
【１５０１】 ５袋詰 ￥２，３５０

【１５０２】 ８袋詰 ￥３，２５０

包装やのしの指定などお気軽にご相談ください。
※２〜３袋のセットなどもご⽤意できます。

ぷくぷくクッキーギフト
（クッキーとビスケットのセット、箱詰・包装・送料込）

ドリーマーぷくぷくつうはん
商品案内保存版

ぷくぷくクッキー・ビスケット

２０２２．４

【１０１１】 まぁぶる
卵たっぷりプレーン⽣地に純ココアで

マーブル模様に。男性にも人気。

【１０１２】 ミルクティ
べにふうき紅茶の茶葉たっぷりで香り

豊かな上品なクッキー。

【１０１３】 いよかん
四国産いよかんピールと国産みかん

ジュースか爽やか。

【１０１４】 ひまわり
ひまわりの種を粒のまま⼊れ、

おいしさ香ばしさをアップ︕︕。

【１０１５】 ほうじ茶
島根県のほうじ茶を⽣地に⼊れました。

芳しいかおりと味をお楽しみください。

【１０３５】 カフェオレ
ｵｰｶﾞﾆｯｸのコーヒーをよつ葉のノンホモ

牛乳に溶かして⽣地に⼊れました。

クッキー ￥３０８ （７０ｇ）

５～１０月 【１０３１】 ココナッツココア
ココア⽣地にココナッツオイルを

⼊れ、サクサク食感。

１１～４月 【１０３２】 お茶
島根の緑茶を⽯⾅で挽いた粉茶を

⽣地に⼊れ、爽やかな香りとちょ

ぴりのほろ苦さ。

１２～２月 【１０３３】 ジンジャー
甘さ控えめで⽣姜ならではの風味

が⼤人の⽅にも人気︕。

季節限定 ￥３０８ （７０ｇ）

【１００１】 ミルク
よつ葉のノンホモ牛乳たっぷり♪。

【１００２】 プレーン
丹波の新鮮な卵たっぷり♫。

クッキー ￥２５８ （７０ｇ）

【１０１６】 チーズ
よつ葉のシュレッドチーズがワイン

との相性ＧＯＯＤ︕︕。

クッキー ￥３３３ （６０ｇ）

【１００６】 プレーン
素材そのものを⽣かして作った

シンプルな味。

【１００７】 にんじん
有機にんじんを使ったナチュラルな

甘さ。

【１００８】 こくとう
さとうきび１００％の国産⿊糖を

使⽤したやさしい味わい。

ビスケット ￥２５８ （７０ｇ）

障がいをもつ人たちが中心に、

生地作り、型抜きや絞り出し、

オーブン、袋詰、検品などを担当し毎日手作り

しています。基本材料は国産小麦粉と粗製糖。

「クッキー」はよつ葉バターを使っています。

「ビスケット」はなたね油で作っています。

※本工場では卵・乳製品を含む製品を製造し

ております。 卵及び乳製品にアレルギーをお

持ちの方はご注意ください。
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格

3001 出雲・特選ほうじ茶 150ｇ ¥381

3002 お徳用　ほうじ茶 400g ¥1,110

3004 無双番茶　茎茶　お徳用 450g ¥972

3003 出雲の紅茶リーフ 100g ¥594

3007 オーガニック･カモミール 20袋 ¥724

3008 オーガニック･ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ 20袋 ¥724

3012 オーガニック･ペパーミント 20袋 ¥724

3013 オーガニック･レモンバーム 20袋 ¥724

6001 塩蔵　生わかめ 200g ¥570

6002 塩蔵　茎わかめ 200g ¥257

6003 芽ひじき 30g ¥382

6004 細切り　めかぶ 30g ¥343

6006 徳用　焼きずのり　 20枚 ¥730

4001 よつ葉のさとう　　 1kg ¥450

4002 自然塩・シママース　 1kg ¥341

4207 国産いちごのジャム 200g ¥626

4003  メープルシロップ　ミディアム 312g ¥963

4021 オーサワ　有機すりごま（白） 70g ¥243

4022 オーサワ　有機すりごま（黒） 70g ¥243

商品のご紹介

                             無農薬・無化学肥料のお茶など

茶の茎の部分を主原料に、旨みや甘味を引き出すため、茶の育成から商品
化までおよそ3年、じっくり時間をかけているところから「三年番茶」とも呼ばれ
ています。すっきりとしたコクのある風味と香りをお楽しみください。

