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ホームページのQRコードと

なっております。 

チラシ情報のページでニュー

スをカラーで見る事ができま

す。 

～別所蒲鉾の無添加製品～ 

 
魚ぎょっと骨入バーグ 
山陰産の地魚を骨入りミンチにし、食感と

風味を出す為に自社の蒲鉾を練り込み、魚

の旨味が濃厚なハンバーグに仕上げました 

原材料：魚肉、玉葱（国

産）、蒲鉾、馬鈴薯澱

粉、砂糖、みそ、食塩、

魚醤、鰹だし、昆布だ

し、味醂、なたね油 

品番６００１ 翌々週 

冷蔵 

110g 520円 

 白つみれ 
山陰、又は九州沖で水揚げされた新鮮な魚の

旨味を味わえるようにあえて具材を加えずに

仕上げました。おでんや煮物の具材に  

原材料：魚肉、ばれい

しょ澱粉、砂糖、食塩、

味醂、魚醤、かつおだ

し、昆布だし 

110g 520円 

品番６００２ 翌々週 冷蔵 

リン酸塩や保存料、うまみ調味料等の食品添加物は一切使用せずに、主原料には山陰、九州で水揚げされた魚と国産の

無リンタラを使用し、素材の味を壊さない薄味に仕上げて、調味料は全て天然ものを使用しています 

今週はムソーのクリスマスチラシも配布

していますのでご参照下さい。 

 配送週：すべて12月３週：20～23日 

ご家族や友人と楽しい一時をお過ごし下さい  

ムソーのクリスマス企画2022 
ゆうき生協のおすすめブック 

本 の 贈 り も の 

※詳細は別紙チラシを参照し、注文は4桁品

番注文書をご確認の上、ご希望の品の4桁品

番をOCR下段に記入してご注文ください。 

翌々週 

 秋川牧園の鶏肉をふんだんに使用した、ももむね切身・

特製つみれ・和風スープの3点セットのとり鍋セットです。

若鶏のガラを長時間かけて丁寧に煮出したスープをベース

に、かつおや昆布の旨みをきかせてコクのあるスープに仕

上げました。お好みの具材を加えることで、より一層楽しみかたも広がります。 

翌々週 冷凍 

8608 とり鍋セット（醤油） 550ｇ 1155円→1100円 

8609 とり鍋セット（塩） 550ｇ 1155円→1100円 

 とり鍋セット（醤油）原材料：鶏肉（国産）、つくね《鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、パン粉、ばれいしょで

ん粉、清酒、醤油、砂糖、生姜、食塩》、スープ《チキンスープ、醤油、砂糖、鰹だし、清酒、食塩（原材料の

一部に小麦を含む）》 とり鍋セット（塩）原材料：鶏肉（国産）、つくね《鶏肉（国産）、鶏卵、玉ねぎ、パ

ン粉、ばれいしょでん粉、清酒、醤油、砂糖、生姜、食塩》、スープ《チキンスープ、発酵調味料、昆布だし、

鰹だし、食塩、ガーリックパウダー、醤油、ごま油（原材料の一部に小麦を含む）》     山口：秋川牧園 

とり鍋セット各種 

今治：今治有機農業研究会 

冬はおでんに、煮物にと大活躍の

大根です。他にも、汁物、なま

す、サラダ、刺身のつま、干しだ

いこんなどなど、日常の食卓でだ

いこんはまさしく七変化に大活躍

してくれます。 

大  根 

品番９９２５ 

1本 155円 

翌週 

ゆうき生協の単品野菜！農産物情報！ 
あったかおでんにどうぞ 有機  レモン 

当生協のレモンは有機栽培だから皮ごと安心

して使えます。唐揚げや焼き魚に搾るのはも

ちろん、各種料理のアクセントに！またマー

マレードや蜂蜜漬け、レモンティー等の加工

用にも。各種色々な料理をサッパリとどうぞ 

品番９９４０ 

1級500g 320円 

品番９９４１ 

2級500g 165円 
翌週 

ライブコットン製品各種 

※詳細は別紙カラーチラシを参照し、注文はカラーチラシに

掲載している品番と品名等を別紙「ライブコットン注文書」

に記入して配送職員に提出して下さい。  

限定

企画 

翌々週 

翌々週 

※詳細は別紙カラーチラシを参照し、注文は

カラーチラシに掲載している品番と品名等を

別紙「森修焼注文書」に記入して配送職員に

提出して下さい。 

“森修焼”企画！ 

取り扱い：大阪：ムソー 

取り扱い：ムソー 



天然真昆布と鰹節でしっかり

だしを取り、吟味した調味料

で香ばしく海の幸のおいしさ

を活かしたふりかけです。小

魚入りでカルシウムを含みま

す。ごはん、おにぎり、お弁

当にご家族皆様でお召し上が

りください。  

原材料：オキアミ(国内産)、だし(鰹節、真昆布)、有

機白ごま、砂糖、片口いわし(北海道産)、食塩、醤油

(本醸造)、青海苔(岡山産)、醗酵調味料、米酢、(原材

料の一部に小麦、大豆を含む)     

原材料：干しだいこん（宮崎県産）、大根葉（宮崎県

産）、漬け原材料（米ぬか、麦芽水飴、食塩、純米酢 

品番8022 60g 270円→230円 

品番8023 210g 875円→745円 

ポップコーンの種 
国産のトウモロコシで作ら

れた、ポップコーン用の乾

燥トウモロコシです。 

詳しい作り方は、裏に書か

れておりますので、参考に

してください。 

生産者：今治・井出さん 

翌々週 

60gで約2人前です 

かつおのふりかけ 

翌週 

原材料：かつお削りぶし、国産丸大豆醤油、砂糖、

ごま、食塩、のり  取り扱い：かもめ屋  

国産のかつお荒削り

節を使った自然なお

いしさの無添加ふり

かけです。  

ＯＣＲ３５５ 

35g 285円 

→245円 

特価 

ＯＣＲ３５７ 翌週 
35g 410円 

→390円 

取り扱い：ムソー 

贅沢おかか昆布ふりかけ 
国内産の鰹節と北海道産

の天然真昆布を合わせ、

北 海 道 産 の オ キ ア ミ を

たっぷり入れて吟味した

調 味 料 で 炊 き 上 げ ま し

た。しっとり美味しいや

や甘口のおかかとこんぶ

のふりかけです。  

ＯＣＲ３５８ 翌週 

原材料：鰹節（国内産）、醤油（本醸造）、真昆布（北海道函

館産）、有機白ごま、オキアミ（国内産）、砂糖、発酵調味

料、食塩、米酢、菜種油（北海道産）（原材料の一部に小麦、

大豆を含む）  

天日で良く干しあげ、日向地方

に伝わる独自の製法により長時

間 漬 け 込 んだ、素朴 な沢 庵 で

す。よく冷して、糠を洗い落と

し て く だ さい。大根 は薄 切 り

に、葉は細かく切ってお召し上

がりください。   

ＯＣＲ０８０ 

本干したくあん 

取り扱い：ムソー 

取り扱い：ムソー 

海鮮ふりかけ・小魚入り 

翌々週 

カ ン タ ン 八 芳 酢  

取り扱い：ムソー 

翌週 

原材料：醸造酢(米酢、りんご酢)、砂糖、食塩、昆

布かつおだし、レモン果汁  

ＯＣＲ３０５ 

素材の持ち味を引き立てるよ

う、やわらかな酸味とまろや

かな味わいに仕上げました。 

砂糖や塩など合わせる必要が

ないから、旬の素材にかける

だけ、漬けるだけでおいしく

味が決まります。  

360ml 425円 

→405円 

賞味期限22.12.20 

賞味期限22.12中旬 

特価 

特価 

35g 410円 

→390円 

200g 485円 

→440円 

特価 

特価 特価 北洋（ロシア）で水揚げされた、脂の乗りが

抜群で一番美味しい時期に獲れた紅鮭の切身

です。あたたかいご飯によく合う逸品です。 

翌々週 

価格変更のおしらせ 

秋鮭切身 

福島：三陸水産 原材料：紅鮭（ロシア産） 

冷凍 

ＯＣＲ２２８ 

2切れ 635円 

古代米にはビタミン、ミ

ネラルが豊富に含まれて

います。お好みの量をご

はんにまぜて、お召し上

がりください！ 

取り扱い：有限会社 兵頭産業（松前町） 

翌週 
9042 古代米（三種ブレンド） 

9043 赤 米 

各200g 300円→285円 冷蔵 

原材料：古代米：赤米、黒米、緑米（全て愛媛県産） 

    赤米：赤米（愛媛県産） 

(有)兵頭産業の古代米各種！ 

特価 

しょうが湯 

国内産有機しょうがを100％使用した、とても香

りのよいしょうが湯各種。砂糖には粗糖・黒糖、

てんさい糖を使用し、辛味のある生姜を飲みやす

いタイプに仕上げました。冬の寒いこの時期に

は、ホットで是非お召し上がり下さい。 

品番 品名 規格 価格 

9608 しょうが湯（徳用） 20g×18袋 965円→915円 

9609 しょうが湯 20g×5袋 300円→285円 

翌週 

取り扱い：ムソー 原材料：砂糖（粗糖・黒糖・甜菜糖）、生姜（国内産有機）、くず粉、レンコン粉末  

冬季限定！ 

特価 

原材料：甘口：食用なたね油（遺伝子組換えでない）、卵、りんご酢、食塩、蜂蜜、香辛料（マスタード・コショウ）  

    辛口：食用なたね油（遺伝子組換えでない）、卵、りんご酢、食塩、蜂蜜、マスタード、にんにく、コショウ、       

       しょうが  

9011 甘口 

9012 辛口 

松 田 の マ ヨ ネ ー ズ 
平飼いの健康な鶏の新鮮な卵をはじめ、食べる方の身にな

り、厳選した原材料だけで作った究極のマヨネーズです。砂

糖は使わず、平飼いの有精卵、国産りんご酢など安心な原料

を使っています。サラダはもちろん、魚のオイル漬け、お寿

司、漬物などにどうぞ。甘口と辛口お好みの味を選んでみて

下さい。 

お好みに合わせて、レモン、醤油、とうがらし、マスタード

等を加えてお召し上がり下さい。  

各300g  

595円 
翌週 

取り扱い：ムソー 

理事のオススメ供給品！ 

地元今治産無農薬栽培 



ミルク：ノンホモ牛乳、濃縮乳、ビート糖  宇治金時；全脂

練乳、濃縮乳、ノンホモ牛乳、餡（小豆・ビート糖・食

塩）、ビート糖、緑茶 みかん；果汁（温州みかん・伊予柑・

ネーブル・ポンカン）、ビート糖 

市販品とはまた違う、きちんと原

材料にこだわった甘さスッキリの

アイスキャンディー各種です。 

取り扱い：大阪：ムソー 

冷凍 

アイスキャンディー各種 

翌週 

9509 ミルク 

9510 宇治金時 

9511 みかん 

各6本入り 740円 

栽培内容：除草剤を一回散布し、化成肥料二

回施肥しています。 

東温産 む ぎ茶 

取り扱い：松山；共同農産 

品番９５０６ 

東 温 産 の は だ か 麦 を

100％ 使 用 し た 麦 茶 で

す。充分煮出してからお

使い下さい。 

翌週 

特価 

400g 330円 

→315円 

コーヒーリキッド（無糖） 

賞味期限：6ヶ月 開栓後30日 

京都：玉屋珈琲  

翌週 

品番９５０７ 1000ml  

585円→560円 

特価 

有機認証農産物のメキシコ、グァ

テマラ、ペルー生豆を使用しブレ

ンドしました。香り豊かで味わい

深いコーヒーです。 

国産素材で作ったみそに、風味豊

かなを加えました。コクとうま味

が魅力です。 

豆板醤のピリカラと味噌の旨味

を、程良い酸味の玄米酢等で仕

上げました 

原材料：しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えで

ない）、小麦、食塩〕、食塩、かつお節エ

キス、煮干しエキス、さば節エキス、昆布

エキス、酵母エキス、チキンエキス、宗田

かつお節エキス  

鶏がらスープをベースに、沖縄海水

塩「青い海」を加え、玄米黒酢を隠

し味に仕上げました。  

本醸造醤油をベースに、だしと天

日塩等で仕上げました。あっさり

醤油味です。 

原材料：しょうゆ〔大豆（遺伝子組換えでな

い）、チキンエキス、食塩、白だし（小麦発酵

調味料、かつお節、みりん、食塩、砂糖、昆

布、しいたけ）、砂糖、米黒酢、かつお節エキ

ス、昆布エキス 

3～4人前   

305円 

3～4人前   

305円 

3～4人前   

305円 

冬季限定供給品 

みそちゃんこ鍋スープ 

原材料：米みそ（大豆、米、食塩）、

み り ん、豆 み そ（大 豆、食 塩）、砂

糖、食塩、かつお節粉、昆布エキス、

唐辛子、酵母エキス、煮干イワシ粉末  

翌週 

 「冬季限定のストレートタイプの鍋スープの

素」です。このスープに色々な野菜や具材を

加えると、手軽に色々な鍋がご堪能頂けま

すよ。是非ゆうきの野菜・具材たっぷりの美

味しい鍋を家族皆でお楽しみ下さい。 

 取り扱い：大阪：ムソー 

キムチ鍋スープ 

原材料：米みそ、水あめ、魚醤、米

黒酢、豆板醤、食塩、にんにく、昆

布エキス、煮干いわし粉末、唐辛

子、パプリカ色素  

品番９６０１ 

翌週 

寄せ鍋スープ 

品番９６０４ 

翌週 とり塩鍋スープ 翌週 

品番９６０５ 

有機大豆使用の豆乳を使い、有機ご

まの風味を生かした鍋スープです。 

原材料：豆乳〔大豆（遺伝子組換えで

な い）〕、砂糖、食 塩、有機す り ご

ま、かつお節エキス、昆布エキス、煮

干しいわし粉/重曹 

品番９６０３ 

翌週 ごま豆乳鍋スープ 

品番９６０２ 

3～4人前   

305円 

3～4人前   

305円 

使われている野菜

は す べ て 国 内 産

の、こだわりのが

んもどきです。 

焼きとうふ がんもどき 冷蔵 冷蔵 

翌週 

翌週 

3個 265円 

原材料：ごま、山芋、人参、ごぼう、刻み昆布、石

橋製油の菜種油 賞味期限：4日 

ソフト豆腐の両面

を、圧搾一番絞り

のなたね油で焼き

あげました。 

2枚 265円 

品番９１５４ 品番９１５５ 

秋から春にかけての季節限定供給品！                             

原材料：国内産大豆、天然にがり、石

橋製油の菜種油 賞味期限：4日 

製造：松山：共同農産 

原 材 料 ： 白 餡、砂 糖

（三温糖）、水飴 

栗しぐれ 

100g入り 

320円 

北海道産手亡豆を使用

し、丹精込めて練り上

げ熟成したあんを、栗

のような形にしてじっ

くり焼き上げました。 

品番９６０６ 

翌週 

冬季限定！ 

取り扱い：ムソー 

特価 

きくいもチップス 

原材料：菊芋（今治市産） 生産者：渡部さん 

翌々週 

1袋（100ｇ） 

 750円 品番８１６５ 

菊芋をスライスして乾燥し

たものです。そのままみそ

汁の具材にしたり、水でも

どしてきんぴらや煮物にい

れ た り し て お 使 い く だ さ

い。 

軽く炙って、サラダやおひ

たしスープのトッピングに

するのもおすすめです。 

供給

再開 

720ml 720円 

→685円 

生産者：大三島・末岡さん 

翌週 

大三島の生産者である末

岡さんが作ったミカン

ジュースです。 

原材料のミカンは有機栽

培のものを使用しており

ます。 

品番９５１３ 

大三島みかんジュース 



国内産野菜（人参、蓮根、無漂白干ぴょう、椎茸）と国内産大

豆の油揚げ等の具材を、有機栽培された国内産米を地下天然水

で仕込んだ「越前小京都の有機純米酢」で仕上げた、五目ちら

し寿司の素です。他にも砂糖には北海道産てんさい糖、醤油に

は国内産丸大豆醤油など厳選した原材料を使用し、ご飯に混ぜ

て頂くだけで、優しい酸味、まろやかな味わい引き立つ本格的

なちらし寿司がご堪能頂けます 

お子様も喜ぶ本格的な「ちらし寿司」をどうぞ 

翌々週 

国産野菜の五目ちらし寿司の素 

品番３０５０ 

大阪：創健社 

原材料：国内産野菜［にんじん、レンコン、かんぴょう、しいたけ］、

砂糖（北海道産）、有機米酢（国内産）、油揚げ（国内産大豆使用）、

食塩、醤油（大豆・小麦）、カツオエキス、酵母エキス  

150g2合用 2～3人前 490円 

 

品番3139 ホワイト 

品番3140 グレー 

品番3141 ベージュ 

品番3142 ピーチ 

品番3143 オリーブ 

本体付きには替えブラシが2ヶ付属されています。

替えブラシのみは4ヶ入っております。 替えブラシ4個入り  650円 

取り扱い：株式会社 イーエスイー 
（レギュラー）品番3149  

（コンパクト）品番3150  

翌々週 ヘッド交換ハブラシ サレドミュー ハニカム 
本体付き（コンパクト）  

1本 570円 

本体付き（レギュラー）  

1本 570円 
ヘッド部分が交換可能

なハブラシです。ヘッ

ド交換用のピックはハ

ンドル部分に収納でき

るようになっており、

色はそれぞれのサイズ

に5色ずつありますの

で、お好きな色をお選

びください。 

品番3144 ホワイト 

品番3145 グレー 

品番3146 ベージュ 

品番3147 ピーチ 

品番3148 オリーブ 

 

