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■北海道産小
豆、「石垣の塩」
使用。砂糖不使
用。
上品な小豆の風味
とすっきりとした
甘みです。食べ切
りサイズ。

■北海道産小
豆、「石垣の塩」
使用。砂糖不使
用。
上品な小豆の風味
とすっきりとした
甘みです。食べ切
りサイズ。

●「生命力の塊」であるあい鮫の肝臓を熱処理す
ることなく、自然に近い形で抽出。
その成分はスクアレン、オメガ3脂肪酸をはじめとした各種栄
養素が豊富に含まれています。

●「生命力の塊」であるあい鮫の肝臓を熱処理す
ることなく、自然に近い形で抽出。
その成分はスクアレン、オメガ3脂肪酸をはじめとした各種栄
養素が豊富に含まれています。

菓子　菓子　

■チリのパタゴニア地方
に自生するマキベリー。果
実に含まれるポリフェノー
ルはアサイーの約5倍！！ブ
ルーベリーの約14倍！！
マキベリーをまるごとフリーズド
ライにし粉末になっています。
ヨーグルトやジュースなどに混
ぜてお召し上がりください。

■チリのパタゴニア地方
に自生するマキベリー。果
実に含まれるポリフェノー
ルはアサイーの約5倍！！ブ
ルーベリーの約14倍！！
マキベリーをまるごとフリーズド
ライにし粉末になっています。
ヨーグルトやジュースなどに混
ぜてお召し上がりください。

■α-ｵﾚｲﾝ酸が100ｇ当
たり約60ｇも含有！
エゴマはシソ科に属する一年草
で、味は淡泊でシソの香りがしま
す。サラダやスープ、ヨーグルトな
ど、お好みの料理にかけてお召し
上がりください。※ビタミンCは添
加されていませんので、出来るだ
け生でお召し上がり下さい。

■α-ｵﾚｲﾝ酸が100ｇ当
たり約60ｇも含有！
エゴマはシソ科に属する一年草
で、味は淡泊でシソの香りがしま
す。サラダやスープ、ヨーグルトな
ど、お好みの料理にかけてお召し
上がりください。※ビタミンCは添
加されていませんので、出来るだ
け生でお召し上がり下さい。

■うまみと栄養が
ぎゅっとつまった蒸し
雑穀は何にでもトッピ
ング可能！
やわらかく蒸し上げていま
すので、このまま、またスー
プや炊き立てのご飯には直
前に加え温めるだけ。

■うまみと栄養が
ぎゅっとつまった蒸し
雑穀は何にでもトッピ
ング可能！
やわらかく蒸し上げていま
すので、このまま、またスー
プや炊き立てのご飯には直
前に加え温めるだけ。

●オーサワ

「ひとくち小豆ようかん」
（縦80ｍｍ×横35ｍｍ
　×高さ20ｍｍ）１本…¥２２６

●オーサワ

「ひとくち小豆ようかん」
（縦80ｍｍ×横35ｍｍ
　×高さ20ｍｍ）１本…¥２２６

■品種改良されていない最
古の小麦（紀元前9000年～
10000年の古代小麦）で作
られたスパゲッティが登
場！！
 アイコーン小麦は全ての小麦の祖
先です。石臼による五分搗き、ブロ
ンズダイス整形、低温乾燥。柔らか
い食感と甘みが特徴です。

■品種改良されていない最
古の小麦（紀元前9000年～
10000年の古代小麦）で作
られたスパゲッティが登
場！！
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先です。石臼による五分搗き、ブロ
ンズダイス整形、低温乾燥。柔らか
い食感と甘みが特徴です。

●（有）AMA

「ビオ アインコ－ン
　スパゲッティ」

500ｇ…¥８４２

●（有）AMA

「ビオ アインコ－ン
　スパゲッティ」

500ｇ…¥８４２

■鮮やかな色合い、香り高く
甘みがあります！
トルコの大自然の中で有機栽培され
たストロベリーを、そのまま冷凍。

■鮮やかな色合い、香り高く
甘みがあります！
トルコの大自然の中で有機栽培され
たストロベリーを、そのまま冷凍。

■上品で鮮やかな色合い、
　ｺｸと深みのある味！
香り高く深みあるセルビア産有機
ラズベリーを、そのまま冷凍。
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香り高く深みあるセルビア産有機
ラズベリーを、そのまま冷凍。