西製茶所の安全でおいしいお茶です。価格もお手ごろ一度お試しを！

香ばしく、さっぱりした飲み口が特徴　茶葉は十分成熟していますのでカフェ
イン等の刺激性のものはほとんど含まれていません。赤ちゃんからご年配の
方まで幅広くご利用いただけます。

出雲の国産紅茶。　カップ１杯にﾃｨｰｽﾌﾟｰﾝ1杯（3g)が目安　比較的苦渋味が
少なく砂糖なしでもOKです。

熱湯をかけ水切り後、しっかりまぜてねばりをだして下さい。おいしさも栄養も
たっぷり・納豆とまぜても美味。

厳しい基準をクリアした純度100％の天然メープル製品。（カナダ産）

国内産のジャムに適したいちごを使用し甘さ控えめに仕上げ、レモン果汁は
海外産有機レモンのストレート果汁を、砂糖は北海道産のてん菜使用のビー
トグラニュー糖、水飴は国内産麦芽水飴を使用。

芽が大きくもっちりした食感で風味も豊かです。煮物だけでなくサラダ・あえも
のにも。

有明産　海の栄養をたっぷり吸収して育ったのり。 多少の穴、縮み、裂けあ
りのお徳用

種子島産さとうきびから作ったお砂糖。複雑な粗製をせず本来のおい
しさ・栄養を残した粗糖。（関西よつ葉連絡会）

天然塩を沖縄の海水でじっくり煮詰めた平釜塩。ミネラル分を含み、
まろやかなおいしさ！

海 産 物　　伊勢　三 幸 水 産

 
お
茶
・
麦
茶

砂
糖
・
塩

アンデスのカモミールは豊かな風味が特長。柔らかな香りと自然な甘みが疲
れを癒してくれます。就寝前にどうぞ。...