リサイクル台所用固形 

90g 150円 →135円 

2kg 775円 →700円 2kg 860円 →775円 

4ℓ 1680円 →1515円 4ℓ 2110円 →1900円 

OCR５００ 

OCR５０１ OCR５０２ 

OCR５０５ 

キッチンやお風呂場等の洗浄に最適

な台所用の固形石けんです。キッチ

ンスポンジと合わせれば、その洗浄

効果もさらに良くなります 

リサイクル 洗濯用粉末 

リサイクル 洗濯用液体 

独特の石けん臭さをレモ

ン香料を入れることで解

決した粉末の石けんです 

特に冬場に起こる粉石けん

の溶けにくさを液体にする

ことで解消した液状石けん 

リサイクル品が馴染めな

い方向きの液体石けん。

バージンオイル100％ 

洗濯用液体  バージンオイル 

OCR５０６ 

翌週 

翌週 

翌週 

洗濯用粉末 レモン香料 

翌週 

翌週 翌週 

昔ながらの洗濯用の粉石け

ん。石けん分が70％ある

洗浄力が抜群の粉石けん。 

～廃油から作られた環境にも優しいリサイクル石けんを～ 

洗濯用粉末漂白剤入り 洗濯用粉末アルカリ剤入り 

全自動洗濯機に合わせ

て、溶けやすくするため

に酸素系漂白剤を入れた

粉末の石けんです。 

石けん分を減らし重層を

配合して、溶けやすく石

けんの匂いも残らないア

ルカリ剤粉石けんです。 

翌週 翌週 
1kg 400円 →360円 1kg 400円 →360円 

OCR５０３ OCR５０４ 

釜焚き洗濯用固形石鹸 

昔ながらの釜焚きで長時間かけて作ったリサ

イクル固形石鹸です。リサイクル石鹸ですの

で、いろいろな用途に使えます 

OCR499 280ｇ 250円→225円 

品番9107 150ｇ 150円→135円 

特価 

八坂洗濯用液体石けん 
（計量カップ付容器入り）  

「1Lの計量カップ付

容器を出荷したら」、

との要望から作った洗

濯用液体石けんです。 

製造元：宇和島：八坂石けん 

1L 815円 

→735円 

品番９１０９ 

↑蓋が計量カップになってます 

翌週 

特価 

自然農法  古代の香り 
肥料を使用せず、農薬不使用

で栽培しています。棚田の最

上部ですので、水も空気も大

変きれいな所です。エネル

ギーいっぱいのお米です。お

米１合に対し、大さじ１杯程

を１晩水につけてから炊いて

下さい。もっちり美味しくな

ります。保存は冷暗所でお願

いしま品番８０２５ 

300g 860円 
取り扱い：まんがら農園 

翌々週 

2022年度産の新米 



成分：過炭酸ナトリウム

（酸素系） 

成分：純石けん分（10％

脂肪酸カリウム） 
成分：純石けん分（5% 脂肪酸カリウム）、アルカリ剤（炭

酸塩）  

洗浄助剤のアルカリ剤（炭酸塩）を

配合しているので、黄ばみや汚れに

密着して汚れを落とします。逆さに

しても使えるスプレーから泡が出

て、隅々の汚れもキレイにします。  

成分：純石けん分（25％

脂肪酸カリウム） 

植物油（パーム・パーム核）を主原料に、オレンジの

皮から絞ったオレンジオイルを使用した香りの良い液

状せっけんです。お風呂洗いはもちろん、窓やトイレ

などの住居用にも。ボトルは便利な泡スプレー式です 

風呂洗い石けん 

スプレー500ml 680円 

→615円 品番９１１１ 

詰替え450ml 450円 

→405円 OCR５１４ 

翌週 

酸素系漂白剤 
酸素の作用で黄ばみや石けんカスの付着を防止し、嫌

な匂いを和らげてくれます。肌着や衣服の黄ばみやし

みの漂白・除菌・消臭にお使い下さい。過炭酸ナトリ

ウム100％なので塩素ガス発生等の心配はありません 

ボトル430g 590円 

→530円 

詰替え500g 590円

→530円 

品番９１１０ 

OCR５１３ 

翌週 

ひまわり油を主原料に、天然ビタミンE・天然ハーブ

エキスを使用した髪にやさしい植物性石けんシャン

プー。ローズマリーやラベンダー、ユーカリやオレン

ジ等の精油を配合したシトラスフローラルの香りです 

ナチュロンシャンプー 

成分：水、カリ石けん素地、グリセリン、トコフェ

ロール、香料、クエン酸 

ポンプ500ml 1200円 

→1080円 

詰替え500ml 780円 

→705円 OCR５１８ 

翌週 

品番９０９８ 

ナチュロンリンス 
髪の毛を弱酸性にし、しっとりつややかな髪を保ちま

す。ホホバ油や天然ハーブエキスを配合した髪に優し

いリンスです。ローズマリーやラベンダー、ユーカリ

等の精油を配合したシトラスフローラルの香りです。 

成分：水、クエン酸、エタノール、グリセリン、

ホホバ油、キサンタンガム、香料、クエン酸Na 

ポンプ500ml 1200円 

→1080円 品番９０９９ 

詰替え500ml 780円 

→705円 OCR５１９ 

翌週 

ト イ レ 洗 い 石 け ん 

翌週 

スプレー400ml 580円 

→525円 

詰替え350ml 350円 

→315円 

品番９０８５ 

キッチンスポンジ 

骨格構造の目の荒いスポンジ

なので、水切れがよく衛生的

でヌルヌルしません。また研

磨剤等を使用していませんの

で、食器を傷付けません。泡

立ちや耐久性も抜群です。 

翌週 

成分：水、カリ石けん素地、グリセリン、ロー

ズマリーエキス、クエン酸 

マカデミアナッツ油使用の植物

性全身用石けん。泡状ポンプ式

ボトルに詰め替えると、赤ちゃ

んの入浴時に使い易く、きめ細

かい泡でお肌を包むように洗え

ます。 

ベビー全身シャンプー（詰替） 

翌週 

材質：軟質ポリウレタン 

1個 200円  

→180円 

OCR497 色つき 

OCR498 ﾅﾁｭﾗﾙ 

オリーヘアソープ 

成分：水、カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、クエン

酸、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー

ブ果実エキス、α-グルカン、ベタイン、トリ、グリセリル、香料、ト

コフェロール、塩化Na  、エタノール 

翌週 
オリーヘアコンディショナー 

成分：水、グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添ナタネ油、

アルコール、ペンチレングリコール、テトラデカン、キサンタンガム、

水添レシチン、スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オ

リーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸 

翌週 100％自然由来成分で肌に優しい

リキッドタイプのヘアケアソープ

です。泡立てやすい高粘度なリ

キッドタイプとなっており、地肌

のストレス皮脂をすっきり落とせ

ます。 

クリームタイプで弱酸性の専用

ヘアコンディショナーです。 

すっきり洗浄した後の地肌や髪

に潤いヴェールをまとわせま

す。 

品番9100 ポンプ 1650円→1485円 450ml 

OCR520 詰替え用 1250円→1125円 400ml 

品番9101 ポンプ 1650円→1485円 450ml 

OCR521 詰替え用 1250円→1125円 400ml 

ナチュロン  台所の石けん 
合成界面活性剤などの化学合成物質は一切不使用で、

植物油（ひまわり油・ヤシ油等）を原料にしてできた

無香料・無着色の台所の液体石けんです。粘度がある

タイプですのでスポンジに直接つけてご使用下さい。 

ポンプ500ml 520円 

→470円 品番９１０２ 

翌週 

詰替え450ml 400円 

→360円 OCR５２２ 

オリーボディーソープ 
翌週 

成分：水、カリ石ケン素地、プロパンジオール、グリセリン、オリーブ

果実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、

αーグルカン、クエン酸、香料、トコフェロール、エタノール 

オリーボディーコンディショナー 

翌週 

成分：水、グリセリン、プロパンジオール、ドコサン、水添菜種油アル

コール、ペンチレングリコール、水添ファルネセン、キサンタンガム、

水添レシチン、スクワラン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキス、オ

リーブ枝エキス、オリーブ果実エキス、香料、エタノール、クエン酸 

乾燥を抑え、潤いヴェールが健や

かなお肌に導く、クリームタイプ

の専用コンディショナーです。 

お風呂場で保湿ケアをすることで

過乾燥現象を防げます。 

100％自然由来成分で肌に優し

いクリームタイプのボディー

ソープです。 

石鹸由来の濃密な泡でお肌の汚

れやストレス皮脂をすっきり落

とせます。 

品番9115 ポンプ 1400円→1270円 450ml 

品番9116 詰替え用 1000円→900円 400ml 

品番9117 ポンプ 1400円→1270円 450ml 

品番9118 詰替え用 1000円→900円 400ml 

OCR５１５ 

品番9093 本体 1000円→900円 300ml 

OCR525 詰替え用 680円→615円 300ml 



成分：水、グリセリン、ベヘニルアルコール、ベタイン、スク

ワラン、カリ石ケン素地、ホホバ種子油、ステアリン酸、パル

ミチン酸、ベヘン酸、アルガニアスピノサ核油、ツバキ油、加

水分解シルク、グルコシルセラミド、アルゲエキス、加水分解

卵核膜、キサンタンガム、トコフェロール、ヒノキチオール、

エタノール、プロパンジオール、香料   

成分：水、グリセリン、ハイ

ブリッドヒマワリ油（ハイオ

レイックヒマワリ油）、ホホ

バ油、カリ石けん素地、トコ

フェロール（天然ビタミン

E）、ビワ葉エキス、ヒノキ

チオール、エタノール 

成分：水、グリセリン、エタノール、

リンゴ酸、ビワ葉・シラカバ・ヘチマ

エキス、ヒノキチオール、クエン酸Na 

パサついて広がりがちな髪をうる

おいヴェールで包みこみ、しっと

り、まとまる髪に整えます。毛髪

表面に被膜を形成し、毛先まで滑

らかな指通りに導きます。ローズ

（天然香料）のやさしく華やかな

香りです。  

クエン酸や植物エキスの働きにより、洗顔後の肌を

弱酸性に保ち、ひきしめる化粧水です。ヘチマエキ

スや天然水により、うるおいを保ちみずみずしい肌

にします。2回目からは詰め替え用をご使用下さい。 

合成界面活性剤や合成保存料や着色料等の化学合成物

質は一切使用せずに、ひまわり油とホホバ油を石けん

で乳化したシンプルで安全なクリームです。お肌を乾

燥から守り、滑らかで張りのある肌に導いてくれます 

成分：水、カリ石けん素地、グリセリ

ン、トコフェロール、ヒノキチオー

ル、エタノール、香料、クエン酸 

成分：水、カリ石けん素地、グリセ

リン、トコフェロール、ビワ葉エキ

ス、エタノール、香料、クエン酸 

ヒマワリ油を主原料とした、植物性石けんのハンド

ソープです。ヌルヌルせずにサッパリと洗えます。天

然ビタミンEやヒノキチオール配合で手を清潔に保っ

てくれます。ポンプ本体は経済的な泡式です。 

ヒマワリ油を主原料に、ビワ葉エキスやハーブエキス

を配合した植物性石けんの全身洗浄料・ボディーソー

プです。ローズマリーやゼラニウム等の精油を加えた

香りの良い石けんです。ポンプ本体は経済的な泡式。 

ハンドソープ 

ポンプ260ml 520円 

→470円 品番９１０３ 

詰替500ml 680円 

→615円 ＯＣＲ５２３ 

ボディーソープ 

品番９１０４ 

ＯＣＲ５２４ 

ポンプ500ml 1200円 

→1080円 

詰替500ml 780円  

705円 

クリームソープ  無香料 
植物油（パーム油、ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ホホバ油、ヒマワリ油の保湿を

プラス。クリーミーに泡立ちます。汚れは落

としてうるおいを残す“つる・しっとり”の

洗い上がりがうれしい、日常使いの石けん。 

ＯＣＲ４９３ 

1個 180円→165円 

翌週 

1個 220円→200円 

成分：石けん素地、ハイブ

リッドヒマワリ油、ホホバ

油、トコトリエノール、レモ

ングラス油、ローズマリー油 

クリームソープ（L） 

ＯＣＲ４９４ 

植物油を原料にした石けん素地に、ひまわり

油とホホバ油を配合しました。レモングラ

ス・ローズマリーのエッセンシャルオイル入

り。キメ細かくクリーミーな泡立ちの石けん 

翌週 

クリームソープ  ＳＲ 

成分：石ケン素地、

ハイブリッドヒマワ

リ油、ホホバ油、ト

コトリエノール  

ＯＣＲ４９５ 

植物油（パーム油、ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ホホバ油、ヒマワリ油の保湿を

プラス。4種のエッセンシャルオイル（パル

マローザ油など）を配合しています。 

成分：石ケン素地、ハイブ

リッドヒマワリ油、ホホバ

油、トコトリエノール 、パ

ルマローザ油、 ニオイテン

ジクアオイ油、グレープフ

ルーツ果皮油、クスノキ葉油  
翌週 

1個 220円→200円 

成分：石けん素地、ハイ

ブリッドヒマワリ油、ホ

ホバ油、トコトリエノー

ル、ハッカ油 

植物油（パーム油・ヤシ油）を原料にした石

けん素地に、ひまわり油とホホバ油を配合し

ました。ハッカのエッセンシャルオイル入り

です。キメ細かくクリーミーに泡立ちます。 

ＯＣＲ４９６ 

クリームソープ（M） 

翌週 

1個 220円→200円 

フェイシャルローション フェイスクリアソープ 
毎日の洗顔でも皮脂を取りすぎず肌の持つ自然な防

御力を守り、きめ細やかな泡立ちで、滑らかでしっ

とりとした洗い心地が得られます。ハチミツなどの

保湿成分と植物性石けんをじっくり熟成させました 

翌週 

翌週 1個95g 1000円 

→900円 

成分：石けん素地、グ

リセリン、ハチミツ、

白糖（スクロース）、

水、トコフェロール

（天然ビタミンE）、

OCR５３０ 

OCR５３１ 

詰替え100ml 1250円 

→1125円 

ボトル100ml 1600円 

→1440円 品番９１０５ 

エモリエントクリーム 

1個35g 1600円 

→1440円 OCR５３３ 
翌週 

180g 1300円 

→1170円 

ナチュロントリートメント 

翌週 品番９０８７ 

モイストローション  
ナチュロン 

成分：水、グリセリン、トレハロース、クインスシードエキス、ビワ

葉エキス、シラカバエキス、ヘチマエキス、カンゾウ根エキス、キサ

ンタンガム、ヒノキチオール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール 

洗顔後の肌を弱酸性に

し、潤いを補う化粧水

です。べとつきがな

く、しっとりとした感

触です。脂性でない方

におすすめです。 

翌週 

9090 ボトル 100ml 1700円→1530円 

9091 詰替 100ml 1350円→1215円 

さらっと塗れて、しっかり保湿出来る

UVクリームです。 

剛性の紫外線吸収剤、合成界面活性剤を

使わず、石鹸で乳化したシンプルなク

リームです 

ナチュロンUVクリーム 

OCR５３５ 

取り扱い：ヒット 

45g 1300円 

→1170円 

成分：水、プロパンジオール、スクワラン、酸化チタン、

グリセリン、カリ石ケン素地、シリカ、ステアリン酸、パ

ルミチン酸、ベヘン酸、ペヘニルアルコール、シア脂、

ローズ水、加水分解シルク、カミツレ花エキス、カワラヨ

モギエキス、コメヌカエキス、グリチルリチン酸2k、ヒノ

キチオール、エタノール 

翌週 



原材料：魚肉（宇和海産）、豆腐、ばれいしょ

でんぷん、食塩、米麹甘酒、食用なたね油 

小魚のすり身に豆腐を

混ぜて柔らかく仕上げ

てます。 

ダシがよく出るので、

汁物・鍋物はもちろ

ん、カレーやスパゲ

ティーにもどうぞ 

ニラ生姜じゃこ天 魚 団 子 

野菜じゃこ天 

品番８４０２ 

原材料：魚肉（宇和海産）、ばれいしょでんぷん、

にら、生姜、食塩、米麹甘酒、食用なたね油 

高知県産ニラと生姜が

ふんだんに入った、繊

維質たっぷり栄養満点

の無添加じゃこ天で

す。餃子が好きな人に

は特におすすめです！ 

シャキシャキ歯ごた

えに玉ねぎのほのか

な甘み香る、お野菜

満点無添加のじゃこ

天です。 

原材料：魚肉（宇和海産）、ばれいしょでんぷ

ん、玉ねぎ、人参、ごぼう、食塩、米麹甘酒、食

用なたね油 

翌々週 

じ ゃ こ 天 

品番８４０１ 翌々週 

冷凍 

品番８４０３ 翌々週 翌々週 

原材料：魚肉（宇和海産）、ばれいしょでんぷ

ん、食塩、米麴甘酒、食用なたね油 

50g×2枚 

395円 

50g×2枚 

395円 

150g 

395円 

小麦や卵白も一切使

用していないので、

アレルギーのお子様

でも安心してお召し

上がりになられま

す。 
50g×2枚 

395円 

品番８４０４ 

隔週企画！宇和島練り物工房みよし 

冷凍 冷凍 

冷凍 

～宮城：高橋徳治商店の水産加工品～ 

４桁品番注文書からOCR注文書に移動しました！おでんや鍋物等、冬の料理の一品に是非 

おとうふ揚げ 

原材料：魚肉（国産タラ）、豆腐（国内産大豆）、食

用米油、ばれいしょ澱粉（遺伝子組み換えでない）、

砂糖、発酵調味料、魚介エキス（かつおエキス）  

原材料：タラすり身、キャベツ、ホタテ、全卵、馬鈴

薯澱粉、煮出し汁、サケ、人参、酢漬け生姜、発酵調

味料、長ネギ、粗糖、魚介エキス、食塩、食用米油       

冷凍 

原材料：殻付エビ（インドネシア産）、ムキエビ

（マレーシア産）、ヤマイモ（国内産）、全卵、食

用米油、酒、長ネギ（国内産）、粗塩     

えびしんじょすり身 
天然海老を80％近く使用した、海老の風味が十分に

味わえるすり身です。お吸い物の具や餃子の具、春

巻きやシュウマイの具材等あらゆる料理にどうぞ 

お好みさつま揚げ 

冷凍 

原材料：タラすり身（北海道産）、小魚すり身（長

崎県産）、煮出し汁、粗糖、発酵調味料、ばれい

しょでん粉、酒、魚介エキス、粗塩、食用米油          

翌々週 

冷凍 
175g5個入り  

340円 

翌々週 

ＯＣＲ１０８ 

150g  

495円 

翌々週 

180g 

450円 

ＯＣＲ１０５ 

岩手県で生産された国内産大豆を使用してできた豆

腐と、北海道稚内産の助宗ダラのすり身をおよそ

半々に練り合わせて、ふんわり揚げた新食感の練り

物です。 
ＯＣＲ１０６ 

さつま揚げ 
北海道産の無リン助宗タラすりみを原料に、味わい

のある小魚を練り込んだ深みのある味付けと食感の

さつま揚げです。どんな料理にも良く合いますよ。 

冷凍 

翌々週 

200g  

420円 

ＯＣＲ１０７ 

北海道産の無リン助宗タラすりみをベースに、キャ

ベツと人参、そして北海道産のホタテをふんだんに

使用した揚げかまぼこ。魚介の旨味と野菜の食感を

存分に味わってください！ 

お刺身用以外の切り身シリーズは、す

べて加熱用となっておりますので、生

食でのご使用はお控えください。 
取り扱い：有限会社 エスペランス 

品番８１２４ 

鯛めし用 姿 
愛媛県産の天然小鯛を

丸ごと使用し、それを1

度3枚に捌き骨を取り、

頭・骨を姿のままに！ 

鯛の旨みが詰まった、

豪華な鯛めしがお家で

いただけます！ 内容：約180g～230g 

    （３合分） 

1本 570円 翌々週 冷凍 

天然マダイのかぶと煮用 
愛媛県産の1㎏～2㎏の

天然マダイの頭を半分に

割り、丁寧に処理してあ

ります。 

季節の天然マダイのかぶ

と煮がお楽しみいただけ

ます。 

1パック（約2人前）  

390円 品番８１２１ 

翌々週 
原材料：魚（エソ・ホタルジャコ・アジ・その他の

白身魚）、無リン冷凍イトヨリ（10％）、魚醤油、

伯方の塩、三温糖、清酒 

原材料：魚（トラハゼ・ホウボウ・その他の白身

魚）、無リン冷凍イトヨリ（30％）、魚醤油、伯方の

塩、三温糖、甘藷澱粉、ごぼう、人参 

～八幡浜：矢野傳の練り物  今週の特価企画！～ 

冷蔵 

合成保存料は使用せず、冷凍すり身（無リン）と調味料は必要最低限にとどめ、地元：八幡浜

港に水揚げされた新鮮な魚をふんだんに使用してできた練り物です。  

OCR０９６ OCR１０２ 

冷蔵 

じ  ゃ  こ 天 野  菜  天 ぷ  ら 

50g×2枚 245円 

 →220円 

50g×3枚 265円 

 →240円 

特価 特価 
翌週 翌週 



食事パンやおやつパンにもどうぞ！ 松山：くるみの森のパン 

原材料：愛媛県産小麦

粉、南部小麦全粒粉、

天塩、ホシノ天然酵母 

ベーグル 

ＯＣＲ０６１ 

生地を茹でることでツルッとした表面と歯応

えを実現した、とてもヘルシーな「くるみの

森のベーグル」です。お好みの具材等を添え

て、ベーグルサンドとしても是非お使いあれ 

特価 

３個入り 

 340円→310円 

原材料：玄米、粗塩、小麦粉、玄米粉、玄米油、素焚糖、生

イースト、米胚芽       製造：有限会社 かんこめ 

6枚切り 350円 

卵、牛乳、バター、マーガ

リン不使用で、玄米ごはん

と自家製粉が5割はいった

玄米パンです。少ししっか

り目にやいて、オリーブオ

イルで召し上がっていただ

くと、穀物の香ばしさと、

ほのかな甘味を感じてもら

えると思います。玄米ごは

ん、玄米粉がたっぷり入っているので、腹持ちがよ

く、食後血糖値を気にされる方にもオススメです。 

胚芽玄米パン 

翌々週 

品番８４１７ 

生イースト使用 

原材料：愛媛県産小麦粉、赤穂の塩、砂糖、ＥＸバー

ジンオリーブオイル、ホシノ天然酵母 

ＯＣＲ０６２ 翌週 

 食べきりサイズ（直径約10㎝）の小ぶりな

ピザの台です。オリーブオイルを使うことによ

り、風味の良い仕上がりになりました。 

2枚 （直径約10㎝） 

260円 

ピザの台 

原材料：県内産小麦、全粒粉、無塩バター、天日

塩、砂糖、牛乳、酵母、水 

翌週 

ヘルシーな全粒粉で

作った、やわらかくて

しっとりした小麦の香

る食パンです。 

サンドでもトーストで

もお好みの食べ方でど

うぞ 

1斤 

380円 

全粒粉食パン 

ＯＣＲ０６６ 

原材料となるもち米は、特別栽培米（除草剤を一回散布したもの）を使用 

和田丸有機グループの も  ち     

和田丸有機グループの生産者が栽培から製造まで

手掛けたこだわりの一品です。そのまま焼いて食

べたり、お鍋やお吸い物の具材、きな粉やあんこ

をまぶしたり等色々にどうぞ。 

冷凍 

翌週 

品番 品名 規格 価格 

9953 玄米もち 750g 995円 

9954 よもぎもち 750g 995円 

9955 白もち 750g 995円 

生産者：和田丸有機グループ 

製造：東明の無添加漬物各種！  翌々週 

青首大根を皮付きのまま昆布でしっかりと

漬け込み、歯切れの良さを活かしました。 

150g 

295円 

原材料：青首大根、昆布、唐辛

子、醸造酢、醤油、食塩（沖縄

県産）、味醂、粗製糖 

賞味期限：15日 開封後5日 

冷蔵 

ＯＣＲ０７５ 

こぶ大根 かつお大根 

原材料：青首大根、鰹ぶし、唐辛

子、醸造酢、醤油、食塩（沖縄県

産）、味醂、粗製糖 

賞味期限：15日 開封後5日 

青首大根を皮付きのまま、かつお節とと

もに乱切りにしました。 

150g 

270円 

冷蔵 

ＯＣＲ０７６ 

原材料：白菜、食塩、味醂 

250g 270円 

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

ＯＣＲ０７７ 

白菜漬 

 取り扱い：ムソー 

原材料：白菜、食塩、みりん、昆布  

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

ＯＣＲ０７８ 

新鮮で柔らかく甘みの多い国産黄芯の

白菜をあっさりとした味付けで漬け込

み、北海道産のこぶを利かせました。 

250g 

270円 

昆布白菜漬 

原材料：白菜、ゆず、食塩、味醂 

ゆず白菜漬 

新鮮な白菜と京都産のゆずを使い食

べやすく浅漬けにしました。 

250g 

270円 

賞味期限：11日 開封後3日 

冷蔵 

ＯＣＲ０７９ 

賞味期限：11日 開封後3日 

紅かぶら漬 

近江地方特産のゆるぎかぶらを独自の

方法で昆布と一緒に千枚漬け風に漬

け込みました。 

150g 

295円 

原材料：ゆるぎかぶら、醸造酢、食

塩、味醂、粗製糖、北海道産昆布 

冷蔵 

品番８０１９ 

株のままの袋入りです。水でサッと洗う

か、食べやすい大きさに切って、お好み

のものをかけてお召し上がりください。 

～松山：Ökol＝エコル 松尾和子さんの無添加お菓子！～ 

素材は全てゆうき生協からの持ち込みです！安心なお菓子をおやつやお茶請けに！ 

原材料：オーガニックレーズン ゆうき生協の卵 耶馬

渓産小麦粉 双目糖 オーガニック胡桃 よつばバター 

オーガニック干しいちじく 中島産伊予柑 オーガニッ

クアーモンドプードル ラム酒  

フルーツケーキ   
オーガニックラムレーズ

ンとオーガニックくるみ

をたっぷり使いました。

その他にも自家製伊予柑

ピール・ラム酒漬けの乾

燥イチジクも使用した、

とても贅沢なフルーツ

ケーキです。 

翌々週 

8233 大 1680円 

8234 小 860円 

オーガニックココアたっぷりの甘みをおさえ

たクッキー。 

8235 50g 260円 

8236 100g 490円 

翌々週 

チョコクッキー    

原材料：よつばバター 

愛媛県産小麦粉 オー

ガニックココア 山路

牛乳 オーガニック

アーモ ンドプードル    



 

松山：ハンドクラップ   無添加（乳液除く）化粧品各種！ 

フ ォ ー ミン グ 

ク レ ン ザ ー 
（石けん洗顔料） 

品番３００１ 

石鹸素地、コーンスター

チ、タルク、ｄ１－ピロリ

ドンカルボン酸、アラント

イン、アルギン酸ナトリウ

ム、グリチルリチン酸ジカ

リウム 

合成界面活性剤

や防腐剤を含ま

ない無添加洗顔

料です。 

モ イ ス チ ャ ー ラ イ ジ ン グ 

ローション（化粧水） 

天然水、濃グリセ

リン、１．３ブチ

レングリコール、

乳酸ナトリウム、

尿素、ｄ１－ピロ

リドンカルボン酸

ナトリウム液、ク

エン酸ナトリウ

ム、クエン酸 

合成界面活性剤、防腐剤、油脂

を使用しない天然保湿成分が主

成分の弱酸性化粧水です。 

モ イ ス チ ャ ー ラ イ ジ ン グ 

エ ッ セ ン ス （ 美 容 液 ） 

30ml入り   4385円 

天然水、１．３ブチレングリコー

ル、濃グリセリン、コメヌカス

フィンゴ糖脂質、フェノキシエタ

ノール（防腐剤）、水素添加卵黄

レシチン、卵黄リゾレシチン 

セラミドを配合し、健康でみず

みずしいお肌を保ちます。 

ピュアスキンオイントメント 

ピュアスキンオイントメントは、健康で美し

い皮膚を保つことに特化した、最強スキンレ

スキュークリームです。 

原料：ワセリン、テトラエチルヘキサン酸ペ

ンタエリスリチル、フィトスフィンゴシン  80g入り   2625円 

2ml×60包入り 

   3285円 

品番３００２ 

品番３００３ 

 