■色鮮やかで香り・甘みの強
いﾍﾞﾘｰ３種をﾐｯｸｽ！
そのままいただくか、ヨーグルトやア
イスクリーム、フルーツジュースやお
菓子作りに。
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■濃厚な味わい。小粒ﾀｲﾌﾟ
で甘みが濃縮！カナダで有機栽
培された野生種の有機冷凍ブルー
ベリーを、そのまま冷凍。
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で甘みが濃縮！カナダで有機栽
培された野生種の有機冷凍ブルー
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●ムソー

「有機JAS冷凍ブルーベリー」

　　　　　　　　150ｇ…¥５９４

●ムソー

「有機JAS冷凍ブルーベリー」

　　　　　　　　150ｇ…¥５９４

●ムソー

「有機JAS冷凍
　　　ミックスベリー」

　　　　　200ｇ…¥７０２

●ムソー

「有機JAS冷凍
　　　ミックスベリー」

　　　　　200ｇ…¥７０２

●ムソー

「抹茶
カシューナッツコロン」

85ｇ…¥３０２

●ムソー

「抹茶
カシューナッツコロン」

85ｇ…¥３０２

●ムソー(ヒカリ）

「有機フルーティー
MIXジュース+野菜」

195ｇ…¥１８４

●ムソー(ヒカリ）

「有機フルーティー
MIXジュース+野菜」

195ｇ…¥１８４

■サクッとした食感で口
どけが良いおいしさ。
カシューナッツを主な原料に、
てんさい糖、鶏卵、宇治抹茶を
加えた一口サイズのお菓子。

■サクッとした食感で口
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カシューナッツを主な原料に、
てんさい糖、鶏卵、宇治抹茶を
加えた一口サイズのお菓子。

■フルーティーな甘み
で飲みやすい！
有機JAS認定品、14種類の
野菜と果実でつくったミッ
クスジュース。
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野菜と果実でつくったミッ
クスジュース。

■お湯を注ぐだけで
本格派みそ汁。
香り高く、味わい深いみそ
汁が手軽に楽しめます。

■お湯を注ぐだけで
本格派みそ汁。
香り高く、味わい深いみそ
汁が手軽に楽しめます。

■植物性素材でつくった洋風だ
しの素が便利な液体に。
国内産の野菜（玉ねぎ・にんじん・にん
にく・乾しいたけ・セロリ・ねぎ・ごぼう）
からとっただしに、有機白醤油を合わ
せ、天日塩を使っています。
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からとっただしに、有機白醤油を合わ
せ、天日塩を使っています。

●アツアツのご飯に、わ
さび醤油をかけて。
銚子産の適度に脂の乗った
真いわしを２枚に開き、焼く直
前に純米料理酒をふりかけ
直火で一度、白焼きに。
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●（株）ケニングコーポレーション

「深海力」

10粒…¥1,２９６・100粒…¥１０,８００
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「深海力」

10粒…¥1,２９６・100粒…¥１０,８００

健康
食品
健康
食品

●深海鮫の肝油には
人間の皮脂成分スク
ワレンと同じ成分が含
まれおり、頭から足の
先まで全身に使える
万能オイルです。
使い方を覚えれば､スキン
ケアやボディケアはもち
ろんのことヘアケアやマッ
サージオイルなど､オール
マイティーに使えます。
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まれおり、頭から足の
先まで全身に使える
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使い方を覚えれば､スキン
ケアやボディケアはもち
ろんのことヘアケアやマッ
サージオイルなど､オール
マイティーに使えます。

■肩、腰、ひざなど
の気になるところ
へシュッとつける
だけの「塗るだけ温
泉」。
世界的な温泉地として
知られる別府温泉か
ら、リフレッシュ効果が
ある新種の藻類「RG92
」を発見！この「RG92」
を配合した全身用ロー
ションです。
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●ジーエス・サイエンス