わ
か
め
・
芽
ひ
じ
き
・
の
り

パラグアイ産有機ごま粒を程よく残した粗挽き製法で仕上げたすりごま(白・
黒)です

紅
茶
・
ハ
ー

ブ
テ
ィ

ビタミン・ミネラルの宝庫。紫外線を浴びると発生するメラニン色素を抑えて、
シミをできにくくしてくれます。

太陽を一杯に浴びたペパーミントならではの清々しい味と香り。鼻づまりがつ
らい時やリフレッシュしたい時に。

消化器系の不調に作用し、消化不良を和らげ、胃の調子を整えてくれます。
さわやかな香りで心をやわらげてくれるでしょう。

調      味      料    　など　　　　

鳥羽・桃取町産。コリコリの歯ごたえ、もどして佃煮や大豆煮に、又ぜひおさ
しみで。

鳥羽・桃取町産。シャキッとした食感がおいしい、湯通し塩蔵のわかめ。水洗
い後５～６分水で塩抜きして。

ジ
ャ

ム
類

ご
ま
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格 商品のご紹介

4023 オーサワのカレー粉 20g ¥189

4015 よつばのマヨネーズ 300g ¥468

4016  松田 マヨネーズ・辛口 300g ¥589

4026 国産ねり梅　 100g ¥464

4006 白みそ　マルクラ 250g ¥270

4010 味の母　（みりん） 720g
\875

7月～\918

4007 コチュジャン 90g ¥270

4008 豆板醤 90g ¥270

4005 ゆず醤油かけぽん 400ml ¥508

4011 ウスターソース（ヒカリ） 360ml ¥378

4012 濃厚ソース（ヒカリ） 360ml ¥378

4013 お好みソース　関西風　 300g ¥367

4019 ¥292

4020 ¥1,458

4017 サラダ油　なたね100％ 1250g ¥1,028

4009 麹屋甚平・熟成ぬか床 1kg　 ¥594

4210 しそもみじ　 30g ¥260

6005 ¥1,415

良質の枕崎産鰹節・北海道産真昆布・粉末醤油をほどよくブレンドしたおいし
いだしです。 遺伝子組替原料は一切使用しておりません。手軽な粉末だし。

国内産　合成甘味料不使用。　かつお・煮干・さとう・しょうゆで味つ
け。朝食に便利なカット済の味付けのり。

日本酒の基となる「もろみ（原酒）」からできた料理酒とみりんの旨味を1本二
役あわせもった調味料。

香
辛
料
・
マ
ヨ
ネ
ー

ズ

み
そ
・
ぽ
ん
酢
類

だ
し
・
油
・
そ
の
他

マイルドな味の辛子味噌。焼肉・焼き鳥のたれにまぜたり、炒め物、冷奴の
隠し味にどうぞ。

食卓用　味付けのり　　20枚入×10袋

乳酸菌、酵母菌をぬかに植え付け発酵させた熟成ぬか床です｡ご家庭の容
器にあけるだけでぬか床が出来上がります。お好みの野菜を入れ、表面を
ならし、冷蔵庫または涼しい場所に置いてください。3～4回漬けた後、お好み
により塩や米ぬか、熟成ぬか床などを足してください。きゅうり・・・6～12時間
なす､大根(半割)､かぶ(2ツ割)・・・12～20時間で食べごろ。

丸大豆うす口醤油をベースに高知県産のゆずを使用。うす色タイプ。

国産米・国産大豆・食塩のみで造りました。色が薄く米麹の自然の甘さたっ
ぷりのお味噌。和え物や白みそ仕立てのお雑煮等にどうぞ。

16種類のスパイスを厳選。他のスパイスを加えなくてもカレーが出来
る手軽さ。スパイスどうしが喧嘩せず絶妙な風味と辛さ。カレールー、
ドレッシングやソースの風味付け、炒め物、ピラフ等に。

ﾏﾙｼﾏ　だしの素　　10g×50袋

唐辛子にそら豆を加えた唐辛子入味噌。麻婆豆腐、魚介類の辛子煮等にど
うぞ。

ソ
ー

ス 国産有機野菜・果実（たまねぎ・トマト・みかん・にんにく等）を使用。醸造酢は
国内産米100％・ｱﾙｺｰﾙ無使用の純米酢を使用。食塩は天日乾燥の原塩。
こんぶ・かつおだし風味。たこやき・お好み焼き・とんかつに。

国内産赤じそを完熟紀州南高梅の梅酢でじっくりと漬け込んだ風味豊かなし
そふりかけです。しっとりした味わいに仕上げていますので、ごはんに良く合
います。使いやすいチャック付き袋入り。

国内産有機野菜・果実（たまねぎ・トマト・みかん・にんにく・人参・・レモン）を
使用。　　　醸造酢は国内産米100％・ｱﾙｺｰﾙ無使用の純米酢を使用。食塩
は天日乾燥の原塩。香辛料は香料を使用せず胡椒･ﾅﾂﾒｯｸﾞ・丁字・ﾛｰﾚﾙ・桂
皮等の原形・粉末を使用。

煮干し、鰹節、むろあじ節、椎茸、昆布を使用。1パック１２ｇと大きめなので
しっかりだしが出ます。

非遺伝子組換えなたね油使用。国産りんご酢・こだわりのたまごを使用。

節辰　だしパック　　12g×14袋

よつ葉の純正菜種油は遺伝子組換えされていない菜種原料だけ使用。圧搾
一番搾りのみ使用したピュアな油です。

国産梅を天日塩のみで漬けた、昔ながらの梅干し(白干し)のペーストです。
使いやすいチューブ(スタウトパウチ)入りです。

平飼い新鮮な卵、米澤製油の圧搾一番なたね油・ 国産りんご果汁100％で
造った酢と 黒潮の精麗な海水の食塩を使用、厳選した原材料だけで作った
究極のマヨネーズ。 サラダ・魚のｵｲﾙ漬け・お寿司などにどうぞ。

ご
飯
の
友

加  工  品　  など
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格 商品のご紹介

5101 ノンオイルツナ缶 80g ¥171

5106 千葉産直オイルサーディン　100g ¥410

5105 ミニとろイワシ・味付　 100g ¥324

5108 さば缶　水煮
190g

(固形量
140g)

¥314

5109 さば缶　味付
190g

(固形量
140g)