 

原材料；■テトライソステアリン酸ペンタエリスリチル：油性エステル基剤 ■ネオ

ペンタン酸イソステアリル：油性エステル基剤 ■シリカ：無機体質顔料 ■ステアロ

イルステアリン酸オクチルドデシル：油性エステル基剤 ■マイクロクリスタリンワッ

クス：炭化水素 ■キャンデリラロウ炭化水素：キャンデリラロウに含まれる炭化水素 

■＋/－ ■タルク：無機体質顔料 ■酸化チタン：無機顔料、紫外線散乱剤 ■酸化

鉄：無機顔料 ■メチコン：顔料の表面処理剤、シリコン   

安全・安心を追求した、松山：ハンドクラップのUV

カットのファンデーション各種です。 

●紫外線吸収剤を使用しないノンケミカルタイプ。  

●SPF20、PA＋＋相当（SPFアナライザー試験）の

UVカット効果で安心。 

●クレンジングいらず。洗顔料だけで簡単に落とせ

るから、過剰洗顔でお肌を傷める心配なし。夏だけ

でなく、お肌に負担のかかる冬場でも毎日使えるお

肌に優しい安心ＵＶカットファンデーションです。 

●肌上でシミ、シワ、かぶれ、ニキビなどの原因に

なる過酸化脂質（油脂類の酸化変性物質）を発生さ

せない安心処方。 紫外線なんて怖くない！ 

●お肌に有害な合成界面活性剤、香料、タール色

素、防腐剤、旧指定成分等、一切使用していない安

心処。 ＜注意！＞この製品は５０℃以上

になると溶け出してしまいます。

ご家庭でも５０℃以上になる環境

（車の中や直射日光の当る場所な

ど）には置かないで下さい。尚、

一度溶けても冷やせばまた、固ま

ります。 

ハンドクラップ・サンカットクリーミーファンデーション 

各11g 2900円 

品番３００９ 

サンカットクリーミーファンデーション 

オークルディープ（ＯＤ） 

サンカットクリーミーファンデーション 

オークルライト（ＯＬ） 

品番３００７ 

品番３００８ 

品番３００６ 

サンカットクリーミーファンデーション 

ベージュレッド（ＢＲ） 

サンカットクリーミーファンデーション 

ベージュイエロー（ＢＹ） 

専用のコンパクトケース

とパフは、次のページに

掲載されています。 

石けんを広める愛媛県連絡会に加盟してい

る団体の一つ、ハンドクラップさんの化粧

品各種です。合成界面活性剤、防腐剤、酸

化しやすい油脂類、旧指定成分を基本的に

使用しない無添加化粧品を取り扱いしてい

ます。 

すべて翌々週配送です 

すべて翌々週配送です 

30g 3285円 

キャップとポンプが変更になり

ました。ポンプの吹き出し口が

広くなりましたので、量を調節

して使用して下さい。 品番３００４ 



※天然植物100％のもので、合成着色料を含まない染毛料ですが、まれにアレルギー反応を

起こす方がいらっしゃいます。使用の際には添付資料を参照して下さい。 

 

 

品 番 ヘナ用備品 価 格 

3022 刷毛 540円 

3023 手袋 540円 

3024 ｼｬﾜｰｷｬｯﾌﾟ 490円 

オ レ ン ジ ブラウン 

ヘナ100％ 品番３０１９ 

品番３０２１ 

染め時間；約2時間 

仕上がりの色合いはオレンジ 

白髪の割合15％以下の方向き 

染め時間；約4時間 

仕上がりの色合いはブラウン 

白髪の多い方向き 

ラ イ ト ブ ラ ウ ン 

染め時間；1時間30分まで 

オレンジとナチュラルの中間

の染め上がりです。 

品番３０２０ 

ヘナ＋ハーブ 

市販の髪染めにはさまざまな

化学物質が使われているよう

です。このヘナは１００％天

然ですよ！ 

ナチュラルブラウン 

ヘナ＋ハーブ 

100g入り  

1410円 月 一 企 画 ！ すべて翌々週配送です 

天然植物１００％の白髪染め＆トリートメントです。タール系色素、

合成界面活性剤等の化学成分は一切使用していません。 

天 然 植 物 染 料 へ ナ の 早 染 め タ イ プ ！  月 一 企 画 ！ 

スーパーブラウン 
選び抜いた9種類のハーブだけで作った、短時間で自然な茶色に染まるへ

ナです。（標準時間４５分）、少量で染まる等、今までヘナを不便だと感

じられていた組合員さんには特にお薦めです！ 

標準的な黒髪より、やや明るめの自然な茶色に白初が染まります。白髪が

3割以上の方にオススメです。 

植物１００％ですが、まれにアレルギー反応の起きる場合があります。ご

使用の前にはパッチテストをお勧めします。 

品番３０１８ 100g  2140円 

取り扱い:ムソー 

翌々週 

天然植物染料 ヘナ 
100g入り  

1410円 

100g入り  

1410円 

 

 

専用コンパクトケース 専用パフ 

無地のシンプ

ルなケースに

な り ま す。

（丸型です） 

１個 440円 1枚  140円 
すべて翌々週配送です 

品番３０１５ 
品番３０１６ 

ハンドクラップ・プレストパウダー 

プレストパウダー 

オークルディープ（ＯＤ） 

プレストパウダー 

オークルライト（ＯＬ） 

各11g 2900円 

品番３０１４ 

品番３０１２ 

品番３０１３ 

品番３０１１ 

プレストパウダー 

ベージュレッド（ＢＲ） 

プレストパウダー 

ベージュイエロー（ＢＹ） 

原材料；■マイカ：無機体質顔料 

■ジメチコン：顔料の表面処理剤、シリコン 

■ジカプリン酸ネオペンチルグリコール：油性エステル基剤 

■水酸化Aｌ：顔料の表面処理剤、皮膜保護剤 

■窒化ホウ素：無機体質顔料 

■メタクリル酸エステル共重合物：使用感をよくするための有機体質粉体 

■ステアリン酸：顔料の表面処理剤、脂肪酸 

■ジミリスチン酸Al：顔料の表面処理剤、金属石けん 

■トコフェロール：酸化防止剤、皮膚コンディショニング剤、ビタミンE 

■ペンチレングリコール：保湿剤 

■タルク：無機体質顔料 ■酸化チタン：無機顔料、紫外線散乱剤 

■酸化鉄：無機顔料 ■シリカ：無機顔料  

*この製品は温度変化には強いです 

●光の効果で毛穴、肌の凸凹をふんわりぼかし目立たなくします。 

●皮脂に強く、テカリのない仕上がりに。 

●ベールをかけたようなやわらかい透明感。 

●洗顔料のみの簡単な洗顔で落とせます。 

●オールシーズン使えるパウダーファンデーションです。 

●合成界面活性剤、香料、タール色素、防腐剤等は一切使用しており

ません。 

（箱の裏面にカラーの表示がしてあります） 

ファンデーション1

種類につき、１つの

パフをお使いくださ

い。 

取り扱い:ハンドクラップ 

取り扱い:ムソー 



約3kg箱入り 

1950円 

温 州 み か ん    

県内の生産者のおいしいみかんを今年もどうぞ！ 

今年も美味しいみかんをお届けしますので、ぜひ

ご注文下さい。 

「ゆうきのみかん」をよろしくお願い致します。 

翌週 

9943 温州みかん（愛媛県産） 2kg 700円 

9944 温州みかん（大西産） 2kg 750円 

9945 温州みかん：箱（愛媛県産） 10㎏ 3450円 

9946 温州みかん：箱（大西産） 5㎏ 1850円 
農薬の散布を出来る限り抑え、一般市販品に比べ半分以下にし、肥料も有機質肥料だけを施して栽培

されています。 ※生育状況により遅配や欠品になる場合があります。その点予めご了承下さい。  

シナノスイート 

翌々週 

生産者：長野：小坂さん 

翌々週 

シナノゴールド 
ゴールデンデリシャスと

千秋を掛け合わせた品

種。甘く適度な酸味もあ

り濃厚な味わい。果汁も

多くサクッとした食感の

黄色いりんごです。 

あかぎにふじを交配し選抜、育成されたもの

です。味は甘味が強く、酸味は少なめ。果肉

は歯ごたえがあり、香りがよくて果汁が豊富

です。  

名 月 

3kg箱入り 

1950円 

品番８９０７ 

翌々週 

長野：小坂隆さん 

ばんじろう村の 富有柿 

生産者：和歌山：ばんじろう村 

富有（ふゆう）柿は甘味が強く、多汁で果肉が

柔らかい、柿の王様と呼ばれるほど美味しい品

種です。「柿赤くなれば医者青くなる」という

諺どおり、柿は秋の味覚の中でも特に美味し

く、カロチン等のビタミンやミネラルが豊富な

健康果実。秋の味覚をどうぞ 

翌々週 

甘味が強く、多汁で柔らかな果肉！秋の味覚をお楽しみ下さい 

農薬や化学肥料等は一切不

使用で栽培されています。 

品番８９１２ 

800g前後袋入り 

 590円 品番８９０４ 

青森：斎藤農園 

王 林 

900g袋入り 

740円 

品番８９０８ 

ゴールデンデリシャスと印度を掛け合わせた品

種です。細かい肉質で豊富な果汁、言わずと知

れた強い甘さと香りがある青りんごです。酸味

が少ないので小さいお子様にも大変好かれま

す。 

翌々週 

国光とデリシャスを

掛け合わせた品種。

富士はしっかりした

歯応えで豊富な果汁が

あり、強い甘味とバラ

ンスの良い酸味でスッ

キリとした味わいがあ

る、最も人気が高く大

衆的な品種です 翌々週 

サンふじ 

青 林 

翌々週 

品番８９０９ 

3kg箱入り 

1950円 

長野：小坂隆さん  

自然交雑実生のためはっきりは分かりません

がレッドゴールドと王林を掛け合わせた品種

といわれています。果皮は黄緑色で、蜜がや

や入ります。特有の芳香と濃厚な甘みがあ

り、しゃきしゃきと歯ごたえ感があります。 

ふじと津軽を掛け

合 わ せ た 品 種 で

す。親 が 人 気 品 種

だ け あ っ て、風 味

が 良 く 甘 さ も 抜

群。ま た ほ の か な

酸味もある歯切れ

の良いりんごです 

8905 長野 小坂さん 約3kg箱 1950円 

8906 青森 斎藤農園 約900g袋 740円 

8901 長野 水野さん 約5kg箱 3650円 

8902 長野 小坂さん 約3kg箱 1950円 

8903 青森 斎藤農園 約900g袋 770円 

本カリン    

生産者：長野：小坂隆さん 

翌々週 

特有の芳香がある花梨「かりん」の果実は、

非常に固く酸味も強いので生食には適しませ

んが、砂糖やハチミツ漬け、ジャムや花梨酒

等の加工用に最適。またかりんの成分は、の

ど飴によく配合されているように、咳や痰等

の喉の不調を和らげる効果が期待できます。 

品番８９１０ 

1kg袋入り 

590円 

最終

注文 

デザートやサラダ等に 

キュウイフルーツ（香緑）    

翌週 
1kg 635円 

食後のデザートやサラダ等に是非お使い下さ

い。まだ果実が固いものが届きましたら、ご家

庭で柔らかくなるまでよく追熟させて下さい。 

品番９９４２ 

西条：まんがら農園 



 ～ゆうき生協の単品野菜！農産物情報～ 
じゃがいも 

翌週 

9903 ２㎏ 650円 

9930 1kg 355円 

筍芋 

東温：和田丸有機グループ 

品番９９１０ 

地元しょうが 

200g 

310円 

今 治 有 機 農 業 研 究 会 

南 予 生 産 者 グ ル ー プ 

品番９９３１ 

翌週 

たまねぎ 

当生協では、なるべく地元産の有機（又は農薬・化学肥料不使用）栽培のものを原則として供給して

います。尚、ここに掲載している以外の単品野菜につきましては4桁品番注文書をご参照下さい。 

9902 ２㎏ 580円 

9929 １kg 315円 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

500g  

195円 

にんじん 

品番９９０５ 

翌週 

ヤーコン 

1kg 

465円 

東温：和田丸有機グループ 

翌週 

ピーマン 

東温：和田丸有機グループ 

300g 

165円 

品番９９２０ 

翌週 

翌週 

翌週 

品番９９０９ 

かぼちゃ 

東温：和田丸有機グループ 

1kg当り 

235円 
品番９９０４ 

翌週 

北海道：まほろば 

品番９９１６ 

ゴボー 

400g 

310円 

今治：今治有機農業研究会 

1kg  

 465円 品番９９０８ 

里 芋 

煮物にお勧めですが、あくの強い芋な

ので、まずは皮をむき、適当な大きさ

にカットしてから鍋に少量の塩と水、

そして筍芋を入れて火をかけ、茹で上

がったらザルにあげて水気をしっかり

切ってください。 
1kg 

465円 

1kg  

310円 

さつまいもB級 

今治：今治有機農業研究会 

品番９９０７ 

今治：今治有機農業研究会 

翌週 

品番９９１８ 

今治：今治有機農業研究会 

200g 

250円 

ネ ギ 

品番９９１４ 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 

菊 芋 

品番９９１３ 

500g 

 385円 

東温：和田丸有機グループ 

炒め物や漬け物、酢物に！ 

特有のシャキシャキ食感 

はやとうり 

東温：和田丸有機グループ 

南 予 生 産 者 グ ル ー プ 

2個 

155円 品番９９１５ 

翌週 

翌週 

翌週 

水 菜 

200g 

140円 

今治：今治有機農業研究会 

東温：和田丸有機グループ 

翌週 

今治：今治有機農業研究会 

小松菜 

200g 

140円 

翌週 

ズイキ 

東温：和田丸有機グループ 

200g 

110円 

翌週 

品番９９２２ 

翌週 

品番９９１７ 

翌週 

300g 

370円 

京ネギ 

東温：和田丸有機グループ 
品番９９０６ 



 

 

ハイパープランツオーガニックエッセンシャルオイル        
原料産地や栽培方法、成分や香り等を重視し厳選したオーガニックエッ

センシャルオイル。ハイパープランツのオーガニックエッセンシャルオ

イルは、オーガニック認証取得済みのオイルを使用しています。（オイ

ルごとに学名・抽出部位・抽出方法を表示している他、ロットごとの成

分表及び原料原産国も添付しています。精油の抽出方法は水蒸気蒸留

法、又は圧搾法です。）      取り扱い：東京生活アートクラブ 

ゼ ラ ニ ウ ム（ブ ル ボ ン） 
薔薇に似たフローラルな香りが、心身を

深くリラックスさせてくれます。気持ちが落ち込んだ時や不安

が消えない時の芳香浴やマッサージにも。 

品番３０８６ 

５ｍｌ 2,195円    

イ ラ ン イ ラ ン 
ジャスミン調の甘美で、人を陶酔させる

エキゾチックな花の香りです。マッサージや寝室での芳香浴

にもどうぞ。 

品番３０８８ 

５ｍｌ 1,815円    

グ レ ー プ フ ル ー ツ 
南国の楽園を想わせる柑橘系の甘酸っ

ぱく瑞々しい香りが、ストレスや緊張感から心を解放しリフ

レッシュさせてくれます。 

品番３０９０ 

５ｍｌ 1,720円    

レ モ ン グ ラ ス 
レモン調の深く甘い草の香りが、頭を

すっきりさせます。筋肉疲労や足の疲れには、入浴や足浴、

マッサージでの使用もおすすめです。 

品番３０９２ 

５ｍｌ 1,145円    

ジ ュ ニ パ ー（ベ リ ー） 
深く静かな森を思わせるウッディーで樹

木系のさやわかな香りは、心を静め深い集中力を与えてくれ

ます。 

 