「あるじの秘湯泉」

30ｍｌ…¥１,２００
120ｍｌ…¥４,０８０
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●健康フーズ

「有機荏胡麻油」

140ｇ…¥１,４０４

●健康フーズ

「有機荏胡麻油」

140ｇ…¥１,４０４

●健康フーズ

「マキベリー」

50ｇ…¥１,７２８

●健康フーズ

「マキベリー」

50ｇ…¥１,７２８

●（株）ケニング

　コーポレーション

「ビューティ
　　スクワオイル」

60ｍｌ…¥６,２６４　

●（株）ケニング

　コーポレーション

「ビューティ
　　スクワオイル」

60ｍｌ…¥６,２６４　

●ムソー

「有機JAS冷凍ラズベリー」

　　　　　　150ｇ…¥７０２

●ムソー

「有機JAS冷凍ラズベリー」

　　　　　　150ｇ…¥７０２

●オーサワジャパン

「オーサワの
わかめ入り有機
みそ汁」
14.6g×６食入り

…¥３０２

●オーサワジャパン

「オーサワの
わかめ入り有機
みそ汁」
14.6g×６食入り

…¥３０２

●ムソー

「いわしの白焼き風」缶

100ｇｇ…¥４００

●ムソー

「いわしの白焼き風」缶

100ｇｇ…¥４００

●オーサワジャパン

「野菜ブイヨン」

360ｍｌ…¥９９３

●オーサワジャパン

「野菜ブイヨン」

360ｍｌ…¥９９３
液体

●ムソー

「有機JAS冷凍ストロベリー」

　　　　　　　　200ｇ…¥４８６

●ムソー

「有機JAS冷凍ストロベリー」

　　　　　　　　200ｇ…¥４８６

●ムソー

「そのまままぜる雑穀」

70ｇ…¥２１６

●ムソー

「そのまままぜる雑穀」

70ｇ…¥２１６

えごま油に

有機商品が

登場！

天然100％

のスクワラン

オイル

■「ペイ・ドック　白」
 ふちがやや緑がかった黄

金色。新鮮な果実の味わ
いが心地よく、アタックは
グレープフルーツ等の柑
橘系の味わいが感じられ
ます。

「ペイ・ドック　赤」
 濃い色合いで、香り高く
ココアなどの香ばしくスパ
イシー、口に含むとなめら
かなタンニンが心地よくフ

ランボワーズやカシス等の果実の香
りが印象的です。
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橘系の味わいが感じられ
ます。
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イシー、口に含むとなめら
かなタンニンが心地よくフ

ランボワーズやカシス等の果実の香
りが印象的です。

■口当たりは
ビロードのよ
うななめら
かさ！
色調はガーネッ
ト色。カシスや
ブラックベリー
等の赤い果実の
香りと共に黒コ
ショウ等のスパイシーさが
感じられます。

■口当たりは
ビロードのよ
うななめら
かさ！
色調はガーネッ
ト色。カシスや
ブラックベリー
等の赤い果実の
香りと共に黒コ
ショウ等のスパイシーさが
感じられます。

●シュレン国分

「ｲﾝﾈ　
ｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾈ
赤　」

750ｍｌ…

¥２,１６０

●シュレン国分

「ｲﾝﾈ　
ｺｰﾄ・ﾃﾞｭ・ﾛｰﾈ
赤　」

750ｍｌ…

¥２,１６０

●シュレン国分

「ｲﾝﾈ　ﾍﾟｲ・ﾄﾞｯｸ白」
「ｲﾝﾈ　ﾍﾟｲ・ﾄﾞｯｸ赤」

750ｍｌ…¥１,５６６

●シュレン国分

「ｲﾝﾈ　ﾍﾟｲ・ﾄﾞｯｸ白」
「ｲﾝﾈ　ﾍﾟｲ・ﾄﾞｯｸ赤」

750ｍｌ…¥１,５６６

お酒お酒

古代小麦の中

で最古の

AAゲ
ノム

14染
色体

古代小麦の中

で最古の

AAゲ
ノム

14染
色体本物の

深海鮫生肝油です。
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