¥324

5006 ¥508

5005 ¥486

5004 国産野菜のカレー辛口ﾚﾄﾙﾄ 200g ¥270

5003 国産野菜のカレー 甘口ﾚﾄﾙﾄ 200g ¥270

5002 奄美カレー　中辛 200g ¥410

5001 奄美カレー　甘口 200g ¥410

4024
カレーの壺　マイルド
　　　　　　　　　22皿分

220g ¥626

4031
カレーの壺　オリジナル
　　　　　　　　　22皿分

220g ¥626

4025
カレーの壺　スパイシー
　　　　　　　　　22皿分

220g ¥626

6106 液体ソース焼きそば（桜井） 1食114g ¥167

6104 純正らーめん 5食 ¥697

6101 （桜井）しお　らーめん 1食 99g ¥162

6102 （桜井）みそ　らーめん 1食101g ¥162

6103 （桜井）しょうゆらーめん 1食 99g ¥162

あ
ま
酒

3201 玄米あま酒　　 250g ¥302

6009 おつゆふ　(坂利) 30g ¥183

6016 ﾏﾙﾖﾈ　車麩　6枚 6枚 ¥332

6011 純白玉粉 150g ¥302

6012 黒光　きな粉 100g ¥136

国内産の小麦粉、グルテンを原料に手焼き仕上げ。口当たりが良くよ
くふくれます。

本物のおいしさ＋安全＋健康指向。玄米のミネラルを含有しており、
甘酒独特の甘さを有しています。料理の砂糖代わりにもなります。

　　　　　　　同　　上　　　　　　　　　　　　　コクと香りの、みそ味ラーメン。

　　　　　　　同　　上　　　　　　　　　　　　　風味漂う、しょうゆ味ラーメン。

冷やしても硬くならない秋田県産のもち米100%使用の白玉粉です。

たっぷりのトマトとレモングラスが効いた、爽やかな風味が特徴です。ほどよ
い辛さで、肉や野菜、魚介、どんな具材にも合います。ブイヤベースにもオス
スメです。 レシピ付き。辛さレベル：★★

国産のたまねぎ、じゃがいも、にんじん、しょうが、にんにくを、国産の
小麦粉と厳選スパイスでじっくり煮込んだからだにやさしいカレー。

①お湯５００ｍｌ（コップ３杯弱）を沸騰させ、麺を入れ３分程煮てください。
②麺がほぐれたら火を止め、添付のスープを加えて、まぜあわせてください。
③器に移してお召し上がりください。またお好みにより野菜などの具を加えて
いただきますと一層おいしくお召し上がりいただけます。

国内産契約栽培小麦粉を使用し、植物油で揚げた麺に液体ｿｰｽとふりかけ
付き。

旬の良質なマイワシを厳選し、「喜界島産きび糖」「1年半以上長期塾成した
国産丸大豆醤油油」だけで仕上げた　”青魚まるかじりｶﾙｼｭｳﾑ”

地鶏めしの素 　　二合用　（２・３人前 )　
レ
ト
ル
ト
食
品

カ
レ
ー

ル
ー

北海道産光黒大豆使用。自然のままの味。風味を逃がさない製法に
よる無添加・無着色の純正自然加工食品。

辛さを抑えつつスパイス本来の香りを楽しめるマイルドな配合で野菜の旨み
を引き立てます。辛味の苦手な方やお子様にオススメです。カレーの他、
スープに入れたり炒め物など使い方自由自在。 カレーの壺レシピ付き。辛さ
レベル：★

麺
類

　
缶
　
　
詰

五目を国産原料（人参、椎茸、干瓢、蓮根、油揚げ）に限定　温かいご飯に混
ぜるだけ　刻み海苔が別添　レトルトパウチ食品

西日本で水揚げされた鯖を「地中海の天日塩」でまろやかに水煮にしまし
た。そのままでも、またお料理の素材にもご利用いただけます。（加工地：長
崎県）

ローストしたスパイスの香ばしい風味と、パンチの利いた辛味が鶏肉との相
性抜群です。辛い物好きの方に大人気！カレーの他、お肉に塗って焼いたり
炒め物にもオススメです。 レシピ付き。辛さレベル：★★★★

国内産小麦粉を使用し植物油で揚げているあっさり軽い、塩ラーメン。

サラダ油・化学調味料不使用。塩分控えめ。（清水食品）

西日本で水揚げされた鯖を本醸造醤油・鹿児島県喜界島産粗糖でまろやか
に味付けしました。そのままでも、またお料理にもご利用いただけます。（加
工地：長崎県）

マイワシ油漬け。適度に脂ののった銚子産ﾏｲﾜｼをくせのない菜種油
と天日塩素材のこだわりの美味しさ。

麩
・
き
な
粉
・
そ
の
他

奄美大島の島おこしのシンボルとして、特別栽培された生ウコンを
ベースに、こだわりの原料を使用。人工的添加物、味付けを加えるこ
となく作られた粉末タイプのカレールーです。　　６～８皿分