品番３０９４ 

５ｍｌ 1,910円    

ユ ー カ リ（ラ ジ ア タ） 
ユーカリラジアタは、何百種類もある中で

最も刺激性が弱いものです。清涼感のある香りが頭をすっき

りさせてくれます。集中力を与えてくれます。 

品番３０９６ 

５ｍｌ 1,530円    

ラ ベ ン ダ ー（真 正） 
優しく甘い香りのラベンダー。フローラル

系の爽やかな甘い香りは、気持ちを穏やかにしずめてくれま

す。 

品番３０８７ 

５ｍｌ 1,720円    

オ レ ン ジ（ス イ ー ト） 
柑橘系の中でもダントツの人気を誇る精

油です。誰でも馴染みやすい爽やかで甘いフルーティーな香

りは、気分を明るく高揚させ、リフレッシュさせます。 

品番３０８９ 

５ｍｌ 1,145円    

レ モ ン 
柑橘系の香りの代表格。フレッシュなレ

モンの香りは、勉強部屋や仕事場に香らせると空気を浄化

し、集中力を高めます。 

品番３０９１ 

５ｍｌ 1,145円    

サ イ プ レ ス 
ウッディでクリアな香りは、森林浴の気分

を思わせます。緊張感を和らげてくれます。女性だけでなく男

性にも人気があります。 

品番３０９３ 

５ｍｌ 1,530円    

テ ィ ー ト リ ー 
爽やかな樹木系の香りです。シャープで

スパイシーなその香りは、沈んだ気分から立ち直らせてくれ

ます。 

品番３０９５ 

５ｍｌ 1,910円    

フ ラ ン キ ン セ ン ス 
ややレモンに似た樹脂のさばさばした香

り。樹木や木材の香りに、淡い甘味と、かすかにレモンに近

い染み透るような芳香を含んでいます。 

品番３０９７ 

５ｍｌ 2,675円    

ク ラ リ セ ー ジ 
深く癒してくれる暖かみのあるフローラル

調のほんのりスパイシーな花の香り。女性の憂鬱な時の味

方になってくれます。 

品番３０９８ 

５ｍｌ 2,675円    

ペ パ ー ミ ン ト 
誰でも知っているメントールの爽やかで

スッキリとした香りです。室内の香りが気になる時にもおすす

めです。 

品番３０９９ 

５ｍｌ 1,815円    

マ ー ジ ョ ラ ム  
シャープで深みのある香りが

心を穏やかに静めて、深くリラックスさせます。健康

増進に幅広く役立つ精油です。 
5ml 1,910円    

ローズマリー（カンファー）  
く っきりとした刺激のある

シャープな香りのハーブです。集中力を高めたい時

の芳香浴におすすめです。 

品番３１００ 品番３１０１ 

5ml 1,530円    

ハイパープランツ フローラルウォーター ローズ       

フローラルウォーターは別名芳香蒸留水ともいわれ、水蒸気蒸留法で

植物からエッセンシャルオイル（精油）を抽出する際に精油とともに

得られる水のことで、微量の精油成分を含みます。ルームスプレーや

リネンウォーター等の室内芳香等にも使えます。またアロマクラフト

の基材としてもご利用いただけます。（フランスのオーガニック認証

（カリテフランス）を取得した高品質のフローラルウォーターに、品

質保持のために0.5％のフェノキシエタノール（防腐剤）を添加して

います。）           取り扱い：東京生活アートクラブ 

品番３１０２ 150ml 1,740円    

ハイパープランツ ホホバオイル 

アロマセラピーの基材として用いる植物油の事を「キャリアオイル」と呼びます。主に植物の種子や

果実を搾ることで得られる植物油で、そのままマッサージに使ったり、エッセンシャルオイルを希釈

する等用途は様々です。ハイパープランツのキャリアオイルは、厳選した原料から搾った100％天

然の植物油。（オーガニック認証取得済オイルを使用。低温圧搾法にて抽出。）  

伸びが良く、浸透性に優れたオイルです。肌の油分を整えるので、乾燥肌

やダメージを受けたお肌の方にもおすすめ。このオイルは、液体ワックス

になりますので低温で固化しますが、使用時に温めて元に戻しても品質が

劣化することはなく、保持時間も比較的長い特徴があります。                  

品番３１０３ 

原材料：月桃葉蒸留液、久米島海洋深層水、エタノール、グリセリン、シトロ

ネラ精油、レモンユーカリ精油、レモングラス精油、ティートゥリー精油、ラ

ベンダー精油、ペパーミント精油、月桃精油              

お肌のナチュラルガード  

お子さまや肌の弱い方、ペットにも安心のナチュラル成分のアロマスプレー

です。美肌効果のある月桃葉蒸留液と、久米島でくみ上げられた海洋深層水

を逆浸透膜で濾過した水をベースに蚊が嫌う精油、数種類をブレンドしてつ

くられたスプレーです。直接身体にスプレーして使います。 

100ml 1375円 品番３１０４ 

※ここで掲載しているハイパープランツのオーガニックエッセンシャルオイル、フローラルウォーター、

キャリアオイルは、全て翌々週配送になります。品物によっては欠品や遅配になる場合もあります

ので、その点は予めご了承下さい。 

華やかな、ダマスクローズの豊かな香り

が魅力のフローラルウォーターです。  

取り扱い：東京生活アートクラブ 50ml 2295円 

http://www.t-tree.net/essentialoil/lemon.htm


～健康な体ときれいな水を守る～ 

シャボン玉酸素系漂白剤 

品番３１１９ 

洗濯用石鹸と併用すると漂白、除

菌、消臭効果が高まります。洗濯

物が汗臭い真夏や、部屋干しの多

い梅雨時期には漂白剤を併用した

お洗濯がおススメです。  

500g 550円 750g 570円 

品番３１１８ 

洗濯槽の裏側に隠れたカビ・汚

れを洗浄します。除菌効果があ

り、洗濯槽を清潔に保ちます。

イヤな臭いもスッキリ消臭！ 

成分：過炭酸ナトリウム（酸素系）   

成分：過炭酸ナトリウム（酸素系）、界

面活性剤（純石けん分「脂肪酸ナトリウ

ム」）、アルカリ剤（重曹）    

シャボン玉洗たく槽クリーナー 

バ ブ ル ガ ー ド 

3112 ボトル 710円 300ml 

3113 詰替 495円 250ml 

肌へのやさしさと洗浄力の

高 さ に こ だ わ り ま し た。

スッキリ汚れを落として、

洗い上がりはしっとり。   

成分：水、カリ石ケン素地  

シャボン玉浴用 

翌々週 

成分：石ケン素地  

敏感肌や子どもから大人まで、家族みんなが使える肌

にやさしい無添加の化粧石けんです。天然の保湿成分

を含み、さっぱり洗えるのに、しっとりした洗い上が

りです。きめ細かく、弾力性のある泡立ちです。  

140g 440円 品番３１１１ 

シャボン玉せっけんハミガキ 
無添加石けんベースでお口にやさし

く、使用後は味覚を損ないません。マ

イルドなミント味なので、強いミント

味が苦手な方にもおすすめです。 

成分：炭酸Ca[清掃剤]、水、ソルビトール[湿潤剤]、シリカ[清掃

剤]、石ケン素地[発泡剤]、ベントナイト、セルロースガム[粘結

剤]、香料（ペパーミント）  

3114 ボトル 1120円 520ml 

3115 詰替 800円 420ml 

成分：水、カリ石ケン素地   

無添加せっけんシャンプー 

使いやすい泡タイプで、髪で泡

立てる必要がないため、髪への

負担が軽減。1プッシュでたっ

ぷりと泡が出るため、大人から

子どもまでより使いやすくなり

ました。地肌にも髪にもやさし

い、無添加せっけんシャンプー

泡タイプをお試しください。   

無 添 加 せ っ け ん リ ン ス 

3116 ボトル 1120円 520ml 

3117 詰替 800円 420ml 

成分：水、グリセリン、クエン酸、エタノール、クエン酸Na、キサ

ンタンガム   

せっけんシャンプーを使い始めた

方は、きしみやゴワつきが気にな

るかもしれません。弱酸性の専用

リンスは、せっけんシャンプーで

アルカリ性に傾いた髪を中和し、

きしみゴワつきを防ぎ指通りを良

くし、髪への負担をおさえます。 

ゆうき生協で取り扱う石けん製品に

も、いろいろなメーカーさんのものが

あります。使い勝手もさまざま、好み

と相性もありますので、いろんなメー

カーさんのものを試してみて、自分に

ぴったり合う石けん製品を探してみて

ください♪ 

3109 100g 160円 

3110 100g×3個 475円 

イタリアで生まれた、白カビチー

ズです。少し甘みがあり、口当た

りの優しいこのチーズは、軽く焼

いてジャムを添えると簡単でおい

しい一品になります。ワインとの

相性も抜群です。  製造：チーズ工房醍醐  

トミーノチーズ UCHIKO 180 

125g 720円 

冷蔵 
冷蔵 

品番３２０５ 
品番３２０６ 

モッツァレラ 

翌々週 

80g 720円 

チーズ工房醍醐のコクのあるおいしい内子産チーズ！ 

6ヶ月間熟成させ、乳のたんぱく質を

アミノ酸に分解し、うまみ成分を

ぎゅっと閉じこめた固いチーズです。 

そのままでも、 削ってパスタにかけた

り、ピッツァやチーズフォンデュなど

様々な料理でご使用いただけます。一

口サイズのブロックです。 

冷蔵 

品番３２０７ 

100g 580円 

パスタやピッツァなどの料理によ

く使われるチーズです。熱を加え

るともっちり感を残した独特のと

ろけかたをします 。 生ならトマ

トとの相性は抜群のチーズです。  

無添加ボディーソープ 各種 

香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない無添加

せっけんです。きめ細かい泡が作れ、サッパリしながら潤う洗いあがり

になります。 

3120 本体 570ml 1120円 

3121 詰め替え 470ml 770円 翌々週 

台所用せっけん 各種 
香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない無添加

せっけんです。食器へのニオイ移りも気にせずお使いいただけます。 

出てくる泡には天然の保湿成分が含まれており、手肌が敏感な方にもお

すすめです。 

3122 本体 300ml 550円 

3123 詰め替え 275ml 285円 翌々週 

ふきふきせっけんバブルガード 各種 
香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない無添加

せっけんです。洗浄ならスプレーしてすぐにペーパー類や乾いた付近で

拭き取るだけでOK！除菌を目的とする場合は、スプレー後、5分程お

いてから拭き取るようにしてください。 

3124 本体 300ml 945円 

3125 詰め替え 250ml 615円 翌々週 



イタリアの有機農業専門の生産農家と組合に認定された生産農家が有機栽培した小麦をセモリナ挽き

した小麦粉のみ使用しています。風味、栄養成分を壊さないよう、じっくりと時間をかけて低温乾燥

しました。小麦本来の味と香り、強いこしをおたのしみいただけます。 

パスタソースは、シェフの監修の下に組まれた配合で手をかけなくても温めるだけでおいしいパスタ

ソースに仕上がっています。  

有機トマトピューレーを

ベースに香ばしく焼いた

有機ナスを加えました。 

またお好みの野菜を加え

て野菜の煮込み作りや、

肉や魚のソースとして

様々なお料理にもご利用

いただけます。 

シンプルな味付けなが

らスープパスタ、サラ

ダなど、ねじれた形か

ら生まれる弾力のある

食感とソースとの一体

感をお楽しみくださ

い。ゆで時間8分 

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

粒の一番外側の皮層だけ

を取り除き、食物繊維の

多い内側のふすまと胚芽

を含んだ全粒粉を使用。

ゆで時間8分 

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

蝶々に似たかわいい形を

したショートパスタで、

その独特の形状により、

ソースやドレッシングな

どが良く絡むのが特徴で

す。ゆで時間8分 

スパゲッティより

細 め で、太 さ

1.4mm。ソ ー ス

に絡みやすく、冷

製パスタにもおす

すめ。ゆで時間５

分 

太さ1.65mm。様々

なソースと相性がよ

くバリエーションが

お楽しみいただけま

す。ゆで時間8分 

月一企画創健社のジロロモーニ・シリーズ 

デュラム小麦 

有機リングイネ 

デュラム小麦 

有機フジッリ 
デュラム小麦 

有機ペンネ 

デュラム小麦 

有機スパゲッティ  

全粒粉デュラム小麦 

有機スパゲッティ  

デュラム小麦 有機ファルファッレ 全粒粉デュラム小麦 有機ペンネ 

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

500g 480円 

幅 2.95 × 厚 さ

1.2mm の や や 幅 広

の楕円形パスタ。濃

い目のソースやスー

プパスタに。ゆで時

間7分 

太 さ 1.65mm。粒 の 一

番外側の皮層だけを取

り除き、食物繊維の多

い内側のふすまと胚芽

を 含 ん だ 全 粒 粉 を 使

用。ゆで時間8分 

表 面 に 筋 が あ り

ソースの絡みもよ

く、イタリアでも

人気の高いショー

トパスタ。ゆで時

間8分 

翌々週 

品番３０２８ 品番３０２６ 

品番３０２９ 品番３０３０ 
品番３０３１ 

品番３０３３ 品番３０３２ 

品番３０２７ 

デュラム小麦 

有機スパゲッティーニ   

原材料：有機デュラム小麦のセモリナ 

有機栽培ぶどうを使い5年をか

けてオーク樽でゆっくりと醸

造・熟成しました。芳醇でまろ

やかな香りと味わいをお楽しみ

いただけます。 魚介類のマリ

ネ、魚料理、肉料理の味付けや

ソース作り、更に、デザートの

アイスクリームやフルーツにも

ご利用いただけます。  

有機栽培された夏の旬ト

マトを収穫後、酸味が変

化しないように加工し

て、お い し い ト マ ト

ピューレーに仕上げまし

た。さらに、ピューレー

の中にはアクセントに有

機栽培されたバジルの葉

を数枚入れました。  

有機トマトピューレーを

ベースに有機オリーブオ

イル、有機にんにく、有

機パセリ、本場イタリア

産の良質なアンチョビの

旨みをしっかりと効か

せ、辛さを控えめに仕上

げました。 

有機トマトピューレーを

ベースに香ばしく焼いた

有機ズッキーニを加えま

した。またお好みの野菜

を加えて野菜の煮込み作

りや、肉や魚のソースと

して様々なお料理にもご

利用いただけます。 

有機パスタソース  
トマト＆バジル  

原材料：有機ワインビネガー（イタリア）、有機濃縮ぶどう

果汁（イタリア） 

 

有機トマトピューレー 
バジル葉入り  

品番３０３７ 

有機トマトピューレーを

ベースに有機オリーブオ

イル、有機野菜とバジル

で仕上げました。手をか

けなくても温めるだけで

おいしいパスタソースに

仕上がっています。 

有機バルサミコ酢 

品番３０３５ 

品番３０３６ 

原材料：有機トマト（イタリア）、有機バジル（イタリア） 

翌々週 

翌々週 

原材料：有機トマト、有機たまねぎ、有機食用オリーブ油、有機にん

じん、有機バジル、有機セロリ、食塩（すべてイタリア産） 

品番３０３８ 

有機パスタソース  
アラビアータ   

品番３０３９ 

原材料：有機トマト、有機なす、有機食用オリーブ油、有機たまね

ぎ、有機にんじん、有機セロリ、食塩（すべてイタリア産） 

品番３０４０ 

有機パスタソース  
トマト＆ズッキーニ     

原材料：有機トマト、有機ズッキーニ、有機食用オリーブ油、有機た

まねぎ、有機にんじん、有機セロリ、食塩（以上イタリア産）、有機

ブラックペッパー（スリランカ） 

原材料：有機トマト、有機食用オリーブ油、アンチョビペースト、有

機にんにく、有機パセリ、食塩、有機唐辛子（すべてイタリア産） 

500g 480円 

500g 480円 250g 345円 250g 345円 

250g 345円 

250ml   

1705円 

350g 460円 

300g 650円 300g 650円 

翌々週 翌々週 

翌々週 翌々週 

500g 480円 

有機パスタソース  
トマト＆ナス    

300g 650円 300g 650円 

250g 345円 



玄 米 ポ ン

仁多産の玄米を2～

3分に精米し、圧力

と温度をかけてふ

く ら ま し、味 付 け

をおさえた昔なが

らのお菓子です！ 

原材料：玄米・

粗糖・塩 

小麦粉に全粒粉を加え、素材の旨み

を生かすため塩味をわずかに効かせ

たシンプルなクラッカー。 

薄力粉・食塩・ショートニング・

カレンズ・天然酵母 

かれんず（黒すぎりの実）をサンドした

甘酸っぱいクラッカーは砂糖を使って

いないので自然な甘み。 

80g入り 

円 

品番３０７７ 

かれんずクラッカー ぷれーんクラッカー 

薄力粉・ショートニング・食

塩・天然酵母・全粒粉 

木次乳業のチーズをたっぷり生地に練

りこんだ昔懐かしい素朴なクラッカー

は、おやつにもおつまみにも合います。 

ちいずクラッカー 

薄力粉・チーズ・ショートニン

グ・食塩・天然酵母 

品番３０７８ 

80g入り 

円 

品番３０７９ 

80g入り 

円 

85g入り 

円 
品番３０８１ 

原材料：生地：小麦粉・卵・三温糖・米粉・

はちみつ・本みりん・重曹 あん：小豆・三

温糖・食塩     取り扱い：瀬尻パン 

どらやき 

生地に北海道産国産小

麦と島根の卵、餡には

北海道産小豆を使った

手作りのどらやき！ 

1個 80g 

270円 品番３０８４ 

冷蔵 

翌々週 

ノヴァの有機ドライフルーツ・ナッツ各種 

有機ＪＡＳ認定品 

3127 ローストアーモンド 90ｇ スペイン産 805円 

3128 プルーン 150ｇ 米国産 770円 

3129 干しいちじく（スミルナ） 150ｇ トルコ産 885円 

3130 ウォールナッツ（くるみ） 80ｇ カリフォルニア産 805円 

世界各地の生産者によって精魂込

めて育てられたものです。ヨー

ロッパ、オーストラリア、アメリ

カ等の有機認定機関の厳しい基準

の元で生産され、素材のむこうに

畑が見える生産者から直接輸入し

ています。 

ヘルシーなおやつとしてそのまま

召し上がるのはもちろん、お菓子

やパンの材 料、お料 理 の素材な

ど、幅広くご利用ください。 

取り扱い：ムソー 

翌々週 

翌々週 

翌々週 翌々週 翌々週 

出雲地方で20年以上作り続けている

国産紅茶と、同じく出雲地方（斐川

町・出西地区）で栽培されている生

姜の乾燥チップをブレンドしまし

た。生姜・紅茶ともに純国産（島根

県・出雲地方産）です。生姜の香り

と紅茶の香りとが両方引き立つよう

にブレンドしました。苦渋味が少な

く、穏やかで優しい風味と生姜の上

品な香りが特徴です。 

原材料：紅茶、しょうが（島根県産） 

紅茶の香りと生姜の香り 

出雲しょうが紅茶各種 

翌々週 

3082 ティーバッグタイプ 2g×15包 475円 

3083 リーフタイプ 50g 505円 

春・夏・秋の茶葉をブレ

ンドし、ダージリンの香

りに加えアッサムの濃厚

な旨味を引き出した、深

いレッドの色が鮮やかな

紅茶です。 

緑 茶 

100g 1445円 

メチル化カテキンの最も

多い秋の硬葉限定の緑茶

です。リーフなのでたく

さん抽出できますが、嫌

なエグ味がなく子供でも

飲みやすい。  

紅 茶 
ファーストフラッシュ 

春限定の茶葉です。 

ダージリンの香りが最も

強く出ます。 

お勧め：ストレート  

紅 茶 
ブレンド 

品番３１５３ 

翌々週 

翌々週 

翌々週 
取り扱い：にのらく 

原材料名：有機茶（べにふうき）  

35g 

675円 取り扱い：にのらく 

原材料名：有機茶（べにふうき）  

70g 

965円 

品番３１５４ 

取り扱い：にのらく 

原材料名：有機茶（べにふうき）  

原材料：ピザクラフト（国内産小麦粉、生イースト、

粗塩、オリーブオイル）、ナチュラルチーズ、ピザ

ソース（トマト、玉葱、大蒜、生姜、純米酢、砂糖、

塩、香辛料、本味醂）、無添加ウインナー、有機野菜

（ピーマン、玉葱） 

国産小麦粉、国産チーズ、無農

薬野菜を使い、無添加ウイ ン

ナー等をトッピングしたこだわ

りのピザです。オーブントース

ター等で加熱処理してからお召

し上がりを。 

3枚入り  

1390円 

翌々週 

冷凍 

品番３２０２ 

パラダイス＆ランチの 元気ピザ 

翌々週 35g 

560円 

品番３１５６ 

取り扱い：にのらく 

原材料名：有機茶（べにふうき）  

品 番 休 止 中 

妖精の火香 autumnal 
（国産有機べにふうき紅茶） 

渋味が少なく飲みやすい

秋摘み紅茶。後味にほの

かな甘さが残り、余韻が

楽しめます。 

牛乳との相性も良くミル

クティーにも合います

が、まずはストレートで

お楽しみください。  

季節

限定 



 

 

原材料：砂糖（奄美大島産の粗糖）、柚子果汁

（徳島県木頭村産）、水（徳島県木頭村産）  

おからと、国産小麦、国産粗糖などを練り合わせ、木頭柚子や国産の黒胡

麻を入れて焼き上げた、「おからクッキー」です。乾パンにもちょっと似

た、やや固めの歯ごたえが癖になるクッキーです。固いものを噛むことに

よって、子供たちの歯や顎を強く育てます。昔の「お焼き」のような、お

ばあちゃん直伝の懐かしい素朴な味をお楽しみください。 

 

 

