
●森修焼

・「丸　椀」　（直径125×高さ55ｍｍ）…３,７８０円

・「多用椀」　（直径125×高さ75ｍｍ）…４,１０４円

・「飯　椀」　（直径115×高さ65ｍｍ）…３,５６４円

・「平　丼」　（直径180×高さ75ｍｍ）…４,８６０円

・「多用丼」　（直径210×高さ95ｍｍ）…６,４８０円

・「一客椀」　 （直径80×高さ70ｍｍ）…４,３２０円

・「一ツ押取鉢」（直径135×高さ50ｍｍ）３,７８０円

・「一ツ押平鉢」（直径170×高さ45ｍｍ）４,３２０円

・「楕円取皿」（縦140×横170×高さ15ｍｍ）３,２４０円

・「楕円大皿」（縦190×横275×高さ35ｍｍ）５,４００円
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●アグリシステム（株）

・「風・土・火・水　
北海道産有機強力粉」

500ｇ…６８３円
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■パンや餃子、 ピザなどに

貴重な北海道産有機小麦が原

料の強力粉です。 黄色味を帯

びた粉色が特徴で、 もちもち

感のあるパンが作れます。
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■天ぷら、 お好み焼き、 焼

き菓子などに

貴重な北海道産有機小麦が原

料の薄力粉です。 ケーキや菓子

類、 天ぷらなどご使用頂けます。
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●（株）ビバ

・「竹炭カシューナッツ」
　　ミニ袋　

55ｇ…３４６円
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■ おやつに、 ビールのお供に。

竹炭パワーでお腹の大掃除 !!

カシューナッツを竹炭コーティング

し、 さらに酵素塩を使用すること

でカシューの味わいをより引き立

たせています。 食べきりミニ袋入り

になってます。
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■一度素焼きした後に白い土を

書け再度素焼きし、 更に天然の

釉薬 （安全な） を掛けて焼き上

げています。

「一期一会」ｼﾘｰｽﾞは大量生産品とは

異なり、 職人が丹念に手づくりする

ために、 一つとて同じ食器がないと

いう意味も込められています。 和食

だけでなく、 洋食からデザートまで

様々な料理が楽しめる万能和食器で

す。
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■日本最古、幻の唐辛子「香川本鷹」

にハーブをミックスした五色味とう

がらし。

農薬 ・ 除草剤を使用しない香川県五色

台ハーブ園で栽培した幻の唐辛子 ・ 香

川本鷹トウガラシにカモミール、 ローズ

マリー、 みかんの皮に瀬戸内産海苔をく

わえ海苔の旨味、 自然の美味しさをお

楽しみください。
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■従来のマスティ

マストが薬用タイプ

としてリニューアルし

ました。

薬用マスティマスト SP

は 常在菌にはほとんど作

用させず、 虫歯や歯周病、

口臭などの原因菌に対して

のみ効果を発揮するように開

発されたものです。 予防段階

でのご使用が効果的です。
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●鍋用スープがこんなに揃っており

ます。 お好みの味で美味しい鍋を

お楽しみください。
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■抹茶を練り込んだホワイト

チョコに、 ライス＆キノアパフ

の食感と香ばしさが広がりま

す！

主に九州産の本格抹茶を使用し

た、 深みのある味わい。 抹茶本来

の香りと伝統的なスイスのチョコ

レートのハーモニーを楽しめます。
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●ムソー

・「みそちゃんこ鍋スープ」

・「とり塩鍋スープ」

・「キムチ鍋スープ」

・「寄せ鍋スープ」

・「豆乳鍋スープ」

各600ｇ…３２４円
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●辻 信一　監訳

・ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ 著

「ローカル・フューチャー
“しあわせの経済”
　の時代が来た」

1冊…１,０８０円
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■今年３月にまほろば 2 階で講演会をなさった

「辻信一さん」 が１１月１１,１２日に東京 （一

つ橋ホール） で 「しあわせの経済世界フォーラ

ム 2017」 を開催されます。 これに当たり、 新

刊が出版されました。 まほろばにも入荷します。

詳しくは別紙参照ください。
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