宮崎の地鶏「みやざき地頭鶏」を１００％、全て国産の野菜を使用。炊きたて
ご飯に混ぜるだけでご家庭で本格的な味を楽しめます。

国産野菜の五目ちらしずしの素
　　　　　　　　　　　　　　　   二合用

膨張剤を使わず、グルテン自身の膨張力を利用して焼き上げています。 そ
のため成形は手作業です。 質が緻密で煮くずれしません。すき焼き、寄せ
鍋、味噌汁、スープの実に。消化吸収されやすいので、離乳食にも最適で
す。
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格 商品のご紹介

2310 荒挽き　えびせん 50g ¥259

2302 きなこウエハース 30個 ¥248

2012 五穀せんべい　しお味 90g ¥314

2013 五穀せんべい しょうゆ味 90g ¥314

2014 おいしい黒こしょうおかき 70ｇ ¥351

2001
純国産
   ポテトチップス・うすしお

60ｇ ¥194

2002
純国産
   ポテトチップス・ゆず

53ｇ ¥194

2035
純国産
   ポテトチップス・和風だし

53ｇ ¥194

2016 きなこねじり菓子 8本 ¥346

2021 とうふドーナツ　バニラ味 4個入 ¥260

2047 とうふドーナツ　ココア味 4個入 ¥260

2311 おやつカステラ　　　　　　 130ｇ ¥302

2306 のどｶﾞﾑ 10粒入 ¥162

2307 りんごガム 10粒入 ¥162

2308 ミントガム 10粒入 ¥162

3106 丹沢サイダー 250ｍｌ ¥119

3111 ﾋｶﾘ アップルサイダー 250ｍｌ ¥151

3113 ﾋｶﾘ ジンジャーエール 250ｍｌ ¥151

3101 アップル　キャロット 190ｍｌ ¥133

3122 国産ふじりんご100 125ｍｌ ¥133

3103 旬摘　信州ぶどう　ジュース 160ｍｌ ¥179

おとうふ工房いしかわの国産大豆の絹ごし豆腐や豆乳・おから、国産小麦を
使ったお豆腐屋さんのドーナツです！。お豆腐をたっぷり使用しているのでﾍ
ﾙｼｰ。※乳成分不使用

素朴で優しく、懐かしい味わいのお菓子。北海道産大豆のきな粉に国内産さ
つまいもでん粉で作った水飴ときび糖をじっくり煉りこみました。食物繊維、鉄
が豊富に含まれ、たんぱく質やビタミンB1も含まれています。

長野県産ナイアガラぶどうを100％使用した、濃縮還元していないストレート
ジュースです。ナイアガラぶどう本来の甘い香りとすっきりした味をあわせ持
つ､まろやかで上品な味わいです。