月 一 企 画 ！ 木 頭 村 応 援 企 画 ‼ 

品番３０５９ 

大サイズ 250ml    

1625円 

クラシックショコラ 

原材料：国産無農薬大豆、洗双糖、オーガ

ニックチョコ、オーガニックココア、自然

卵、マーガリン 賞味期限：６ヶ月 

木 頭 柚 子 し ぼ り 

品番３０５８ 

賞味期限：１年間 

自然の味  「シャーベット」各種 

N O N - G M  「おからクッキー」各種 

各115g×2個  

 450円 

品番 品名 原 材 料 金額 

プレーン 国産小麦、おから、洗双糖、自然卵、マーガリン 3069 390円 

ごま味 国産小麦、おから、洗双糖、自然卵、マーガリン、胡麻 3070 415円 

ゆず味 国産小麦、おから、洗双糖、自然卵、マーガリン、柚子 3071 415円 

賞味期限：６ヶ月 

品番３０６０ 

賞味期限：１年間 

冷凍 
260g  

1755円 

木頭村の契約栽培柚子を手

しぼりした果汁と奄美大島

の粗糖、天然水（木頭村の

山の湧き水）で作った清涼

飲料。スッキリとした味わ

いが人気です。 

柚子果汁１００％ですので、お料理はもちろ

ん、カクテルなどにも最適です。 

小サイズ 100ml    

800円 

180ml  225円 

品番３０７４ 

柚子ドリンク 

原材料：卵、薄力粉、四葉バター、粗糖、柚

子皮、強力粉、柚子ジャム 

ゆ ず マ ン ジ ェ 

 柚子をふんだんに使

い、国産の素材を練り

合わせ、焼き上げたフ

ルーツケーキです。

しっとりした生地をほ

おばると、フレッシュ

な木頭柚子の香りが、

お口いっぱいにひろが

ります。 

翌々週 

翌々週 

ゆずジャム 柚子マーマレード 

品番３０６１ 

賞味期限：１年間 

原材料：無農薬ゆず皮、はちみつ 原材料：無農薬ゆず皮、ビートグラニュー糖 

155g 
460円 

145g 
460円 

賞味期限：１年間 

卵は秋川牧園の卵です。 

各85g 

品番3072 1個 190円 30ｇ 

品番3073 箱入り 1660円 30ｇ×8個 

翌々週 

風味豊かな木頭柚

子で作った、甘さ

控えめのマーマ

レードです。 

品番３０６２ 

品番 品 名 原 材 料 

3066 やまももシャーベット やまもも（徳島産無農薬）、国産粗糖、寒天 

3067 ゆずシャーベット 木頭村産無農薬柚子、国産粗糖、寒天 

3068 みかんシャーベット 有機栽培のみかん、国産粗糖、寒天 

豊かな自然に囲まれた木頭村は標高約４２５メートルの位置にあ

り、平坦な耕作地も少なく、その昔、米や大豆、そして柚子が主な

農産物でした。四国でありながらも朝夕が涼しく、寒暖の差の激し

いこの地域の気候風土のおかげで、おいしい農作物が実る木頭村。

そんな木頭村の農作物と、清らかな天然水、そして国産の良質な原

料を使用し、きとうむらではおいしいデザートを作っています。 

木 頭 ゆ ず 湯 

品番３０６３ 

無農薬の柚子の皮を乾燥させパックしたもので

す。（お風呂用） 

25g×5袋 815円 

使用期間：２年間 

山 の 湧 水 

木頭村の山の奥から流れて

きた水です。 

1.8L 390円 

1.8L×6本 2220円 

品番３０６５ 

品番３０６４ 



原材料：〔柚子ごしょう青）青唐辛子、ゆず

皮、塩（すべて国産） 

 鮮やかな緑と香り

の青柚子と、自社農

場で栽培した青唐辛

子、そして海塩のみ

で仕上げました。か

らみの奥の青柚子の

香りをお楽しみくだ

さい。 

月 一 企 画 

木 頭 村 応 援 企 画 ！ 

柚子ごしょう（赤） 柚子ごしょう（青） 

柚 子 南 蛮 

品番３０５７ 

品番３０５５ 

原材料：〔柚子ごしょう赤）ゆず皮、赤唐辛子、

味噌、醤油、塩(すべて国産・非遺伝子組換） 

45g 

570円 品番３０５６ 

 黄色い柚子と香川産の本

鷹赤唐辛子に、国産熟成味

噌・醤油、海塩で仕上げま

した。辛みと柚子の香りを

お楽しみください。 

翌々週 

 黄色い柚子と香川

産 の 本 鷹 赤 唐 辛 子

に、国産熟成味噌・

醤油、海塩で仕上げ

ました。辛みと柚子

の香りをお楽しみく

ださい。 

原材料：ゆず皮、味噌、粗糖、醤油、塩、赤唐

辛子、ごま (すべて国産・非遺伝子組換） 

翌々週 

45g 

570円 

110g 

570円 
きとうむらは、ダムなどの大型公共事業に頼

らない自立した地域経済を実現すべく、自然

環境を保護し、経済の活性化と雇用促進、そ

して持続可能な地域社会を作ることに寄与す

ることを理念とし、発足いたしました。  

入れ物の瓶が変更される場合があります。 

翌々週 

愛媛県産大豆・小麦使用の

醤油使用。醤油の旨味が増

した麹調味料として、各種

あらゆる料理に 

翌々週 

手造り塩麹 手造り醤油麹 

普段使っている塩の代わり

に使うことで、素材の旨味

を、麹の持つ酵素力によっ

て引き出してくれます。各

種あらゆる料理で是非塩麹

をご活用下さい 

200g 

975円 

月一

企画 

冷蔵 

200g 

650円 原材料：無農薬米（今治産）、

大豆（愛媛県大洲産、又は宇和

産）、小麦（愛媛県産）、食塩

（香川県産） 賞味期限：6ヵ月 

品番３０４７ 

今治産の無農薬米100％使用の手造り麹各種 

製造：大洲：梶田商店 

原材料：無農薬米（今治）、食

塩（香川県産）賞味期限：6ヵ月 

品番３０４６ 

製造：大洲：梶田商店 

シフォンケーキ 

中谷さんちの 

賞味期限：配送日当日限り 製造：内子：中谷自然農園 

内子は中谷自然農園の自家製有精卵をふんだんに

使用し、保存料や添加物などは一切使用せずに、

シンプルな原材料で作られていますので、中谷さ

んちのこだわり有精卵の味が存分に楽しめます

よ。生クリームや季節の果物を添えて。お子様の

おやつやデザート等に是非お使い下さい。 

冷蔵 翌週 

3136 4切れ 300円 

3137 1ホール 705円 

原材料：国内産小麦粉、なたね油、三温糖、ひまわり

乳業のヨーグルト、レモン果汁、平飼い有精卵、粉茶     

内子：中谷自然農園 月一企画 

化学肥料・農薬不使用       取扱い：熊本有機の会 

全 粒 粉 

くまもと有機の会から月一企画で供給します！ 

押 麦 

翌々週 

翌々週 

原材料：小麦（九州産） 

品番３０４２ 

製粉機で60kgの玄麦を4

時間をかけて粉にしてい

ます。小麦粉にふすまを

15％まぜることで、食味

がおいしくなります。お

試し下さい。 

大麦を精白し、圧ぺんし

た押しつぶした麦が 押し

麦です。玄米や白米に混

ぜて炊いて下さい 。お米

に入れて炊くとモチモチ

しておいしいですよ。  

く まもと有 機の会： １ ヶ 月 に 一 度 ！ 

発 芽 玄 米 ・ ド ラ イ   

品番３０４４ 

725g  1730円 

熊本県産有機米を使用しています！定番の萌

玄米に比べドライ物の為、日持ちします。 

翌々週 

九州産の無農薬栽培の菜種を

溶剤薬剤を一切使用せず昔な

がらの古式圧搾しぼりで作ら

れた、一番搾りの純正なたね

油です。 

黄金色のまろやかな味と香り

が特徴です。 

純正 なたね油 

品番３０４５ 
825g 

1595円 

取り扱い：熊本有機の会 
翌々週 

500g  

725円 原材料：大麦（九州産） 

500g  

910円 品番３０４３ 

取り扱い：熊本有機の会 



玉 屋 の 珈 琲 ギ フ ト 

品番8721  3,400円 

内容：マイルドブレンド×2 

   ヨーロピアンブレンド×1 

有機レギュラー 

    コ ー ヒ ー ギ フ ト 

無蛍光・無漂白タオルセット  

取り扱い：ｏｋｉｅｒａｋａｎｏｎ  

ｏｋｉｅｒａｋａｎｏｎの無蛍光・無漂白のタオルセットをギ

フトでお届けします。 

タオルには綿花の油分が残っていて、それが柔らかさにもつな

がるのですが、多分に残ってしまった場合は吸水性が悪くなり

ます。その油分を落とす精錬過程で、化学薬品が使われること

が多いのですが、煮沸を繰り返すことにより「今治タオル」と

しての基準をクリアする吸水性をもつことができたタオルにな

ります。 Ａセット Ｂセット 

Ｃセット 

8701 フェイスタオル×1 ふきん×1 ハンドタオル×1 1275円 Ａセット 

8702 フェイスタオル×3 ふきん×1 ハンドタオル×1 2550円 Ｂセット 

8703 
バスタオルセット（プレーン・ストライプ 各1枚） 

フェイスタオル×2  ハンドタオル×2 
4740円 Ｃセット 

8704 Ｄセット バスタオルセット（プレーン・ストライプ 各1枚） 3055円 

田中屋 無添加こだわりギフト 

Ａ セ ッ ト （ 調 味料 ） 

Ｂ セ ッ ト （ 醤 油 ） 

Ｃ セ ッ ト （ 醤 油 ） 

Ｄセット （醤油・味噌） 

濃口250ml・ゆずぽん・めんつゆ・焼

き肉のタレ・さしみしょうゆ 各1本 

濃口900ml×2本 薄口900ml×1本 

濃口900ml×2本 

濃口900ml×1本 甘.辛味噌各800g 

品番8717 

品番8718 

品番8719 

3,040円 

4,200円 

3,405円 

3,545円 

いずれも国産大豆や県内産麦などを使用している

厳選された調味料です。 

↑Aセット 

品番8720 

↑プレミアムセット 

ギフト限定 

プレミアムセット（醤油） 

2,810円 

品番8716 

プレミアム醤油100ml×2本 

自然の蜂蜜Ａセット 

自然の蜂蜜Ｃセット 

山の蜜1kg ﾐｶﾝ蜂蜜1kg 

品番8708 

品番8710 

伊予柑deﾊﾆｰ500g ﾐｶﾝ蜂蜜500g 

Cセット 

2,735円 

6,770円 

Bセット 

自然の蜂蜜Ｂセット 

山の蜜500g・ﾐｶﾝ蜂蜜500g 

伊予柑ハニー500g 

品番8709 

4,750円 

明芳園  無農薬お茶ギフト 

ゆうき茶セッ ト 

煎 茶 セ ッ ト 

お茶い ろ い ろ セ ッ ト 

特上煎茶150g 深むし煎茶150g 

特上煎茶 上煎茶 各120ｇ缶入り 

品番8705 

品番8706 

品番8707 

3,680円 

3,245円 

4,875円 

特上煎茶、上かりがね茶、深むし

煎茶 各130ｇ缶入り 

西製茶  無農薬紅茶ギフト 

品番8711 1,855円 

西 製 茶 Ａ セ ッ ト 

出雲国の紅茶ティーパッグ2g×15袋 

べにふうき紅茶ティーパッグ2g×15袋 

べにひかり紅茶ティーパッグ2g×15袋 

アキモト酒店のワインギフト 

ワインギフトＡ 

ワインギフ ト Ｂ 

ワインギフ ト Ｃ 

コンコード×2（赤2本） 

コンコード×1（赤） 

ナイアガラ×1（白） 

ナイアガラ×2（白2本） 

4,320円 

品番8714 

4,320円 

品番8715 

4,320円 

A B C 

品番8713 

品番8712 2,625円 

セット内容 

西 製 茶 C セ ッ ト 

セット内容 

べにふうき紅茶ティーパッグ2g×15袋 

ロイヤルミルクティージャム120g×2個 



800ｇ×2 

2,600円 

800ｇ×4  

5,100円 

バニラ3、イチゴ3、抹茶アズキ2、ビターチョコ

2、ブルーベリー2 

いよ誉れ２本、じゃこ天１袋、ごぼうじゃこ天１袋、上ちくわ１袋 

木次ミルクプリン

80g×5個、奥出雲

木次ヨーグルト

90g×5個 

木次乳業のお歳暮ギフト（送料込みの価格です） 

プ リ ン ・ ヨ ー グ ル ト セ ッ ト 
カスタードプリン

100ml×8個、奥出

雲木次ヨーグルト

90g×8個 

4,210円 

東雲かまぼこの練製品セット 

地場の魚を100％使った無添加のこだわりの一品です。愛媛の味であるじゃこ天を是非贈り物にどうぞ！ 

地場じゃこ天セットＡ 地場じゃこ天セッ ト Ｂ 

じゃこ天５枚入×2 

じゃこ団子１２個入×１ 

野菜入りじゃこ天３枚入×１ 

げそじゃこ天６個入×１ 

箱入り 

5,900円 

じゃこ天５枚入×1 

じゃこ団子１２個入×1 

野菜入じゃこ天３枚入×１ 

げそじゃこ天６個入×1 

箱入り 

4,425円 

バニラ1、イチゴ1、抹茶アズキ1、ビ

ターチョコ1、ブルーベリー1 

バニラ2、イチゴ2、抹茶アズキ2、

ビターチョコ1、ブルーベリー1 

 

 

ナチュラルチーズセット 

プロポローネチーズ190g・

カマンベールチーズ120g・

イズモラルージュ180ｇ 

3,185円 

天然果糖による自然

な甘さと、牛乳を贅

沢に使用した天然素

材100%のアイス！ 

4,645円 

6,210円 

 

4,535円 

ミルクのプリン・ヨーグルトセット 

3,075円 

み る く ジ ャ ム セ ッ ト 

2,700円 

ブラウンスイスミルクジャム

70g×2個、ブラウンスイスみる

くジャム（ココア）70g×1個 

直送のみの扱いで、送料は別途

必要です！ 

矢 野 傳 の 練 製 品 ギ フ ト 

無添加練製品ギフトＡ 品番8727 3,555円 

品番8728 無添加練製品ギフトＢ 

いよ誉れ５本、じゃこ天２袋、上ちくわ２袋 

いよ誉れ３本、上板かまぼこ２本、じゃこ天２袋、ごぼうじゃこ天

１袋、上天ぷら２袋 

3,400円 

品番8729 無添加練製品ギフトＣ 
上ちくわ１袋、ごぼうじゃこ天１袋、じゃこ天２袋、野菜天１袋、上

天ぷら１袋、きんぴらじゃこ天２袋、えび入り天１袋、イカ入りじゃ

こ天１袋 

2,620円 

品番8730 無添加練製品ギフトＤ 1,970円 

 信州燦燦ビールギフト 

モルトはOCIA認定

の有機栽培麦芽、

ホップはBioZert認

定の有機栽培ホップ

を100％使用して

います。 

350ml×12缶 

3,625円 

品番８７２６ 

石橋製油のなたねサラダ油ギフト 

品番8725 

品番8724 

 光 食 品 の ギ フ ト 
ヒカリ調味料セット ヒカリ無添加ジュースセット 

調味料セットはウスター・トンカツ・ケチャッ

プ等の6点入りで野菜は香辛料の一つ一つからこ

だわっています。 
野菜ジュース、レモ

ン サ イ ダ ー、人 参

ジュースが各６本づ

つ入っています。 

品番8723 

品番8722 

3,150円 
3,620円 

なたねサラダ油 

ギ フ ト Ｃ 

なたねサラダ油 

ギ フ ト Ａ 

Ａ
ギ
フ
ト 

Ｂ
ギ
フ
ト 

Ｃ
ギ
フ
ト 

八幡浜：矢野傳の練り物は、合成保存料は使用せず冷凍すり身

（無リン）と調味料は必要最低限にとどめ、地元：八幡浜港に

水揚げされた新鮮な魚をふんだんに使用しています。 

翌々週 

翌々週 翌々週 

翌々週 



四国で唯一の地元石けんメーカーです。リ

サイクル石けんの製造を通して環境問題に

とりくんでいます。 

まるは油脂の石けんギフト 

固形浴用生石けんギフト 

長期熟成によりできる純粋で高純度、

低刺激な石けんなので、赤ちゃんやデ

リケートな肌の方にも安心してお使い

頂けます。 

100g×6個 

八坂石けんの石けんギフト 

リサイクル八坂石けんギフト 

液体石けん×1 
粉石けん（ﾚﾓﾝ香料入り）×1 
台所石けん×4 

※直送をされる場合は別途送料が必要になります。 

3,690円 品番8732 
品番8733 2,270円 

おんじのきのこ 干し椎茸ギフト 

生産量が少ない、「こう太郎」

という品種の椎茸（原木栽培）

を、冷風乾燥で干し椎茸に仕上

げました。当生協の生しいたけ

の生産者の一人・久万高原町の

恩地義浩さんの干し椎茸ギフト

です。 

直送をご希望の方はギフト申し込み用紙にてご注文下さい 

久万高原町の気候風

土と自然水を利用し

て、原木栽培された

恩地さんの椎茸。こ

の「こう太郎」とい

う品種は通常のより

も風味がいいんだと

か！ギフトに是非お

使いください。 

「こう太郎」という品種を使用しました 

送料別途 

スタミナ食の贈り物 

内容 価格 

2尾入り 7930円 

３尾入り 10245円 

5尾入り 15230円 

2尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×2尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×3個 

3尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×3尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×4個  

5尾入り：蒲焼き（1尾×約140g）×5尾、鰻の肝

（ボイル）×1個、鰻のたれ/山椒付き（15ml）×6個 

冷 凍 

送料込み 

 高知県の加持養鰻場の鰻

は、生育に申し分ない淡水

と海水が混じり合う高知県

の四万十川河口付近で、抗

生物質などの薬品を使用せ

ず、稚魚から歳月をかけて

ゆったりと育てられていま

す。しかも密飼いをせずよ

く運動させているので、天

然の鰻とあまり差異があり

ません。うなぎの蒲焼きを

ギフトに是非どうぞ。 

うなぎ蒲焼きギフト 

内容：干ししいたけ 120g 

   干ししいたけ粉末 30g×2 

品番8731 

4,440円 

セット内容（各100g） 

クリームソープ（スィートローズ）3個 

クリームソープ（無香料）3個 

クリームソープM（ミント）3個 

クリームソープL（レモングラス）3個 

太陽油脂の石けんギフト 

１セット 

2,520円 品番8734 

取り扱い：ヒット 

植物油を原料にした石鹸素地に、ホ

ホバ油、ひまわり油を配合した石鹸

に、各種エッセンシャルオイルを配

合して作られたクリームソープの

セットです。クリーミーな泡立ち

で、しっとりとしたやさしい洗いあ

がりになります。 

翌々週 

翌々週 

翌々週 

翌々週 



 

 

 

 

鮮度・塩・干し加減にこだわった！島根：渡辺水産のギフト 

TONTONでは全て自家産の豚肉を使用しています。育てるのは三つの品

種を掛け合わせた「三元豚」に、脂身がサッパリしていてジューシーな品

種「もち豚」を合わせた「もち豚三元豚」です。餌は子豚からすべて自家

配合飼料。人工乳やホルモン剤などは一切使用していません。配合飼料は

すべて非遺伝子組み換え飼料で、地元飼料米を使用し資料の国産化にも努

めています。何種類かの酵母菌を入れ、子豚から母豚まで4段階の配合を

しており、セメントの上では飼わず広い踏み込み豚舎で飼育しています。 

Ｄセット 9,585円 Ｃセット 7,890円 

Aセット 5,005円 Ｂセット 6,195円 冷蔵 

ハム・ソーセージ類の加工については自家産の「灰汁が出ず、豚特有

の匂いがないアッサリした豚肉」はもちろんの事、岩塩・黒砂糖を

ベースに天然香料だけを使用しています。化学調味料や添加物などは

一切使用せず、紀州特産の炭でゆっくり乾燥させ桜の丸太でいぶしま

す。ハムは10日、ソーセージ類は3日で仕上げていきます。本物の

味がする豚肉加工品のセットを是非あの方への贈り物にどうぞ！ 

和歌山：ＴＯＮＴＯＮの冬のギフト（送料込みの価格です） 

Ｅセット 15,3555

北海道・沖縄は別途850円かかります 賞味期限：冷凍30日 

島根県沖で獲れた魚を職人の技で美味しい干物にしまし

た。鮮度・塩・干し加減にこだわり続けた渡辺水産は、

いつも美味しい干物を当生協にも届けてくれています。 

直送のみ 

冷凍 
 

 

 

ケーキとクッキーの原材料 
愛媛県産小麦粉 南部小麦薄力粉  

双目糖 和三盆 よつばバター ゆ

うき生協の卵  紅玉林檎 中島産

無農薬レモン  中島産無農薬伊予

柑 オーガニック：アーモンド・

レーズン・ココア・くるみ・赤ワ

イン・スパイス・ 純生クリーム 

山地牛乳 玄米ポン 愛媛県産蜂

蜜 今治産ポップコーン 今治産

胡麻 

エコルのこだわりお菓子ギフト 

3,200円 

キャラメルクグロフ・クッキー65g×6種類（ビスキュ

イモンタニャール・ピュンクトヘン・アーモンド・

レーズン・伊予柑マーマレード・ポップコーン） 

↑クグロフケーキクッキーセット 

3,370円 

アップルパウンド・ミニツリー1個・クッキー3種類  

レープクーヘン40g・三日月クッキー9個・シュペク

ラティウス9個  

※賞味期限：製造より3週間 

送料別途 ①パウンド２本セット 

 

2,250円 

品番8736 

2,500円 

アップルパウンド ・レモンケーキ各1本 

品番8735 

クッキー60g×8種類 （ビスキュイモンタニャール・

ピュンクトヘン・アーモンド・チョコ・レーズン・

伊予柑マーマレード・ポップコーン・胡麻） 

品番8737 

品番8738 

内容：フランクソーセージ230g、

チョリソーソーセージ230g、粗挽

きポークソーセージ130g、アグ

リィソーセージ約300g 

内容：ボンレスハム約300g、ベー

コン約300g、粗挽きポークソー

セージ130g、ショートウインナー
130g 

内容：ロースハム約300g、ボンレ

スハム約300g、ショートウイン

ナー130g、チョリソーソーセージ

230g、フランクソーセージ230g、 

内容：スモークトハム・ボンレス

ハム各約300g、骨付きハム1本、

アグリィソーセージ約300g、チョ

リソーソーセージ230g、 

内容：ボンレスハム約300g、ベーコン約300g、ロースハム約300g、骨付きハム1本、スモークトハム約300g、ア

グリィソーセージ約300g、フランクソーセージ230g、チョリソーソーセージ230g、粗挽きポークソーセージ

130g、ショートウインナー130g 

内容 価格 内容 

Aセット 3860円 えてかれい160ｇ（2枚）、夢かさご開き160ｇ（2枚） 

アジ開き140g（2枚）、するめいか一夜干し100ｇ（1枚） 

Bセット 4630円 笹かれい一夜干し140ｇ（2枚）、のどぐろ開き120ｇ（1枚） 

あなご一夜干し110ｇ、白いか一夜干し70ｇ（1枚） 

出雲干し干物セット 

大分：下郷農協の冬ギフト（送料込みの価格です） 

豊かな自然の中の開放的な平外の鶏舎で、〝のび

のび〟と育ちます。エサは安全性を考え、抗生物

質を使用していません。地どり独特のコクと旨味

があります。 

おおいた冠地どり 

からあげ用 

内容：モモミ・テバミ 300ｇ×2p 冷凍 

3,500円 

国産黒毛和牛サーロイン 

内容：170g×3枚 8,000円 

安全でバランスのよい稲

わらを中心に与え、配合

飼料には遺伝子組み換え

をしていない大豆やトウ

モロコシ等（PHF）を使

用。長期飼育されている

為、肉質は固めですが、

味の濃い、牛本来のコク

のある牛肉です。 

冷凍 

数 量 限 定 

安全でバランスのよい稲

わらを中心に与え、配合

飼料には遺伝子組み換え

をしていない大豆やトウ

モロコシ（PHF）を使

用しています。長期飼育

されているため、肉質は

固めですが、味の濃い、

牛本来のコクのある牛肉

です。 

国産黒毛和牛上すき焼き用 

内容：ロース・肩ロース 300g 

   モモ・肩 300g 
6,000円 

冷凍 

耶馬渓黒豚しゃぶしゃぶ用 

4,000円 

冷凍 

美味しさに定評のあるバークシャー純粋種の「六白

黒豚」を運動のできる開放的な豚舎で平均7カ月飼

育しました。遺伝子組み換えをしていない大豆やト

ウモロコシ（PHF）を与えて健康に育った黒豚肉

です。耶馬渓黒豚の美味しい赤身と肉の旨みが味わ

えるロース肉とバラ肉のスライスセットです。 

内容：ロース300g、バラ300g イメージです 



直送される場合は別途送料がかかります！ 

有機栽培小麦から作られたロングパスタ（スパゲッ

ティ）４種、有機栽培トマトから作られたパスタソース

２種に加え、有機エキストラヴァージンオリーブオイル

のバラエティー豊かなセットです。大地の恵みを感じて

いただける詰め合わせです。   

内容：デュラム有機ペンネ２５０ｇ×１、デュラム有

機ファルファッレ２５０ｇ×１、有機パスタソースト

マト＆バジル３００ｇ×１          

有機栽培の小麦粉から作られたショートパス

タ２種類と有機栽培トマトから作られたパス

タソースセットです。大地の恵みを感じてい

ただける詰め合わせです。  

有機ショートパスタ 

＆ソースセット（小） 

内容：デュラム有機ペンネ２５０ｇ×2、デュラム有

機フリッジリ２５０ｇ×１、デュラム有機ファル

ファッレ２５０ｇ×１、有機パスタソーストマト＆バ

ジル３００ｇ×１、有機パスタソースアラビアータ３

００ｇ×１              

有機栽培の小麦粉から作られたショートパス

タ４種類と有機栽培トマトから作られたパス

タソースセットです。大地の恵みを感じてい

ただける詰め合わせです。  

品番８７４３ 

１セット 

3010円 

翌々週 

有機ショートパスタ 

＆ソースセット（大） 

有機パスタ＆ソースセット 

内容：デュラム小麦有機スパゲッティ ５００ｇ×

２、デュラム小麦有機ペンネ ２５０ｇ×１、デュラ

ム小麦有機ファルファッレ ２５０ｇ×１、有機パス

タソーストマト＆バジル ３００ｇ×１、有機パスタ

ソースアラビアータ ３００ｇ×１              

有機栽培の小麦粉から作られたスパゲッティ、

ショートパスタ。有機栽培トマトから作られた

パスタソースのセットです。大地の恵みを感じ

ていただける詰め合わせです。   

品番８７４１ 

１セット 

3510円 

翌々週 

有機パスタ＆調味料セット 

品番８７４２ 

１セット 

5515円 

翌々週 

内容：デュラム小麦有機スパゲッティ500ｇ×1、デュラ

ム小麦有機スパゲットーニ500ｇ×1、デュラム小麦有機

スパゲッティーニ500ｇ×1、デュラム小麦有機リングイ

ネ500ｇ×1、有機パスタソーストマト＆バジル300ｇ×

2、有機パスタソースアラビアータ300ｇ×1、有機エキ

ストラバージン・オリーブオイル250ml×１            

１セット 

1605円 

品番８７４４ 

翌々週 

※直送の場合は送料が別途必要です。 北海道・沖縄への発送はお断りしております。ご了承ください 

 

