヌ・ハーベスト

・「有機イチジクブラックミッション」

　65ｇ…４５０円

●エヌ・ハーベスト
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　65ｇ…４５０円
小ぶりな黒イチジクを乾燥さ

せたドライフルーツです。

 独特のプチプチした食感がた

まらない。
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せたドライフルーツです。

 独特のプチプチした食感がた

まらない。

ローストしていない生の

アーモンドです。 加熱し

ていないのでビタミン類

を壊さず取り入れること

ができます。

ローストしていない生の

アーモンドです。 加熱し

ていないのでビタミン類
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●エヌ・ハーベスト

・「ローアーモンド」

　45ｇ…４５０円

●エヌ・ハーベスト

・「ローアーモンド」
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ほのかな酸味と甘みが

味わえる極上のドライ

チェリーです。

ほのかな酸味と甘みが

味わえる極上のドライ

チェリーです。

●土門大幸 (著),安藤夏代 (著),

　堀川久美子 (著) 

・「RAWFOOD & BEAUTY FOOD 
　　RECIPE 60」

…１,４０４円

●土門大幸 (著),安藤夏代 (著),

　堀川久美子 (著) 

・「RAWFOOD & BEAUTY FOOD 
　　RECIPE 60」

…１,４０４円

■札幌在住の菜食料理研究家 安藤夏代さんオスス

メ。 多機能調理器 『ドライフードエアー』 で作れる

レシピを紹介する書籍が日本初登場 ! 

“ローフード & ビューティーレシピ " とは、 生食や精進料理、

スーパーフードなど、 美容や健康に良いとされる食のキー

ワードをもとに考えられたレシピのことです。 本書では、

多機能調理器 『ドライフードエアー』 を使った料理をメイ

ンでご紹介するだけでなく、 ドライフードエアーが無くても

作れるレシピも多数掲載しています。
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■全て国内産原料

を使用した純国産

のポテトチップスで

す

北海道産のじゃがいも

を国内産原料の米油

で揚げて、 北海道産

「オホーツクの塩」 で

味付けしました。 素材

の美味しさを活かした

シンプルなポテトチッ

プスです。
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■ｼﾙｸは第二の肌

といわれるほど人

間の肌と近いので、

付けているのを忘

れます。

通気性、 放湿性、 保

湿性が抜群なシルク

素材ですので、 女性

のデリケートな部分に

毎日付けるのにはオ

ススメです。 ホック付

きですので、 下着に

付けるだけ。
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■かつては中国の皇帝や貴

族階級のために生産された

ベストグレードの 8 年熟成

香醋。

８年熟成のため天然アミノ酸を

豊富に含みます。 ジュース， 蜂

蜜水などの飲料で割って、 アイ

スクリームやヨーグルト、 サラ

ダのトッピングやドレッシングと

して、 また餃子や飲茶などの点

心類のつけダレや料理のかくし

味など幅広くご利用して頂くこと

ができます。 
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●日本恒順

・恒純香醋８年熟成

150ｍｌ…１,９４４円
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●まほろば

・割れ干貝柱

100ｇ…７８０円

●まほろば

・割れ干貝柱

100ｇ…７８０円

■北海道オホー

ツク産の干貝柱

です。

形が崩れておりま

すが、 正品の 1/3

ほどのお値段で、

風味や品質には変

りはございません。

今となっては貴重

品です。
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