添加物不使用。噛んだ瞬間お口に爽やかなりんごの風味が広がる程よい甘
さの小粒なガム。

丹沢山系のつくり出したおいしい水を使ったサイダー。甘さ控えめの炭酸飲
料。

人工甘味料不使用。お口に広がるペパーミントの爽やかさが特徴のガムで
す。砂糖は三温糖を使用しています。

国内産小麦粉でほんのり甘く、ふっくらといろいろな形に焼き上げました。

ナ

ッ
ツ

砂糖不使用、有機リンゴの自然な甘さのサイダー。

国産有機生姜の風味際立つ、すっきり爽やかな喉ごし。

飲
料

顔の見える関係から生まれた無添加のアップルキャロットジュース。
青森県産りんご果汁７０％・熊本県産にんじん汁３０％

国産"ふじりんご"を100%使用。そのまま搾ったやさしい味わいのジュース。

ナッツ、ドライフルーツご入用の際は、ご相談ください

チ
ッ
プ
ス

ハーブエキスとｶﾘﾝエキスを入れ柚子風味に仕上げた小粒のｶﾞﾑ

国内産水稲もち米１００％の生地をサクッと焼き純正ごま油と黒こしょうを振
り、塩で味付けしたごま油の風味と黒こしょうがマッチしたおかき。

ド
ー

ナ
ツ
類

新鮮な小えびを丸ごと荒挽きにし３０％も練り込んだ風味をそのままパック。

うるち玄米、アマランサス、白胡麻、はと麦、ひえの５種類の穀物を混
ぜ合わせ、独自の火加減で丹念に焼き上げたおせんべい。しお味・
しょうゆ味

北海道産じゃがいも、オホーツクの塩、国産こめ油を使用。

せ
ん
べ
い
・
お
か
き
・
他

北海道産じゃがいも、日高産昆布、国産こめ油、食塩、柚子粉末を使用。

北海道産じゃがいも、国産こめ油、国産かつおと昆布を使用した「和」のポテ
トチップス。

ガ
ム

国内産小麦粉が主原料の生地に玄米を加えたシートで、国内産大豆きな粉
のクリームをサンドしました。きな粉の香りとほどよい歯ざわりが楽しいウエ
ハースです。

お　菓　子　　など
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格 商品のご紹介

8201 ﾅﾁｭﾛﾝシャンプー　泡状ポンプ　 500ml ¥1,210

8202 ﾅﾁｭﾛﾝ・シャンプー（詰替袋） 500ml ¥770

8203 ﾅﾁｭﾛﾝリンス　普通ポンプ 500ml ¥1,210

8204 ﾅﾁｭﾛﾝ･リンス（詰替袋） 500ml ¥770

8205 ﾊﾟｯｸｽｵﾘｰ　ﾌｪｲｽﾌｫｰﾑ(ﾎﾟﾝﾌﾟ） 150ｍｌ ¥880

8206 ﾊﾟｯｸｽｵﾘｰ　ﾌｪｲｽﾌｫｰﾑ　詰替　 140ml ¥660

8221
ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ
　　　無香料

70g ¥880

8222
ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ
　　　ｾﾞﾗﾆｳﾑ&ﾗﾍﾞﾝﾀ

70g ¥880

8223
ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ
　　　ｲﾗﾝｲﾗﾝ&ﾐｭｹﾞ

70g ¥880

8207
Paxお肌しあわせ
　ハンドソープ・泡ボトル

330ml ¥462

8208
Paxお肌しあわせ
ハンドソープ　詰替え

300ml ¥330

8210 ﾊﾟｯｸｽ・せっけんはみがき 120g ¥418

洗
顔
ソ
ー

プ

保存に便利なスタンドパック入り。

泡状で、液だれせず、髪を優しく洗い上げます。新型エコホイッパーの採用に
より、１押し３mlで10倍の濃密な泡になるので、ホイップクリームのようなやさ
しい肌触りになりました。

ポンプ式ですので大変使いやすく経済的。シャンプーボトルとキャップの形状
が違うので手がふれるだけですぐわかります。ローズマリー、ラベンダー、
ユーカリ、オレンジなどの精油を原料にしたシトラスフローラルの香り。

安心・スキンケアー(合成界面活性剤・防腐剤等不使用)

合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は不使用。植物油脂を
原料とした、さっぱりとした洗い上がり。泡状で出てくるポンプタイプ。キメ細
かい泡で、お子様も楽しんで洗えます。ほのかなラベンダー、ゼラニウム（ニ
オイテンジクアオイ）、オレンジの香りです。香りがやさしい

髪の毛を弱酸性にし、しっとりと艶やかな髪に保ちます。天然ホホバ油､天然
ハーブエキスを使用した髪にやさしいリンス。詰替え用は便利なスタンドパッ
ク入り。

合成界面活性剤､サッカリンは使ってません。甘味がないので爽やか
の使用感が得られ使用後に飲食しても味が変わりません。

すべてナチュラルな成分で、石けん乳化したハンドクリーム。しっかりなじま
せることでべたつかず、手肌を保湿し、みずみずしいハリのある手もとに導き
ます。

シ
ャ
ン
プ
ー

リ
ン
ス

キメの細かい泡でしっかり洗浄・保湿成分配合で潤いを補給・お肌を清潔に
ｷｰﾌﾟ・ほのかな香り・お肌を優しく包む、キメ細やかい泡が最後まで持続。成
分：水・ｶﾘ石ｹﾝ素地・ｸﾞﾘｾﾘﾝ・ｽｸﾜﾗﾝ・ﾑｸﾛｼﾞｴｷｽ・ﾛｰｽﾞ水等。　2回目からは
環境と経済性を考えた詰替用を泡状ポンプ容器に詰め替えてご使用ください

ソ
ー

プ
類

グリーンフローラルのような香りのゼラニウムとリラックスタイムを演出するラ
ベンダーの香り

後を引く甘くエキゾチックなイランイランと繊細で優しいフローラル調のミュゲ
の香り

ハ
ン
ド
ク
リ
ー

ム
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NO 品　　　名 ｇ・数 税込価格 商品のご紹介

8014 ¥579

8013 ¥706

8213
ミントの香り
           お風呂の石けん

3個入 ¥506

8214
ｵﾚﾝｼﾞ＆ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ
           お風呂の石けん