※お届け先のご不在や

住 所 不 明 な ど の 場 合

は、ご依頼主に転送さ

せていただきます。 
 車えびは生きたままの状態で、おが屑に梱包して発送しております。しかし、運送

過程において、エビが全て生きてお客様に到着しているとは限りませんので、予めご

了承下さい。 到着後、すぐに開封し、お早めにお召し上がり下さい。 注文は別紙

のギフト注文用紙にお書き下さい． 

品 名 価格（送料込の価格） 

特１ 約１５尾 

（約５００ｇ）：化粧箱入 
14,100円 

特2 約１０尾 

（約3００ｇ）：化粧箱入 
9,600円 

特3 約６尾 

（約１8０ｇ）：化粧箱入 
6,700円 

A ２2～２6尾 

（約600ｇ） 
11,900円 

B １4～18尾 

（約390ｇ） 
8,500円 

C １0～１2尾 

（約260ｇ） 
6,300円 

活きな車エビ 

 生名島で、出来るだけ薬剤等を使わずに徹底的な砂の洗

浄などの独自の技術を駆使し、自然に近い環境での養殖を

行っています。“活きのいい車エビ”是非どうぞ！！ 

日 輪 養 魚 の お 歳 暮 ギ フ ト 



品  名 価 格 注文数 

魚屋が作る定番人気 骨抜き切り身詰め合わせ3点セット 3150円  

魚屋が作る愛媛の地魚 詰め合わせ3点セット 3690円  

魚屋が作る地魚・便利食材 詰め合わせ5点セット 4715円  

魚屋が作るレシピ付き 地魚・便利食材たっぷり詰め合わせ 5830円  

※下記に必ずボールペンでご記入ください。 

住所 

氏名          

電話（   ）  － 

送 り 先 

住所 

氏名          

電話（   ）  － 

班名      組合員番号    曜日  担当 

送 り 主 

セット内容を上記の中から選びいただき、注文数を記入してください。 

送料は別途必要となります 

冷凍 

1セット 

5830円 

1セット 3690円 

魚屋が作る愛媛の地魚 詰め合わせ3点セット 

冷凍 

魚屋が作る地魚・便利食材 詰め合わせ5点セット 

内容量：天然真鯛50ｇ×4パック 
冷凍 1セット 4715円 

魚屋が作る定番人気 骨抜き切り身詰め合わせ3点セット 

魚屋が作るレシピ付き 地魚・便利食材たっぷり詰め合わせ 

セット内容 

秋鮭切り身 1セット（2切×2パック） 

青背魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

白身魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

1セット 3150円 

冷凍 

セット内容 

季節の刺身盛り合わせ 2人前 

青背魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

白身魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

セット内容 

季節の刺身盛り合わせ 2人前 

青背魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

白身魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

釜揚げシラス 1セット（50g×4パック） 

湯通しわかめ 1セット（50g×3パック） 

セット内容 

季節の刺身盛り合わせ 2人前 

青背魚 大きめ切り身 1セット（2切×2パック） 

塩焼き用 切り身 1セット（2切×2パック） 

煮角用 切り身 1セット（2切×2パック） 

釜揚げシラス 1セット（50g×4パック） 

湯通しわかめ 1セット（50g×3パック） 



有機果実の自然な甘さが生き

た、有機野菜入りの有機JAS

認定のジュースです。 

 宇和島練り物工房みよし 

「子供たちに小魚の栄養を届けたい」「アレ

ルギーをお持ちのお子様にも、美味しいじゃ

こ天を食べていただきたい」そんな想いか

ら、みよしのじゃこ天は小麦や卵などの「特

定原材料7品目」の原料を使わずに作っており

ます。[安心・安全・健康・美味しい]を徹底

して追及した究極の無添加じゃこ天を作って

おります。 

健康セット（化粧箱） 

セット内容 

じゃこ天5枚入り×２袋 

野菜天5枚入り×1袋 

ニラ生姜天5枚入り×1袋 

冷蔵 

3888円 
（税込み） 

送料は含まれておりませんので別途

必要となります。 

笑顔セット（化粧箱） 

セット内容 

じゃこ天5枚入り×4袋 

野菜天5枚入り×2袋 

ニラ生姜天5枚入り×2袋 

冷蔵 

7560円 
（税込み） 

元気セット（化粧箱） 

セット内容 

じゃこ天5枚入り×8袋 

冷蔵 

7560円 
（税込み） 

直送 

直送 

直送 

 

山 丹 正 宗 の お 歳 暮 セ ッ ト お届けは直送のみ（送料込み） 

搾りたての風味をそのままお楽しみい

ただくために、生酒のまま瓶詰めしま

した。 

セット内容 

純米酒（松山三井） 

300ｍｌ 6本 

生純米酒6本セット 

１セット 

 5,500円 

 

取り扱い：内子・宮栄商事 

 月一企画でしている宮栄商事

さんお菓子を、可愛いオリジナ

ルのギフト箱に詰合せました。 

内容：[焼きいもサクサク×２個・和

三盆せんべい×１・もち太郎×１・

蜂蜜黒大豆×２] 

価格：2625円+送料 

品番８７４５ 

内容：ハードクッキー 
マーブル70ｇ、ミルククッキー70ｇ、ひま

わりクッキー70ｇ 

ビスケット：黒糖70ｇ、ﾌﾟﾚｰﾝ70ｇ 

ぷくぷくクッキー５ 

品番8746 

内容：ハードクッキー 

：ﾐﾙｸ70g、ﾋﾏﾜﾘ70g、ｲﾖｶﾝ70g、マーブル70ｇ、ほ

うじ茶70ｇ、ﾌﾟﾚｰﾝ70ｇ 

ビスケット：黒糖70ｇ、プレーン70ｇ 

品番8747 

ぷくぷくクッキー８ 

2,640円 1,655円 

送料別 送料別 

有機果実と野菜のジュース 有機野菜飲むならこれ一日分 

１缶に一日分の野菜350gを濃縮し、２

０種類の野菜を使用した、砂糖・食塩無

添加のトマトミックスジュースです。 

190g×30缶  

4480円 翌々週 翌々週 

ジ ュ ー ス 

野菜ジュース 

オーガニックトマトをベースに、野菜

の旨味と成分を凝縮した体に優しい野

菜ジュースです。その他の野菜はすべ

て国内産。 
190g×30缶  

3085円 
翌々週 

190g×30缶 

4470円 

お子様にも飲みやすい甘さの

アップルキャロットです。当生

協では一番人気のジュース。 

翌々週 
195g×30缶  

4430円 

品番８７４８ 

品番８７５０ 

アップルキャロット 

品番８７４９ 

品番８７５１ 



ズワイガニ（足） 

三陸産で捕獲された新鮮なむ

らさきうにを、食塩のみを使

用して「塩うに」にしまし

た。添加物は一切使用してお

りません。 

 

 

1尾切身約2kg 

9260円 

紅鮭切身 
北洋（アメリカ、ロシア）で捕獲された

脂の乗った紅鮭切身です。切身加工済み

ですので、手間がかからずお召し上がり

頂けますよ。冬の贈り物としてもお勧め

の一品。 

冬のお歳暮や年末年始に三陸水産取り扱いの水産物を！帰省の際の手土産にも 

※ここに紹介しているものについては産地直送の注文も受け承ります。直送をご希望の方は、別紙ギフト直送申し込み用紙に詳細を記入して配送職員に提出して

下さい。（直送の場合は別途送料1100円が加算されます） 

今年度の数の子（消費期限60日）は数量限定注文になります。規定数量になりましたら、欠品になりますので、お早めにご注文ください・ 

直接手元に届けて欲しい方は、ご希望の品の4桁品番をOCR用紙下段に記入してご注文お願いします。 

皆が集まる年末年始の食卓やお正月の祝い膳には特に、数の子やいくら、鮭やカニなどの海の幸は欠かすことのできない食材です。三陸水産

取り扱いの水産物各種をご自宅用にはもちろんの事、冬に帰省の際の手土産やお歳暮ギフトにも是非お使い下さい。取り扱い：福島：三陸水産 

特上紅鮭フィーレ 
北洋（アメリカ、ロシア）で捕獲された

脂の乗った上質な紅鮭を、使い易い

フィーレ（半身状）にしました。お好み

の大きさにカットしてから是非お召し上

がり下さい。 

品番８７８７ 品番８７８６ 
冷凍 

翌々週 

 

1尾切身約2kg 

6400円 

新巻鮭切身 

北海道で捕獲された、鮮度が

良い新巻鮭の特上品（オス）

です。一尾の切身加工済みで

すので、手間がかからずお召

し上がり頂けます。冬の贈り

物としてもお勧めの一品。 

冷凍 

 

翌々週 

品番８７８８ 

品番８７９０ 

冷凍 
約2kg  

11360円 

翌々週 

化粧箱入り塩うに 

品番８７８９ 

翌々週 

冷凍 

70g×2本瓶入り 

 5170円 

850ｇ前後 

3395円 

冷凍 

翌々週 

 特上数の子（Ｌサイズ） 

北太平洋（カナダ・アメリカ）で獲れたニ

シンの特上数の子の中で、Ｌサイズを厳選

してお届けします。無漂白・無着色なので

本来の旨味と食感がお楽しみ頂けますよ。 

300g箱入り 

3470円 

品番８７８０ 

品番８７８１ 

冷蔵 

翌々週 

500g箱入り 

5140円 

（おせちの由来）数の子は

ニシンの卵で、一度にたく

さんの卵があるということ

から子孫繁栄を願います。 

 特上無選別 数の子 
北太平洋（カナダ・アメリカ）で獲れた無

選別の特上数の子の為、ＬＭサイズの1本

物や折れ子（1折れ）も含まれます。無漂

白・無着色なので本来の旨味と食感です。 

500g箱入り 

5000円 

300g箱入り 

3380円 

品番８７８２ 

品番８７８３ 

（おせちの由来）数の子は

ニシンの卵で、一度にたく

さんの卵があるということ

から子孫繁栄を願います。 

冷蔵 翌々週 

 

360g 

4475円 

無添加明太子 
北洋産（アメリカ産）のスケソウダラの卵

巣を塩・味醂・唐辛子・鰹だしで味付けし

ました。着色料や防腐剤等の添加物は一切

不使用。色・形・大きさ共に特上品です。 

品番８７８５ 
冷凍 

翌々週  

無添加たらこ 
北洋産（アメリカ産）のスケソウダラの卵

巣を塩だけで漬け込み急速冷凍した、特上

品のたらこです。着色料や防腐剤などの一

切の添加物を使用せずに仕上げられました 

品番８７８４ 
冷凍 

翌々週 

360g 

4245円 

数 量 限 定 

数 量 限 定 

 

ロシアで捕獲されたズワイガ

ニの足の部分を詰め合わせた

豪華なセットです。冬の贈り

物としてもオススメの一品。

手土産にもどうぞ。 



 

（大）1kg 6,696円 

有 機 梅・塩（シ

ママース）しそ 

有機JAS認定の

吉野梅を自然塩

で 漬 け 込 み、伝

統製法で仕上げ

た最高級の梅干

しです！ 

直送のみ 

賞味期限 

常温730日 

あんぽ柿65gｘ8個 

たねなし

柿（奈 良

県産） 

4,536円 

とろけるような食

感と自然な甘み。

ソフトタイプの干

し柿です。 

直送のみ 

賞味期限：14日 

（小）500g 3,888円 

無燻蒸で乾燥させた

干柿と、干柿の甘さ

が柚子の香りに包ま

れた柚子巻き柿の詰

合せです。  

セット内容： 柚子巻き

柿190g×1、干柿40g×5  

賞味期限：柚子巻き柿30日、干柿14日  

4,860円 

直送のみ 

南アルプスと中央ア

ルプスに囲まれた天

竜川の流域にさんさ

んファームの果樹園

があります。養豚と

果樹栽培をおこなう

有畜複合農業で農薬

を減らし有機肥料の

みで大切に育てた洋

梨をお届けします。  

約3ｋｇ 6,696円 

直送のみ 

出荷機関：11月上旬～12月中旬 

最高級の焼海苔を、手軽で便利なプルトップ

タイプの卓上缶に詰めました。 

2,376円 

桑名産特選焼海苔セット 

３缶 

６缶 

4,104円 

内容：3缶：焼海苔64枚入（全型8枚）×3缶、6缶：

焼海苔64枚入（全型8枚）×6缶 

直送のみ 

三源庵 金箔カステラ 

セット内容：プレーン1本、抹茶1本 

賞味期限：45日 

金箔が彩を添え

る、しっとり上質

なカステラです。 

4,860円 

直送のみ 

ゆうき生協が自信を持ってオススメす

る、根菜類・葉物類が豊富なこの冬の時

期限定！有機栽培の冬野菜を詰め合わせ

た、東温：和田丸有機グループの野菜ギ

フトセットです。普段使い慣れている、

ふるさとの土の香りのする野菜をあの方

へのご贈答用に是非どうぞ！ 

※直送の場合は送料が別途必要です。 

和田丸有機グループの冬の有機野菜ギフト用 

和田丸野菜ギフト 

翌週 

冬季 

限定 

品番９９９３ 1セット 2900円 送料別途 

ゆうき生協で普段供

給している、熊野養

鶏さんの卵をギフト

用に詰め合わせまし

た。安 心・安 全 な ゆ

うきの卵は贈り物に

も最適です。 

↑２０個入りは箱タイプ 
常温 

↓３０個入りは手さげタイプ 

生産者：四国中央：熊野養鶏さん 

冬季限定ギフト！ たまごギフト 

※直送の場合は別途送

料が必要になります。 
翌週 

9995 20個入 915円 

9996 30個入 1300円 

送料別途 

7901 有機温州みかん（愛媛県産） 5kg 1750円 

7902 有機温州みかん（愛媛県産） 10kg 3450円 

7903 有機温州みかん（大西産） 5kg 1850円 

7904 有機温州みかん（今治：丹下さん） 3㎏ 2000円 

愛媛県産有機温州みかん    

県内の生産者のおいしいみかんを今年もよろしくどうぞ！ 

贈答用の注文も受付中です。今年は量が少ない

ので、早めにご注文して下さい。よろしくお願

いします 

翌週 

※直送の場合は別途送料が必要になります。 



ムソーのクリスマス企画注文書 注文締切 - --１１月０４週（１１／２２｛火｝～１１／２５｛金｝）

配送予定- -１２月３週（１２／２０｛火｝～１２／２３｛金｝） ゆうき生協の加工基準に合わない供給品は、品番を外しています。

品番 単位 特価 配送状態 原材料

7001 直径約15cm 4104 冷凍
生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、苺、牛乳、米粉、有機ドライイチジク、
バター、甘酒、有機ドライクランベリー、水あめ、有機レモン果汁、食塩、ゼラチン、パルメザンチーズ

7002 直径約15cm 3456 冷凍
生クリーム（生乳（北海道産））、クリームチーズ、卵、砂糖（粗糖）、牛乳、米粉、バター、甘酒、有機ド
ライイチジク、有機ドライクランベリー、有機レーズン、有機レモン果汁、食塩

7003 直径約12cm 3348 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、全卵、チョコレート、小麦粉、ココアパウダー、牛乳、バター、は
ちみつ、ゼラチン/香料、（一部に乳成分・小麦・卵、ゼラチンを含む）

7004 長さ約16cm 2916 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、卵黄、卵白、小麦粉、バター、牛乳、（一部に乳成分、小麦、卵
を含む）

7005 長さ約16cm 3024 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、砂糖、卵白、卵黄、チョコレート、小麦粉、ココアパウダー、バター、ハ
チミツ、牛乳、/香料、（一部に乳成分・小麦・卵を含む）

7006 長さ約16cm 3456 冷凍
クリーム（乳製品）（国内製造）、蒸し栗ペースト、砂糖、卵白、卵黄、栗甘露煮（渋皮付）、小麦粉、バ
ター、牛乳、（一部に乳成分・小麦・卵を含む）

長さ約19cm 1620 冷凍
液卵（国内製造）、砂糖、小麦粉、クリーム、食用なたね油／膨張剤、
（一部に小麦・卵・乳成分を含む）

7008 １本(約240g) 1340 冷凍
鶏肉(国産）、たれ（砂糖、醤油、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、生姜、にんにくペースト）、（一
部に鶏肉・小麦・大豆を含む）

7009 １本(約240g) 1037 745 冷凍
鶏肉(国産）、たれ（砂糖、醤油、発酵調味料、ばれいしょでん粉、清酒、生姜、にんにくペースト）、（一
部に鶏肉・小麦・大豆を含む）

7010 300g 1372 965 冷凍
鶏肉(国産)、塩麹、食塩、香辛料、清酒、衣（小麦粉、ばれいしょでん粉、牛乳、コーンフレーク、パン粉、チキンスープ、鶏卵、
食塩、ガーリックパウダー、香辛料、カレー粉)、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・乳成分・卵を含む）

7011 400g 1275 940 冷凍
鶏肉(国産)、清酒､醤油、食塩、香辛料、ガーリックパウダー､チーズ、カレー粉、衣（ばれいしょでん
粉、小麦粉、パン粉）、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・大豆・乳成分を含む）

7012 400g 962 770 冷凍 鶏肉(国産)、小麦粉、鶏卵、砂糖、食塩、ばれいしょでん粉、ホワイトペッパー粉末、ガーリックパウダー、衣(パン粉、小麦粉、
鶏卵、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ブラックペッパー粉末)、揚げ油（なたね油）、（一部に鶏肉・小麦・卵を含む）

7013 150g 929 冷凍
エビ(インドネシア又はミャンマー)、食塩、酒、衣(パン粉(小麦を含む)、小麦粉、液卵、コショウ)、揚げ
油(菜種油)

7014 160ｇ×2 1599 冷凍
鴨肉（青森県）、玉ねぎ（国産）、パン粉[小麦粉（小麦（国産））、生イースト、食塩]、鶏卵、食塩、こしょう、ナツメ
グ

7015 240g 3240 冷凍
鴨ロース肉（青森県）、しょうゆ［大豆（国産）、小麦（国産）、食塩］、清酒、本みりん、砂糖（さとうきび
（喜界島））、ゆず果汁、たまりしょうゆ、かつお枯れ節、真昆布

7016 1枚(約22cm) 1512 冷凍

 生地 [ 小麦粉（小麦（九州産））、全粒粉（小麦（広島県産））、天日塩（オーストラリア産） ] 、具[ 有機トマト
ピューレー漬け（イタリア製造）、ナチュラルチーズ（生乳（北海道産）、食塩）、有機オリーブ油（スペイン製造）、
有機バジルペースト（イタリア製造）、天日塩（オーストラリア産）、有機胡椒]、（一部に小麦・乳成分・ カシュー
ナッツを含む）

7017 1枚(約22cm) 1707 冷凍

生地 [ 小麦粉(小麦（九州産））、全粒粉（小麦（広島県産））、天日塩(オーストラリア産) ]、 具 [ シーフードミック
ス（国内製造）、ホワイトソース（生乳（島根県産）、バター（北海道製造）、小麦粉（小麦（九州産）））、ナチュラル
チーズ(生乳（北海道産）、食塩）、有機オリーブ油(スペイン製造)、ローズマリー（広島県産）、有機胡椒、天日塩
(オーストラリア産)]、(一部に小麦・えび・いか・乳成分を含む)

7018 170g×2 778 冷凍
野菜(たまねぎ(国産)、ブロッコリー(国産)、にんにく)、有機マカロニ(小麦を含む、イタリア製造)、トマトピューレー
(国内製造)、ナチュラルチーズ(国内製造)、海老(マレーシア産)、牛乳(生乳(国産))、バター、なたね油(遺伝子組
換えでない)、チキンエキス調味料、小麦粉、ばれいしょでん粉(遺伝子組換えでない)、食塩

品　　名

エシカル苺のホワイトクリスマスチーズケーキ

純生ロールケーキ

フライドチキン（手羽元）

生キャラメルのクリスマスチーズケーキ

グラサージュショコラ

フライドチキン（骨なし）

若鶏の骨付きもも照り焼き

生チョコロールケーキ

和栗のロールケーキ

ふわふわ生シフォン

赤どり骨付きもも照り焼き

石窯ピザ・ｼｰﾌｰﾄﾞの自家製ﾎﾜｲﾄｿｰｽ

海老とブロッコリーのトマトソースグラタン

石窯ピザ・マルゲリータ

お徳用チキンナゲット

天然えびのサクサクポップコーンシュリンプ

本鴨ハンバーグ

本鴨のロース煮



ムソーのクリスマス企画注文書 注文締切 - --１１月０４週（１１／２２｛火｝～１１／２５｛金｝）

配送予定- -１２月３週（１２／２０｛火｝～１２／２３｛金｝） ゆうき生協の加工基準に合わない供給品は、品番を外しています。

品番 単位 価 格 特価 配送状態 原材料

7019 170g×2 756 冷凍
牛乳(生乳(国産))、有機マカロニ(小麦を含む、イタリア製造)、野菜(たまねぎ(国産)、ほうれん草(国産))、ナチュ
ラルチーズ(国内製造)、小麦粉、バター、しめじ、なたね油(遺伝子組換えでない)、えのき、ばれいしょでん粉(遺
伝子組換えでない)、砂糖(甜菜：遺伝子組換えでない)、食塩、チキンエキス調味料、こしょう

飲茶パーティセット 5品 3132 冷凍

【野菜たっぷり餃子１２個】具［野菜（国産（白菜、キャベツ、にら、にんにく、しょうが））、豚脂（国産）、粒状大豆たん白、パン粉
（小麦を含む）、ばれいしょでん粉、オイスターソース（大豆・小麦・いかを含む）、砂糖、食塩、チキンエキス、こしょう、一味唐辛
子］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【肉餃子１２個】具［野菜（国産（キャベツ、にら、白菜、玉ねぎ、にんにく、しょうが））、食肉（国産（豚肉、鶏肉））、豚脂（国産）、
塩こうじ、ばれいしょでん粉、ごま油、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、オイスターソース（大豆・小麦・いかを含む）、清酒、酵母エ
キス］、皮［小麦粉（小麦（国産））、食塩］、打ち粉［ばれいしょでん粉］
【海鮮えび焼売８個】具〔えび（べトナム、インドネシア）、野菜（国産（玉ねぎ、しょうが））、豚脂（国産）、いか（ペルー）、魚肉す
り身（たら（国産）、砂糖）、鶏肉（国産）、つなぎ（でん粉）、粒状大豆たん白、砂糖、発酵調味料、食塩、ごま油、こしょう］、皮
［小麦粉（小麦（国産））、食塩〕/重曹
【豚まん４個】皮［小麦粉（小麦（国産））、砂糖、牛乳、ラード（豚肉を含む）、イースト、食塩］、具［野菜（国産（キャベツ、たけの
こ、長ねぎ、しいたけ、玉ねぎ、しょうが））、豚肉（国産）、しょうゆ（大豆・小麦を含む）、豚脂（国産）、砂糖、ごま油、ばれいしょ
でん粉、清酒、こしょう］、打ち粉［小麦粉（小麦（国産））］／膨張剤
【海老ワンタン１５個】皮［小麦粉（小麦（国産））、でん粉、なたね油、食塩］、具［魚肉（えび（インドネシア）、いか（ペルー、チ
リ））、野菜（国産（玉ねぎ、長ねぎ、しょうが））、鶏肉（国産）、豚脂（国産）、ばれいしょでん粉、砂糖、食塩、ごま油、えびエキ
ス、小えび粉末、チキンエキス、こしょう］、打ち粉［ばれいしょでん粉］／重曹

7021 130ｇ 1944 冷凍
牛もも肉（国産）、赤ワイン、醤油（小麦・大豆を含む）、米発酵調味料、ハチミツ、ニンニク、
バルサミコ酢、バター

7022 放牧豚・ウインナーセット 100g×3種 1480 冷凍

【北海道放牧豚ポークウインナー（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料
【北海道放牧豚ハーブソーセージ（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、香辛料、砂糖（和三盆糖）
【北海道放牧豚粗挽きウインナー（100ｇ×1Ｐ）】
　豚肉（北海道産）、豚脂肪（北海道産）、食塩、砂糖（和三盆糖）、香辛料

7023 80ｇ 648 冷凍 秋鮭（北海道）､食塩

7024 50g 238 常温
とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでない））、食
塩

7025 120g 605 常温
とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、水飴、砂糖（三温糖）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでない））、
チョコレート、キャラメルソース（生クリーム(乳成分を含む）、スィートコーンペースト、ピーナッツペースト、アーモ
ンドペースト)、ハチミツ、アーモンドスライス、食塩　／　レシチン（大豆由来）