3個入 ¥506

8002 ぷくぷく実用せっけん３コ入 3ｺ入 ¥556

8003 ぷくぷく実用せっけん１０コ入 10ｺ入 ¥1,540

8024 ぷくぷく洗濯液体石けん(ﾎﾞﾄﾙ) 1L ¥935

8025 ぷくぷく洗濯液体石けん（詰替） 1L ¥770

8020 ぷくぷく台所液体石けん(詰替) 1L ¥814

8021 油汚れに強い台所液体石けん(ﾎﾞﾄﾙ) 250ml ¥440

8022 油汚れに強い台所液体石けん(詰替) 500ml ¥550

8110
ﾅﾁｭﾛﾝ    お風呂洗い
せっけん泡スプレー

500ml ¥660

8111
ﾅﾁｭﾛﾝ    お風呂洗い
せっけん(詰替袋）

450ml ¥440

8105
パックス重曹F（食用ｸﾞﾚｰ
ﾄﾞ）

2kg ¥864

8106
せっけん百貨
　　　　ク エ ン 酸

600g ¥440

8107 暁  酸素系漂白剤 1kg ¥792

8102 セスキ炭酸ソーダ 1kg ¥715

8108 ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ　　キッチンスポンジ 1個 ¥176

牛乳ﾊﾟｯｸ回収団体と再生紙普及に取組む市民団体が作ったリサイクル品

セスキ炭酸ソーダは、重曹と炭酸ソーダの中間のような物質で、洗浄力が
しっかりあるのに手荒れがしにくい扱い易さが魅力。重曹よりも水に溶けや
すく洗濯にキッチンやお部屋のお掃除に幅広く使えます。　布ナプキン生活
のパートナーとしてもイチオシです。
キメが粗いので水切れが良く衛生的、研磨剤不使用なので食器に傷つけま
せん。

ほのかにユズの香りがする液体石けんです。食器についた脂やドレッシング
などの汚れはふき取ると効果的です。

台所や住まいのﾅﾁｭﾗﾙｸﾘｰﾅｰ・石けんや酢と相生がよく、ｺｰﾋｰ・紅茶の茶し
ぶ・鍋のこげつき・ガスレンジ・洗面台・流し台の汚れに安心して使えます。

果物に多く含まれるさわやかな酸味の成分。カルシウムを溶かす働きがある
ので水回りや電気ﾎﾟｯﾄ内の水垢掃除に最適。酸がアルカリを中和する力を
生かして石けん洗濯の仕上げ剤にも。トイレのｱﾝﾓﾆｱ臭の中和・消臭もお手
のものです。

酸素系漂白剤。衣類、食器等の漂白･除菌に。保存に便利なスタンドパック入。

天然オレンジオイル配合で香りも汚れ落ちも良く、幅広い用途にお使いいた
だけます。逆さでも使えるスプレーなので、楽にお掃除ができます。

次回からは詰替用をご使用ください。

ただいまロール(ﾄｲﾚｯﾄ)　140m巻×６ｺ

おかえりティシュ　　    200組×5箱 牛乳パック１００%リサイクル。リサイクル基金１円を含みます。

無香料・無着色の純石けん分にセスキ炭酸塩を配合し、食器の油汚れに対
する洗浄力を高めています。

牛脂とヤシ油で作った石鹸。台所、洗濯にＯＫ
3コ入りとお徳用10ｹ入り

ミントの香りを添加したさわやかな固形石けん。　泡立ちもよく汚れも
すっきりよく落ちます。成分：石けん素地（植物性）・ｾｲﾖｳﾊｯｶ油

爽やかな柑橘系の香りの石けん。オレンジ粉末と柑橘系の天然原料を配合

天然油脂が主原料。洗濯物がやわらかく仕上ります。

水回り用せっけんなど(合成界面活性剤・防腐剤・着色料不使用)

重
曹
・
セ
ス
キ
・
ス
ポ
ン
ジ

石
け
ん

（
固
形
・
液
体
　
詰
替
用

）

紙
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5801 みそちゃんこ鍋スープ ¥324

5802 キムチ鍋スープ ¥324

5803 ごま豆乳鍋スープ ¥324

5804 とり塩鍋スープ ¥324

4801 やさか味噌　甘口 750g ¥620

4802 やさか味噌　中辛口  750g ¥620

2802 黒棒　 ８本 ¥302

2801 ミニどら焼き　 6ｹ ¥324

2803 栗しぐれ 120g ¥324

3108
ムソー オーガニックアイス

コーヒー （無糖）
１ℓ ¥508

3121
ムソー オーガニックアイス

ティー （無糖）
１ℓ ¥410

2715 ¥216

2714 ¥216

2709 水ようかん　小倉 100g ¥173

2711 水ようかん　抹茶 100g ¥173

2710 水ようかん　こしあん 100g ¥173

2713 小粒水ようかん 16g×12 ¥324

2707 ミニカップゼリー　りんご 22g×12 ¥356

2708 ミニカップゼリー　ぶどう 22g×12 ¥378

2701 トコゼリー　パイン 130g ¥189

2705 トコゼリー　甘夏 130g ¥189

2703 トコゼリー　ピーチ 130g ¥189

2702 トコゼリー　ぶどう 130g ¥189

ゼ
リ
ー

青森・新農研のりんご果汁７０％ と　くまもと有機の会の省農薬人参
汁３０％   ストレートジュース

山梨県の契約農家で栽培されたぶどう(ベリーA)のストレート果汁が
たっぷり入っています（30%使用）

天草・こんにゃく粉をベースにそれぞれのフルーツをたっぷり加えた
低カロリーで食物繊維一杯の食品。

ﾊﾟｲﾝ・甘夏･ﾋﾟｰﾁ・ぶどうの4種類　お好みにあわせご賞味ください。

                      季 節 限 定 商 品　　　　　　　夏季限定

葛
・
わ
ら
び
餅

水
よ
う
か
ん

飲
料

自然落下のネルドリップ式を採用し、じっくり時間をかけて抽出しています。
一層味に深みが加わったほろ苦い旨味のあるアイスコーヒーです。 南アル
プスの自然水を使用。

有機ＪＡＳ認証のスリランカ産茶葉を南アルプスの伏流水で抽出したストレー
トティーです。香料を使わず茶葉をそのまま抽出したストレート（無糖）タイプ
で、セイロン紅茶の香りを活かし、スッキリした味わいに仕上げました。

あんこ屋さんが作った有機ＪＡＳ認可の水ようかん。
有機砂糖・小豆を使用した夏のお茶の友です。
小豆・抹茶・こしあんの3種

てんさい糖や糖蜜を加え,小豆餡を寒天で固めた食べ易い一口タイプの水よ
うかん

本くず餅　73g  （黒糖みつ10g・きなこ3g)
なめらかな口あたりで雪のような本葛粉の自然の甘味が奏でるやさしい味わ
いです。　冷蔵庫での保管はさけ、お召し上りの前に冷やして下さい。

本わらび餅73g （黒糖みつ10g・きなこ3g)
蕨の根から採れる蕨粉は早春の野の息吹をかもすとろけるような味わいで
す。冷蔵庫での保管はさけ、お召し上りの前に冷やして下さい。

                      季 節 限 定 商 品　　　　　　　冬季限定

国産素材で作ったみそに、風味豊かな鰹、昆布、煮干のだしが効い
た、コクとうま味のみそちゃんこ鍋スープ

豆板醤の辛みとみそのうま味を、ほどよい酸味の玄米黒酢で仕上げ
たキムチ鍋スープ

有機大豆を使用した豆乳、有機栽培のすりごまを使用した風味豊か
な鍋スープ

菓
子

北海道産手亡豆を使用し、丹精込めて練り上げ熟成した餡を栗の様な形に
してじっくりと焼き上げました

鍋
ス
ー

プ

大豆に対し、米こうじの割合を多くしているので、独特の甘味があります。
防腐剤は一切使用していませんのでお味噌本来の味が楽しめます。
味噌汁にはもちろん、ぬたなどの和えものにもどうぞ。
甘口を味噌汁にして味が薄いと感じられる方は中辛口を加えてください。

今も昔も変わらぬおいしさを伝える九州名産の黒棒。風味豊かな黒砂糖と国
内産小麦粉が生み出す懐かしい日本の味。

国内産小麦粉を主原料に焼きあげた皮で北海道産小豆で作った餡をはさみ
込みました

（ｽﾄﾚｰ
ﾄﾀｲﾌﾟ）

600ｇ

３～４
人前 風味豊かな国産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たとり塩鍋スープ

み
そ
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