7026 120g 573 常温
とうもろこし（国産）（遺伝子組み換えでない）、水飴、砂糖（三温糖）、菜種油（菜種（遺伝子組み換えでない））、
キャラメルソース（生クリーム（乳成分を含む）、スィートコーンペースト、ピーナッツペースト、アーモンドペース
ト）、バター、食塩　／レシチン（大豆由来）

1セット 713 常温

【とうもろこしでつくったパフスナック塩味】コーングリッツ（とうもろこし(北海道産))、植物油脂(パーム油)､砂糖(て
ん菜(国産))､食塩､焼昆布粉末(昆布(北海道産))
【アップルグミ】水飴(国内製造)､砂糖(てん菜(国産))､濃縮りんご果汁(りんご(国産))､ゼラチン､粉末オブラート/酸
味料(クエン酸)､ゲル化剤(ペクチン)､光沢剤
【ねじりん棒ミニパック】小麦粉(小麦(国産))､甘藷でん粉､植物油脂(パーム油､米油)､食塩/ベーキングパウダー
【フルーツラムネ】砂糖(てん菜(国産))､コーンスターチ､馬鈴薯でん粉(馬鈴薯(国産))､濃縮果汁(オレンジ､いち
ご)､デキストリン/酸味料(クエン酸)､ブドウ色素､ベニバナ黄色素
【元気カリポテミニ】乾燥マッシュポテト(ドイツ製造)､植物油脂(米油)､小麦粉(小麦(国産))､コーンスターチ､砂糖
(三温糖)､食塩､オニオンパウダー､鰹節エキス（小麦を含む)､昆布エキス､椎茸エキス/貝殻未焼成カルシウム
【元気ミレービスケット】ビスケット(小麦粉(小麦(国産))､砂糖(てん菜(国産))､ショートニング､ぶどう糖､食塩)､植物
油脂(米油､パーム油)､食塩/膨張剤(重曹､重炭酸アンモニウム)

7028 750ml 1815 常温 有機りんご（100％）/　二酸化炭素

7029 750ml 1815 常温 有機りんご（91％）、有機ラズベリー（9％）/二酸化炭素ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞ有機ﾘﾝｺﾞ&ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰｼﾞｭｰｽ

品　　名

スパークリング有機リンゴジュース

クリスマスお菓子袋・ツリー＆アニマル

ほうれん草ときのこのペンネグラタン

神居牛のローストビーフ

秋鮭スモークサーモン

ポップコーン・あっさり塩味

ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ・ﾊﾆｰｱｰﾓﾝﾄﾞ＆ﾁｮｺレート味

ポップコーン・キャラメル味
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品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価 品番 品　　名 単位 価 格 特価

単品野菜と、その加工品等各種！ 単品野菜と、その加工品等各種！ 　　　　　　　　　　　 ゆうき生協のお米＆もち米　　　　　　　　　　　　　　

9902 たまねぎ「北海道」 2kg 580 9929 たまねぎ「北海道」 1㎏ 315 9956 有機もち米（玄米）「今治」 1kg 700

9903 じゃがいも「今治」 2kg 650 9930 じゃがいも「今治」 1㎏ 355 9957 有機もち米（白米）「今治」 1kg 765

9904 かぼちゃ「和田丸」 1ｋｇ当り 235 9931 地元産しょうが「今治・南予生産者」 200ｇ 310 9958 てんたかく（玄米） 10kg 6800

9905 人参「今治」 500ｇ 195 9932 乾燥ごぼう「くまもと有機の会」 30ｇ 415 9959 てんたかく（白米） 10kg 7725

9906 水菜「今治・和田丸」 200g 140 9933 干しレンコン「肥後れんこんの里」 60ｇ 295 9960 てんたかく（玄米） 5kg 3500

9907 さつまいもB級「今治」 1kg 310 9934 レンコン「肥後レンコンの里」 400ｇ 335 9961 てんたかく（白米） 5kg 3980

9908 里芋「今治」 1kg 465 9936 その他雑穀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9909 菊芋「和田丸」 500g 385 柑橘類や果物等と、その加工品各種　　　　  　　 9963 もち麦「共同農産」 500ｇ 500

9910 筍芋「和田丸」 1kg 465 9938

9911 タメ芋「和田丸」 400g 250 9939 冷凍ブルーベリー「八幡浜」 500ｇ 2475 2045 内子町小田　炭の会

9912 人参芋「西条」 1kg 465 9940 レモン１級 500ｇ 320 9980 雑木　木炭（切炭） 2ｋｇ 750

9913 ヤーコン「和田丸」 1kg 465 9941 レモン２級 500ｇ 165 9981 雑木　木炭（小割れ） 2ｋｇ 520

9914 小松菜「今治」 200g 140 9942 キウイフルーツ（香緑）「西条」 1kg 635 ゆうき生協おすすめ農産物！：翌々週配送

9915 はやと瓜「和田丸・南予生産者」 2個入り 155 9943 温州みかん「愛媛県産」 2kg 700 8901 サンふじ：箱：長野：水野さん 約5kg 3650

9916 ピーマン「和田丸」 300g 165 9944 温州みかん「大西」 2kg 750 8902 サンふじ：箱：長野：小坂さん 約3kg 1950

9917 ネギ「今治・和田丸」 200g 250 9945 温州みかん：箱（愛媛県産） 10kg 3450 8903 サンふじ：袋：青森：斎藤さん 約900g 770

9918 京ネギ「和田丸」 300g 370 9946 温州みかん：箱（大西産） 5kg 1850 8904 シナノスイート：箱：長野：小坂さん 約3kg 1950

9919 ほうれん草「今治」 200g 140 2021度産ゆうき生協のお米　　　　　　　　　　　　　　 8905 シナノゴールド：箱：長野：小坂さん 約3kg 1950

9920 ゴボー「今治」 400g 310 9948 昨年度産にこまる（玄米） 10kg 6170 5580 8906 シナノゴールド：袋：青森：斎藤さん 約900g 740

9921 ぎんなん「和田丸」 200g 435 9949 昨年度産にこまる（白米） 10kg 6980 6310 8907 名月：箱：長野：小坂さん 約3kg 1950

9922 ズイキ「和田丸」 200g 110 9950 昨年度産にこまる（玄米） 5kg 3260 2950 8908 王林：袋：青森：斎藤さん 約900g 740

9923 冬瓜「南予生産者」 1ｋｇ当り 350 9951 昨年度産にこまる（白米） 5kg 3630 3285 8909 青林：箱：長野：小坂さん 約3kg 1950

9924 タカノツメ「和田丸」 20本 155 和田丸のおもち　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8910 本カリン 1kg 590

9925 大根「今治」 1本 155 9953 玄米もち 750ｇ 995 8911

9926 にんにく「北海道：まほろば」 200g 470 9954 よもぎもち 750ｇ 995 8912 富有柿：和歌山：ばんじろう村 800g前後 590

9927 9955 白もち 750ｇ 995 8913
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乳製品・調味料・嗜好品等、無添加乾物各種です。 乳製品・調味料・嗜好品等、無添加乾物各種です。 こだわりの生活用品です。

9002 赤玉チーズ 180g 1210 9029 からだにやさしいごぼうスープ 42ｇ 375 9056

9003 プロポローネチーズ 380ｇ 2285 9030 からだにやさしいかぼちゃスープ 42ｇ 375 9057 入れ歯洗浄剤 160ｇ 475

9004 有機ココナッツミルク 400ml 475 9031 からだにやさしいポタージュ 42ｇ 375 9058

9005 有機エキストラバージン ココナッツオイル 360g 2485 9032 青汁（粉末タイプ）　徳用 3ｇ*30包 2800 9059

9006 卵油 300粒 4995 9033 青汁（粉末タイプ） 3ｇ*10包 1210 9060
重炭酸入浴剤
ナチュラルバスお試し用

2個 510

9007 小玉こんにゃく 200ｇ 130 9034 石臼挽き食べるお茶 50ｇ 475 9061
重炭酸入浴剤
　　　　ナチュラルバス

10個入り 2750 2420

9008 つきこんにゃく 200ｇ 125 9035 小田茶（上） 100ｇ 645 9062

9009 ブルーベリージャム（ムソー） 200ｇ 765 9036 小田茶（中） 100ｇ 415 休止中 くすの木しょうのう 10ｇ*8袋 1405

9010 黒にんにく 30ｇ 700 9037 有機レモン唐辛子　HOTソース 100ｇ 350 9064 くすの木せんこう 70ｇ 900

9011 松田のマヨネーズ（甘） 300g 595 9038 9065 安田節子講演録：いのちのたね １部 110

9012 松田のマヨネーズ（辛） 300g 595 9039 七穀（徳用） 1ｋｇ 2400 9066 つりさげ式ブリキ線香皿 1個 1510

9013 9040 七分づき押し麦 800ｇ 355 9067 桧の箸10膳 10膳 2200

9014 国内産トマトケチャップ 200ｇ 590 9041 吉原食料の小麦粉（中力粉：特級） 1ｋｇ 375 9068 桧の菜箸（角形） 1膳 630

9015 9042 古代米（三種ブレンド）：兵頭産業 200g 300 285 9069 桧の菜箸（先細） 1膳 560

9016 9043 赤米：兵頭産業 200g 300 285 9070 エコひもくん 1巻き80ｍ 195

9017 浅漬けの素 360ml 385 9044 植物素材のホワイトソース風ルウ 110g 420 9071 ソンバーユ 70ｍｌ 1960

9018 麻婆の素 225ｇ 405 9045 さば味噌煮缶 230g 300 9072

9019 糸かんてん 16ｇ 500 9046 さばカレー煮缶 230g 320 9073

9020 むき身無塩落花生 80g 610 9047 9074

9021 しいたけパウダー「恩地さん」 50ｇ 665 9048 こどもハヤシ（秋川牧園） 100ｇ 270 9075

9022 小梅干し 200g 940 9049 こどもキーマ（秋川牧園） 100g 270 9076

9023 純米富士酢（大） 1.8L 1685 9050 9077

9024 三河本みりん（大） 1.8L 2745 9051 9078

9025 三河有機本みりん（大） 1.8L 3840 ザイオンバレーファームのブルーベリージャム 9079

9026 なたね油「影山製油」 1L 3300 9053 ブルーベリージャム（大） 480g 1715 9080

9027 紅花油「影山製油」 1L 2955 9054 ブルーベリージャム（小） 240g 930 9081
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こだわりの生活用品です。 こだわりの生活用品です。 松山：小池養蜂園のハチミツ各種

9083 天然重曹（徳用） 2ｋｇ 1000 9109 八坂洗濯用液体石けん
（1Lの計量カップ付容器入り）

1L 815 735 9136 みかん蜂蜜（大） 1ｋｇ 3230

9084 へちま水 150ｇ 1255 9110 酸素系漂白剤 430ｇ 590 530 9137 春の蜜（大）「松山：小池養蜂園」 1ｋｇ 3370

9085 ナチュロントイレ洗い石けん 400ｍｌ 580 525 9111 風呂洗い石けん 500ｍｌ 680 615 9138 春の蜜（小)「松山：小池養蜂園」 500ｇ 1750

9086 9112 ハンドクリーム　ミニ 20ｇ 380 okierakanonのタオル製品

9087 ナチュロントリートメント 180ｇ 1300 1170 9113 大人用馬毛ハブラシ(普通） ３本 560 9140 バスタオル　プレーン 1枚 1450

9088 ナチュロントーンアップハンドクリーム 40ｇ 1175 9114 ミニ馬毛ハブラシ ６本 740 9141 バスタオル　ストライプ 1枚 1450

9089 ナチュロン　リップクリーム 4g 650 9115 オリーボディーソープ 450ｍｌ 1400 1270 松山：くるみの森のパン各種

9090 モイストローション 100ｍｌ 1700 1530 9116 詰替え用　オリーボディーソープ 400ｍｌ 1000 900 9145 クッキーの小山 2個入り 310

9091 モイストローション（詰替） 100ｍｌ 1350 1215 9117 オリーボディーコンディショナー 450ｍｌ 1400 1270 9146 ブルックリン（ぼうしパン） 2個入り 310

9092 ベビーボディクリーム 50ｇ 660 9118 詰替え用　オリーボディーコンディショナー 400ｍｌ 1000 900 9147 黒ごまフランス 1個入り 360

9093 ベビー全身シャンプー 300ｍｌ 1000 900 9119 9148

9094 ベビーＵＶクリーム 30ｇ 550 9120

9095 ベビーソープ（枠練り） 100ｇ 680 9121

9096 ベビーオイル 40ｍｌ 1500 9122

9097 セスキ炭酸ソーダ：ボトル 500g 420 9123 冷蔵・冷凍品各種　　保存に注意！

9098 ナチュロンシャンプー（ポンプ式） 500ｍｌ 1200 1080 9124 9151

9099 ナチュロンリンス（ポンプ式） 500ｍｌ 1200 1080 9125 9152 手造り甘酒「大洲：梶田商店」冷蔵 200ｇ瓶入り 515

9100 オリーヘアソープ（ポンプ式） 450ｍｌ 1650 1485 9126 9153 フジワラの手作り青汁（冷凍扱い） 90ml*7袋 1060

9101 オリーヘアコンディショナー（ポンプ式） 450ｍｌ 1650 1485 9127 9154 焼きとうふ 2枚 265

9102 ナチュロン台所石けん（ポンプ式） 500ｍｌ 520 470 数量限定供給品！ 9155 がんもどき 3個 265

9103 ナチュロンハンドソープ（ポンプ式） 260ｍｌ 520 470 9129 小豆島オリーブオイル 180ｇ 4455 4230 9156 ソフト豆腐（小） 300ｇ 200

9104 ナチュロンボディーソープ（ポンプ式） 500ｍｌ 1200 1080 9130 干ししいたけスライス 50ｇ 395 9157 もめん豆腐（小） 300ｇ 200

9105 フェイシャルローション 100ｍｌ 1600 1440 9131 酒の粕 1kg 445 425 9158 ホシノ天然酵母 250ｇ 960

9106 よもぎ湯（お風呂用） ５袋 510 9132 中島ロマンひじき 50ｇ 600 9159

9107 台所用固形石鹸（小） 150ｇ 150 135 9133 9160

9108 ナチュロンお風呂洗いスポンジ 1個 495 9134 ＯＧメープルシロップ 250ml 1275 9161
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ゆうきのジュース、ケースで購入：５％OFF ジュース各種 冬季限定：翌週配送

9163 アップルキャロットジュース 195ｇ*30缶 4430 9189 有機にんじんジュース 160ｇ*10缶 1590 9601 キムチ鍋スープ　3～4人前 600g 305

9164 有機果実と野菜のジュース 190ｇ*30缶 4470 9190 野菜ジュース 190ｇ*10缶 1100 9602 みそちゃんこ鍋スープ　3～4人前 600g 305

9165 有機野菜飲むならこれ１日分 190ｇ*30缶 4480 9191 無塩トマトジュース 160ｇ*10缶 1465 9603 ごま豆乳鍋スープ　3～4人前 600g 305

9166 トマトジュース 190ｇ*30缶 3085 9192 ぶどうサイダー+レモン 250ml*10缶 1290 9604 寄せ鍋スープ　3～4人前 600g 305

9167 有機にんじんジュース 160ｇ*30缶 4470 9193 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*10缶 1290 9605 とり塩鍋スープ　3～4人前 600g 305

9168 野菜ジュース 190ｇ*30缶 3085 9194 ジンジャエール 250ml*10缶 1290 9606 栗しぐれ 100g 320

9169 レモンサイダー 250ml*30缶 3500 9195 ＯＧぶどうジュース：10本 160ｇ*10缶 1540 9607 ミニどら焼き 6個入り 335

9170 無塩トマトジュース 160ｇ*30缶 4225 在庫限り！夏季限定供給品：翌週配送 9608 しょうが湯（徳用） 20g×18袋 965 915

9171 国産有機野菜ジュース 125ｍｌ*18本 2565 9501 菊花せんこう 30巻 1060 9609 しょうが湯 20g×5袋 300 285

9172 ぶどうサイダー+レモン 250ml*30缶 3500 9502 角型ミニ菊花せんこう 32巻 855 9610

9173 ジンジャエール 250ml*30缶 3500 9503 長時間用菊花せんこう 20巻 1195 9611 ナチュラルチョコレート：ミルク 60g 380

9174 有機フルーティーMIXジュース＋野菜 195g*15缶 2340 9504 蚊取り線香　MONE　もね 20巻 970 9612 ナチュラルチョコレート：スイート 60g 380

休止中 りんごジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9505 菊花防虫スプレー 180ｍｌ 1395 9613 ナチュラルチョコレート：ホワイト 60g 380

9176 キャロットジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9506 東温産むぎ茶 400ｇ 330 315 9614 ナチュラルチョコレート：ビター 60g 380

9177 トマトジュース（12本）「津南」 350ｍｌ×12本 3080 9507 コーヒーリキッド 1000ｍｌ 585 560 9615 ナチュラルチョコレート：抹茶 60g 380

9178 りんごジュース（6本） 1L×6本 3735 夏季限定アイス各種！：翌週配送

9179 トマトジュース（6本）「津南」 1L×6本 3450 9509 ミルクキャンディー 6本入り 740

9180 オーガニックアップルサイダー＋レモン 250ml*30缶 3500 9510 宇治金時キャンディー 6本入り 740

9181 有機人参使用まるごとジュース 200ｍｌ 325 9511 みかんキャンディー 6本入り 740

9182 ＯＧぶどうジュース：30本 160ｇ*30缶 4390 9512

こだわりのビール！ ゆうき生協生産者の柑橘ジュース：翌週配送

9185 オーガニックビール 350ｍｌ×6本 1705 9513 大三島みかんジュース 720ml 720 685 天然酵母やまそだちの企画　　　　　　　　　　　　　　

9186 オーガニックビール（徳用） 350ｍｌ×24本 6730 9514 9704 バジルペースト(小) 72ｇ 420

福岡自然農園の自然の柑橘ジュース 9515 9705 バジルペースト(大) 140g 820

9187 甘夏ジュース 500ml 925 9516 ゆうき生協のパンフレット

9188 柑橘MIXジュース 720ml 925 9517 9999 ご案内パンフレット（カラー） 1冊 0
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海産物＝島根県・渡辺水産　　　　　　　　　　　　 海産物＝高知：高生連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大分：下郷農協の供給品　　　　　　　　　　　　　

8002 天 然 ヤ ズ：切り身４切れ 約180g 325 8029 きびなごからあげ 140ｇ 455 8056 耶馬渓地鶏：ササミ 200ｇ 775

8003 ハタハタ丸干し：小 8尾 375 8030 あじフライ（4～5枚） 110ｇ 505 8057 耶馬渓地鶏：手羽先 300ｇ 1100

8004 ノド黒丸干 250ｇ 360 8031 きびなごフライ 120ｇ 505 8058 耶馬渓地鶏：手羽元 300ｇ 1000

8005 冷凍カキ 200ｇ 695 8032 鰹の角煮 約100ｇ 505 8059 耶馬渓地鶏：砂ずり 300ｇ 440

8006 天然芝エビ（有頭） 160g 370 8033 土佐の天然ぶり・切り身 約190ｇ 555 8060 耶馬渓地鶏：ブツ切り 300ｇ 725

8007 あんこう切り身 200ｇ 475 8034 いわしのフィーレ 150ｇ 420 8061 耶馬渓地鶏：手羽身 300ｇ 910

8008 細もずく 100g 250 8035 さばフィーレ 250ｇ 520 8062 耶馬渓地鶏：肝 300ｇ 440

8036 土佐の色々セット（２種） 400ｇ以上 895 8063 黒豚トンカツ：２枚 200ｇ 1325

8037 土佐の色々セット　３種入り 約600ｇ 1375 8064 黒豚ローススライス 200ｇ 1325

8038 土佐の藁焼鰹たたき 約130g 930 8065 黒豚モモスライス 200ｇ 925

三陸水産の昆布　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8039 土佐の鰹刺身用（ブロック） 約100ｇ 800 8066 黒豚バラスライス 200ｇ 1140

8012 刻みねこあし（がごめ昆布） 50g 560 8040 8067 黒豚モモブロック 400ｇ 1600

8013 刻み昆布 100g 650 8041 8068 黒豚バラブロック 400ｇ 1850

8014 北海道産早煮昆布 100g 490 8042 8069 黒豚ヒレブロック 400ｇ 2150

8043 8070 牛内モモスライス 200g 1920

ムソーの漬物企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8044 8071 牛肩ローススライス 200g 2555

8017 白菜キムチ漬け 200ｇ 330 8045 8072 牛サーロインステーキ １枚 2650

8018 マイルドしば漬け 90g 350 8046 8073 牛ヒレステーキ ２枚 3840

8019 紅かぶら漬け 150ｇ 295 8047 8074 牛モモブロック 200ｇ 1920

小池養蜂園のさくらのはちみつ　　　　　　　　　　　 8048 8075 牛カルビ 200ｇ 2570

8020 さくらのはちみつ 500g 2810 8049 休止中 小麦粉 1ｋｇ 675

地元今治産”ポップコーン企画” 8050 8077 麦茶（下郷農協） 400ｇ 440

8022 ポップコーンの種　小 60ｇ 270 230 8051 8078 下郷プリン 90ｇ×3個 540

8023 ポップコーンの種　大 210g 875 745 8052 8079 下郷農協の飲むヨーグルト（大） 500ml 610

まんがら農園 8053 8080 下郷農協の飲むヨーグルト（小） 150ml 250

8025 古代の香り（古代米5種混合） 300ｇ 860 8054 8081
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秋川牧園の鶏・黒豚肉・冷凍加工品 ”となりのさかな屋”の切身セット

8083 フライドチキン 300ｇ 965 8111 おまかせ 季節の青背魚セット
（一口サイズ）二人分×2パック

約120g×2ｐ 875 8137 山椒（さんしょう） 10g 465

8084 フライドチキン（手羽元） 400ｇ 940 8112 おまかせ 季節の青背魚セット
（一口サイズと大き目切り身セット）

約120g×2ｐ 875 8138

8085 黒豚ロースブロック 500ｇ 1585 8113 おまかせ 季節の青背魚セット
(大き目切り身×2パック）

約120g×2ｐ 875 8139 純白玉粉 150ｇ 270

8086 黒豚バラブロック 500ｇ 1240 8114 おまかせ 季節の白身魚セット
（大き目切り身×２パック

約120g×2p 1100 8140 からあげ粉 120 245

8087 黒豚バラしゃぶしゃぶ用 200ｇ 540 8115 おまかせ 季節の白身魚セット
（大き目切り身・一口サイズ切り身のセット）

約120g×2ｐ 1100 8141 お米のホットケーキミックス 200ｇ 295

8088 黒豚ロースシャブ 200ｇ 655 8116 骨無し切り身　塩焼き用セット 約120g×2p 1100 8142 麹屋甚平・熟成ぬか床 1ｋｇ 500

8089 黒豚バラ焼肉用 200ｇ 540 8117 用途別の骨なし切身セット（ムニエル用） 約120g×2p 1100 8143 補充用ぬか　(ドライ） 400ｇ 255

8090 フライパンで簡単チキンバー 200ｇ 470 8118 用途別の骨なし切身セット（煮付け用） 約120g×2p 1100 8144 ぬか床（容器付） 1.2ｋｇ 635

8091 手羽元開き（バラ凍結） 1ｋｇ 1515 8119 用途別の骨なし切身セット（揚げ物用） 約120g×2p 1100 8145 乾燥玄米こうじ 500g 980

休止中 ムネ肉（バラ凍結） 1ｋｇ 735 8120 刺身の盛り合わせ2人前 約90ｇ×２P 1450 8146 梅肉エキス（粒） 90ｇ 2850

8093 若鶏手羽先煮物 180ｇ 580 8121 天然マダイのかぶと煮用 2人前 390 8147 梅肉エキス（液） 90ｇ 3095

8094 若鶏手羽元ゆずこしょう焼き 250ｇ 545 8122 国産湯通しわかめ 約50ｇ×3P 300 8148 富士玄米黒酢 900ｍｌ 2275

8095 骨付きてりやきチキン 300ｇ 725 8123 [愛媛県産]釜揚げしらす 50ｇ×4P 740 8149 国内産十割そば 200g 510

8096 若鶏ささみ天 200ｇ 490 8124 鯛めし用　姿 約180g～230g 570 8150

8097 手羽元チューリップ（バラ凍結） 300ｇ 525 8125 骨抜き秋鮭 120g×2パック 975 8151 国内産素干しえび（ムソー） 30g 300

8098 鶏がら 500ｇ 300 8126 8152 かつお削り節パック ５袋 470

8099 鶏肝のコンフィ 106g 300 8127 8153 国産特別栽培米・発芽玄米 120g×5 1010

8100 焼くだけ！骨付きタンドリーチキン 500ｇ 795 牛肉＝高知：高生連　ノンホモ牛乳の牛 8154 北海道全粒粉くるま麩 6枚 400

8101 やきとり5種盛り合わせ（10本入り） 275g 1125 8129 山地酪農牛肉ブロック 400ｇ 1150 8155 れんこんの粉「肥後れんこんの里」 100g 540

8102 黒豚バラ炒め物用（小間切れ） 200ｇ 620 休止中 山地酪農牛肉スライス 200g 595 8156 れんこん茶「肥後れんこんの里」 70g 1005

8103 休止中 山地酪農牛肉ミンチ 200g 475 8157 昆布粉末 50ｇ 425

8104 8132 8158 国内産ハトムギ（桜井食品） 150g 600

8105 8133 8159 ねり胡麻 （チューブ）：白 160ｇ 585

8106 8134 8160 ねり胡麻 （チューブ）：黒 160ｇ 585

8107 8135 8161 無双本葛（粒） 110ｇ 675

8108 8136 8162 無双本葛（粉） 80g 530

調味料＆乾物です
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8164 きくいもパウダー 50ｇ 740 8191 お魚チップス（のど黒入り） 40g 340 8218 包み黒糖あめ 95ｇ 185

8165 きくいもチップス 100g 750 8192 有機玄米プラス・黒胡麻 40g 195 8219 抹茶ゼリー 120g 215

8166 こどものためのレトルトカレー 80g×2 325 8193 有機玄米プラス・キヌア＆チアシード 40g 195 8220 野菜スナック 55ｇ 220

8167 こどものためのレトルトハヤシ 80g×2 325 8194 赤ちゃんせんべい 14枚 255 8221 小魚スナック 55ｇ 220

8168 こどものためのレトルトコーンシチュー 80g×2 325 8195 豆かんてん 155ｇ 275 8222

8169 有機玄米とにんじんのポタージュ 135ｇ 310 8196 きな粉黒みつ寒天 160ｇ 275 8223

8170 有機玄米とかぼちゃのポタージュ 135ｇ 310 8197 純国産ポテトチップス（うすしお味） 55g 195 8224

8171 国産なたね油 450ｇ 820 8198 純国産ポテトチップス（和風だし） 53g 190 8225

8172 国産なたねサラダ油 450ｇ 830 8199 純国産ポテトチップス（柚子味） 53g 190 8226

8173 紅はるか干し芋 100g 455 8200 純国産えびせんべい 65g 235 8227

8174 米粉のおやつ 6個 205 8201 純国産きなこかりんとう 95g 225 日用雑貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8175 玄米ポン煎 ７枚 290 8202 純国産北海道おかき：とうもろこし 46g 240 8229 ぬかカイロ 1個 1660

8176 8203 北海道産オートミール 300g 715 8230 ぬかカイロ（カバーなし） 1個 1265

8177 OGインスタントコーヒー（瓶） 100ｇ 1470 8204 純国産芋けんぴ 125g 230 8231 ぬかアイピロー 1個 1205

8178 柿茶 4ｇ×28袋 3150 8205 やさしいラムネ 13g×5 250 8232 オーガニックUVミルク（日焼け止め） 30ｍｌ 2820

8179 国産いり白ごま 35g 600 松山：Ökol　松尾さん　無添加お菓子＆ケーキ

8180 8233 フルーツケーキ 1本 1680

8181 奥出雲生蕎麦 100ｇ×2食 400 8234 フルーツケーキ（小） 1本 860

8182 乾燥きくらげ 30ｇ 680 8235 チョコクッキー（小） 50ｇ 260

8183 無添加・だしパック：鰹昆布だし 7g×8p 635 8236 チョコクッキー（大） 100ｇ 490

8184 無添加・だしパック：精進だし 7g×8p 635 7501

8185 焼きめざし 39g 280 7502

8186 玄米フレーク（有糖） 150ｇ 405 7503

8187 玄米フレーク（砂糖無し） 150ｇ 385 7504

8188 青のり粉（ムソー） 4ｇ 340 7505

8189 有機白だし 360ml 1185 7506

調味料＆乾物です。 お菓子類です。 お菓子類等です。
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”宇和島練り物みよし”企画　〈冷凍〉 ”TONTON”さんの供給品　　 ”TONTON”さんの供給品　　　　　　  　　　　　

8401 じゃこ天 50g×2枚 395 8521 豚バラスライス 200g 635 8548 豚ロースしゃぶ用 200g 925

8402 野菜じゃこ天 50g×2枚 395 8522 豚ローススライス 200g 930 8549 豚肩ロースブロック 約300ｇ 1140

8403 ニラ生姜じゃこ天 50g×2枚 395 8523 豚ミンチ 300g 745 8550 豚骨 400ｇ 160

8404 魚団子 150g 395 8524 ロースハムブロック 300ｇ 2190

かんこめさんの生イースト使用胚芽玄米パン 8525 スモークトハム 300ｇ 2445

8417 胚芽玄米パン 6枚切り 350 8526 骨付きハム １本 1785 季節限定供給品

隔週企画の供給品です　　　　　　　　　　　　　　　　 8527 ベーコンブロック 300ｇ 1630 8601 冨貴食研ごま鍋の素 150ｇ 345

8419 有機玄米セラピー・白胡麻 30ｇ 125 8528 ショルダーベーコン 300ｇ 1785 8602 冨貴食研塩レモン鍋の素 150ｇ 345

8420 有機玄米セラピー・黒胡麻 30ｇ 125 8529 ボンレスハムブロック 300ｇ 1680 8603 冨貴食研麻婆鍋の素 150g 345

8421 有機玄米セラピー・素焼き 30ｇ 115 8530 ショートウィンナー 130ｇ 630 8604 本くず湯（生姜） 23g×5袋 580

8422 有機玄米セラピー・うす塩 30ｇ 115 8531 フランクソーセージ 230g 850 8605 本くず湯（蓮根） 23g×5袋 580

8423 有機玄米セラピー・たまり醤油 30ｇ 115 8532 ポークカレーソーセージ 130g 680 8606 本くず湯（詰合せ） 23g×5袋 580

山口：秋川牧園の隔週企画供給品！ 8533 粗挽きポークソーセージ 130g 680 8607 しるこ（玉あられ付） 45g×5袋 655

8442 チキンソースカツ 150ｇ 450 8534 アグリィソーセージ 300ｇ 1275 8608 とり鍋セット（醤油） 550g 1155 1100

8443 お徳用チキンカツ（和風にんにく醤油） 500ｇ 1195 8535 チョリソーソーセージ 230g 850 8609 とり鍋セット（塩） 550g 1155 1100

隔週企画です！ 8536 豚バラブロック 約300ｇ 925 8610 いろいろ使える鶏つみれ 200g 365

8445 小倉ようかん 1個 150 8537 豚モモカット　4～6枚 約300ｇ 855 8611 青森県産本鴨鍋セット　小 2～3人前 3540

8446 国産野菜のかりんとう 20g×4袋 290 8538 豚肩ロース生姜焼き用 200g 810 8612 青森県産本鴨鍋セット　大 4～5人前 6820

8447 ふところ餅 110ｇ 300 8539 豚焼肉用 300ｇ 935

8448 純国産二色の煎り大豆 62g 245 8540 豚なんこつ 250ｇ 400

8449 北海道皮付きさきいか 40ｇ 575 8541 豚ロース生姜焼用 200g 925

8450 純国産北海道きなこねじり 110ｇ 310 8542 豚モモブロック 約300g 855

8451 純国産北海道バタークッキー 2枚×4包 320 8543 豚肩ローススライス 200g 810

8452 8544 豚ヘレ 約250g 1360

8545 トントロ 200g 890

8546 豚一口カツ 200g 580

8547 豚ロースカット　3枚 約300ｇ 1205
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UVカットをはじめとする化粧品各種　松山：ハンドクラップ 創健社のジロロモーニ・シリーズ 大好評！創健社の五目ちらし寿司の素

3001 フォーミングクレンザー 80ｇ 2625 3026 デュラム小麦　有機スパゲッティ 500ｇ 480 3050 国産野菜の五目ちらし寿司の素 125ｇ 490

3002 ピュアスキンオイントメント 30ｇ 3285 3027 デュラム小麦　有機スパゲッティーニ　 500ｇ 480

3003 モイスチャーライジングローション 2ｍｌ*60袋 3285 3028 デュラム小麦　有機リングイネ 500ｇ 480

3004 モイスチャーライジングエッセンス 30ｍｌ 4385 3029
全粒粉デュラム小麦
　　　　　　　有機スパゲッティ

500ｇ 480 月一企画！木頭村応援企画です

ハンドクラップ・サンカットクリーミーファンデーション 3030 デュラム小麦　有機ペンネ 250ｇ 345 3055 柚子南蛮 110ｇ 570

3006
サンカットクリーミーファンデーション
・ベージュレッド（ＢＲ）

11ｇ 2900 3031 デュラム小麦　有機フジッリ 250ｇ 345 3056 柚子ごしょう（赤） 45ｇ 570

3007
サンカットクリーミーファンデーション
・ベージュイエロー（ＢＹ）

11ｇ 2900 3032
デュラム小麦
　　　　　　　有機ファルファッレ

250ｇ 345 3057 柚子ごしょう（青） 45ｇ 570

3008
サンカットクリーミーファンデーション
・オークルライト（ＯＬ）

11ｇ 2900 3033
全粒粉デュラム小麦
　　　　　　　有機ペンネ

250ｇ 345 3058 木頭柚子しぼり：小 100ｍｌ 800

3009
サンカットクリーミーファンデーション
・オークルディープ（ＯＤ）

11ｇ 2900 3034 3059 木頭柚子しぼり：大 250ｍｌ 1625

ハンドクラップ・プレストパウダー 3035 有機バルサミコ酢 250ml 1705 3060 クラシックショコラ 260g 1755

3011
プレストパウダー
・ベージュレッド（ＢＲ）

11ｇ 2900 3036 有機トマトピューレ：バジル葉入り 350ｇ 460 3061 ゆずジャム 155g 460

3012
プレストパウダー
・ベージュイエロー（ＢＹ）

11ｇ 2900 3037
有機パスタソース
　　　　　　トマト＆バジル

300ｇ 650 3062 柚子マーマレード 145g 460

3013
プレストパウダー
・オークルライト（ＯＬ）

11ｇ 2900 3038
有機パスタソース
　　　　　　アラビアータ

300ｇ 650 3063 木頭ゆず湯 25g＊5袋 815

3014
プレストパウダー
・オークルディープ（ＯＤ）

11ｇ 2900 3039
有機パスタソース
　　　　　　トマト＆ナス

300ｇ 650 3064 山の湧水（１本） １.8ℓ 390

3015 専用コンパクトケース １個 440 3040
有機パスタソース
　　　　　　トマト＆ズッキーニ

300ｇ 650 3065 山の湧水（６本セット） １.8ℓ＊６本 2220

3016 専用パフ １枚 140 １ヶ月に一度の限定企画：くまもと有機の会 3066 やまももシャーベット 115g*2個 450

天然植物染料   「ヘナ」＆用備品 3042 全粒粉 500ｇ 725 3067 ゆずシャーベット 115g*2個 450

3018 ヘナ・スーパーブラウン 100g 2140 3043 押麦 500ｇ 910 3068 みかんシャーベット 115g*2個 450

3019 ヘナ・オレンジブラウン 100g 1410 3044 発芽玄米・ドライ 725ｇ 1730 3069 おからクッキー（プレーン） 85g 390

3020 ヘナ・ライトブラウン 100g 1410 3045 純正　なたね油 825g 1595 3070 おからクッキー（ごま） 85g 415

3021 ヘナ・ナチュラルブラウン 100g 1410 今治産の有機米使用！ 3071 おからクッキー（ゆず） 85g 415

3022 ヘナ用  刷毛 １本 540 3046 手造り塩麹 200ｇ 650 3072 ゆずマンジェ 30g 190

3023 ヘナ用  手袋 １組 540 3047 手造り醤油麹 200g 975 3073 ゆずマンジェ（箱入り） 30g×8個 1660

3024 ヘナ用  シャワーキャップ １組 490 3074 柚子ドリンク 180ｍｌ 225
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月一企画！奥出雲特産品企画です ハイパープランツ企画！エッセンシャルオイル他 ドライフルーツ・ナッツ各種

休止中 有精卵玉子スープ 6.5g*6袋 910 3101 ローズマリー（カンファー） 5ｍｌ 1530 3127 ローストアーモンド 90ｇ 805

3077 かれんずクラッカー 80g 290 3102 ローズ 150ｍｌ 1740 3128 プルーン 150ｇ 770

3078 ちいずクラッカー 80g 290 3103 ホホバオイル 50ｍｌ 2295 3129 干しいちじく（スミルナ） 150ｇ 885

3079 ぷれーんクラッカー 80g 270 3104 お肌のナチュラルガード 100ｍｌ 1375 3130 ウォールナッツ（くるみ） 80ｇ 805

休止中 奥出雲葡萄園のぶどうジュース 500ml 920 シャボン玉石けん 休止中 プレミアムマンゴー 50ｇ 660

3081 玄米ポン 85g 260 3109 シャボン玉浴用 1個 160 内子：中谷自然農園の月一企画：翌週配送

3082 出雲しょうが紅茶（ティーバッグ） 2g×15 475 3110 シャボン玉浴用 3個入り 3個 475 3136 中谷さんちのシフォンケーキ 4切れ 300

3083 出雲しょうが紅茶 50g 505 3111 シャボン玉せっけんハミガキ 140ｇ 440 3137 中谷さんちのシフォンケーキ（大） １ホール 705

3084 どらやき（小豆）  80g 270 3112 バブルガード（ボトル） 300ml 710 月一企画！ヘッド交換ブラシ サレド　　　　　　　　

ハイパープランツ企画！エッセンシャルオイル他 3113 バブルガード（詰替） 250ml 495 3139 本体付き（レギュラー）ホワイト 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3086 ゼラニウム（ブルボン） 5ｍｌ 2195 3114 無添加せっけんシャンプー 520ml 1120 3140 本体付き（レギュラー）グレー 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3087 ラベンダー（真正） 5ｍｌ 1720 3115 無添加せっけんシャンプー詰替 420ml 800 3141 本体付き（レギュラー）ベージュ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3088 イランイラン 5ｍｌ 1815 3116 無添加せっけんリンス 520ml 1120 3142 本体付き（レギュラー）ピーチ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3089 オレンジ（スイート） 5ｍｌ 1145 3117 無添加せっけんリンス詰替 420ml 800 3143 本体付き（レギュラー）オリーブ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3090 グレープフルーツ 5ｍｌ 1720 3118 シャボン玉洗たく槽クリーナー 500g 550 3144 本体付き（コンパクト）ホワイト 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3091 レモン 5ｍｌ 1145 3119 シャボン玉酸素系漂白剤 750ｇ 570 3145 本体付き（コンパクト）グレー 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3092 レモングラス 5ｍｌ 1145 3120 無添加ボディーソープ　本体 570ml 1120 3146 本体付き（コンパクト）ベージュ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3093 サイプレス 5ｍｌ 1530 3121 無添加ボディーソープ　詰め替え 470ml 770 3147 本体付き（コンパクト）ピーチ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3094 ジュニパー（ベリー） 5ｍｌ 1910 3122 台所用せっけん　本体 300ml 550 3148 本体付き（コンパクト）オリーブ 本体１ﾌﾞﾗｼ2 570

3095 ティートリー 5ｍｌ 1910 3123 台所用せっけん　詰め替え 275ml 285 3149 替えブラシのみ（レギュラー） 替えブラシ4ヶ 650

3096 ユーカリ（ラジアタ） 5ｍｌ 1530 3124
ふきふきせっけんバブルガード　本
体

300ml 945 3150 替えブラシのみ（コンパクト） 替えブラシ4ヶ 650

3097 フランキンセンス 5ｍｌ 2675 3125
ふきふきせっけんバブルガード
詰め替え

250ml 615

3098 クラリセージ 5ｍｌ 2675

3099 ペパーミント 5ｍｌ 1815

3100 マージョラム 5ｍｌ 1910
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にのらくのお茶各種 本の贈りもの　　　　　　　 本の贈りもの　　　　　　　

3153 緑茶 100g 1445 6911 ごちそうさまが、ききたくて。 1冊 1628 1480 6936 フェルトのお守りラッキーチャーム 1冊 1320 1200

3154 紅茶：ブレンド 70g 965 6912 簡単料理は簡単か？ 1冊 1870 1700 6937 あみぐるみ基本のきほん 1冊 1760 1600

休止中 紅茶：ファーストフラッシュ 35g 675 6913 お手軽気血ごはん 1冊 1760 1600 6938
フェルトの着せ替え人形
　　　　　　　　ヌイヌイちゃん

1冊 1650 1500

3156 紅茶：妖精の火香 autumnal 35g 560 6914 季節の不調が必ずラク～になる本 1冊 1760 1600 6939 山猫画句帖 1冊 2200 2000

月一企画！パラダイス＆ランチ 6915 中年女子のゆる薬膳。 1冊 1760 1600 6940 生きるみちしるべ 1冊 2200 2000

3202 元気ピザ 3枚 1390 6916 鉄分とれれば元気できれいに！ 1冊 1650 1500 6941 時のあわいに 1冊 3410 3100

6917 いくつになっても「骨」は育つ！ 1冊 1870 1700 6942
子どもが片づけしたくなる
　　　　　　　　　104のアイデア

1冊 1650 1500

チーズ工房醍醐の内子産チーズ 6918 ふとらないシフォンケーキ 1冊 1650 1500 6943 頭がよくなるこどものきりがみ 1冊 1430 1300

3205 トミーノチーズ 125ｇ 720 6919 こねない　ふとらない食パン 1冊 1650 1500 6944 じぶんでひらく絵本〈全4冊〉 1セット 1540 1400

3206 ＵＣＨＩＫＯ１８０ 80ｇ 720 6920 ふとらない米粉のお菓子 1冊 1650 1500 6945 どうぶつあれあれえほん・第4集 1冊 1320 1200

3207 モッツァレラ 100ｇ 580 6921 感動のチーズケーキ 1冊 1870 1700 6946 大判ゆかいなゆうびんやさんのクリス
マス

1冊 1980 1800

別所蒲鉾の無添加製品 6922 幸せのパウンドケーキ 1冊 1760 1600 6947 サンタさんのまほうのスノードーム 1冊 1430 1300

6001 魚ぎょっと骨入バーグ 110g 520 6923 檸檬とラクダの発酵菓子 1冊 1760 1600 6948 ピーターラビットのクリスマス
25の物語のアドベント

1冊 2750 2500

6002 白つみれ 110g 520 6924 チェリーのお菓子 1冊 1870 1700 6949 クマのプーさんのむかしむかし 1冊 2640 2400

本の贈りもの　　　　　　　 6925 つるんと、のどごしのいいおやつ 1冊 1760 1600 6950 ふたりはしんゆう 1冊 4070 3700

6901 ばぁばの100年レシピ 1冊 1870 1700 6926 ベースの５型とアレンジして作る服 1冊 1870 1700 6951 不思議の国のアリス 1冊 4400 4000

6902 ばぁばのおせち 1冊 1980 1800 6927
ぽっちゃりさんも
　　いろいろ気にせず着たい服

1冊 1870 1700 6952
アーノルド・ローベル
　　　　　ベストセレクト4

1冊 4180 3800

6903
ウー・ウェンの、
　わけあっておいしい野菜のおかず

1冊 1870 1700 6928
きれいに縫うための
パターン裁断縫い方の基礎の基礎

1冊 2035 1850 6953

6904 藤井恵の「からだが整う」おかゆ 1冊 1760 1600 6929 キモノ　リメイク　ソーイング 1冊 1870 1700 6954

6905 毎日おいしいびん詰め 1冊 1870 1700 6930 すてきな子ども服 1冊 1870 1700 6955

6906 おすし 1冊 2200 2000 6931 樋口愉美子　つながる刺繍 1冊 1870 1700 6956

6907 「乳酸発酵漬け」の作りおき 1冊 1650 1500 6932 蓬萊和歌子の刺繍 1冊 1980 1800 6957

6908 疲れた日のスープ頑張る日のスープ 1冊 1650 1500 6933 手縫いでちくちくどうぶつぬいぐるみ 1冊 1760 1600 6958

6909 渡辺有子のおいしさのもと 1冊 1870 1700 6934 レトロなかぎ針あみ 1冊 1760 1600 6959

6910 私の保存食ノート 1冊 1650 1500 6935 干支ぐるみ 1冊 1430 1300 6960


